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本法人の広報誌を国見の自然あふれる四季とともにお届けします

フェンシング協会太田雄貴会長が本学を
表敬訪問されました ( 関連記事Ｐ５掲載）
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東北文化学園フォーラム「感染症の時代により良く生きるためにできること」を開催しました
19 回目となる東北文化学園フォーラムを開催しました。会場は、新型コロナウイルス感染症への予防対策を準備して
の開催となりました。参加いただいた皆さまには、４つの学問分野の専門家の講演から、新型コロナウイルス感染症の正
しい理解と、感染症と上手に向き合う方法を学んでいただけたと感じています。本稿では、その概要を紹介します。

指定発言１
新型コロナウイルス感染症と未来

「感染症学」
大学院
研究科長 小田切 孝人

●新型コロナウイルス感染症につい

と咳エチケット、手指消毒の徹底、②

物です。ワクチンでは血液中に抗体が

て：典型的な症状は発熱、咳、全身の

ワクチン接種による免疫獲得が基本で

できますが、ウイルスが侵入する鼻・

気だるさなどで、重症化すると肺がや

す。

のどの粘膜表面には抗体ができませ

られ正常な呼吸機能が取り戻せず、後

ワクチン接種によって、国民の 60％

ん。よって、ワクチンは重症化予防に

遺症が残ることも知られています。

以上が抗体を獲得すると、国レベルで

有効と考えるべきです。

重症化しやすいのは 65 歳以上の高齢

の集団免疫ができるので、今のような

●今後について：自然感染またはワク

者、呼吸器・心疾患、高血圧、糖尿病

流行は起こらないと考えられます。ま

チン接種で免疫を獲得するまでは我慢

などの持病がある人たちと言われてい

た、抗体獲得により重症化しにくくな

の時期が続きます。各自で工夫して最

ます。

り、通常の鼻かぜ程度の病気になると

大限の予防策をとることが大切です。

●感染予防について：感染予防対策は

想定されます。ただ、感染予防の期待

また、高齢者やハイリスク要因を持つ

２つあり、①三密の回避、マスク着用

の星であるワクチンに過剰な期待は禁

人に感染を広げない配慮も必要です。

指定発言２
新型コロナウイルス感染症と
経済活動の共存のためにできること
新型コロナウイルス感染症の影響に

「経営学」
経営法学部
教授 田邊 文彦

●提言について：大企業及び公的機関

さらにネットワークで結ぶことでさら

より経済にも大きな影響が出ていま

は、地域間や企業間の制度・規格・書

に経済力を増すことができます。

す。現在、企業の大幅な売上減少を補

式・基準のフォーマットを世界レベル

助する形で、政府の給付や融資補助が

で統一することを提案します。

日本のこれまでの成功事例として
JIS、JAS といった規格があります。ス

動いていますが、永遠に続けることは

現在の日本の規格状況を、私たちの

できません。また、人の生活様式の変

身近なもので例えると、地域、役所、

といった規格の統一が爆発的な普及に

化が経済活動にも影響しています。

会社ごとにコンセントの差込口の形が

貢献しました。これから ICT（情報通

各企業は、コロナ後の経済活動に向

異なっている状態です。規格・フォー

信技術）への移行は必須ですので、統

けヒト・モノ・カネの分配を変更し、

マットを統一することで、規模の経済

一規格やフォーマットがさらに重要に

サービスのリニューアルが急務です。

性を確保し、範囲の経済性を生かし、

なると考えられます。
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指定発言３

「心理学」
現代社会学部
講師 山川 樹

感染症から自分を守るための心の護身術
●ストレスとどうつきあうか：人間は

理学の観点からすると１～２年の我慢

を維持するのが大切です。

変化が苦手です。変化を感じると身体

は難しい。息抜きしながら、長期間で

●感染者を責めない：新型コロナに関

や精神に影響がでてしまいます。

も予防を続けられるのが「新しい生活

しては、明日は我が身です。どれだけ

ストレスの対処は、ストレスの原因そ

スタイル」だと考えます。

対策しても感染してしまうこともあり

のものを解消する方法と、自分の不快

●「正しく知って、正当に怖がる」：

ます。

さを解消する方法の２つがあります。

これまで通りの生活でもリスクがある

ただ、ストレス対処法に特効薬はあり

し、家の中にずっと閉じこもるのも良

に、大変でしたね、早く良くなってく

ません。たくさんの対処法のレパート

くない。

ださいねと言える社会を維持して行く

リーを持って、状況に応じてさまざま

三密を避けて手洗いうがいをする。そ

ことが心理学的には重要だと考えてい

な手札を使っていくことが大事です。

ういうできる範囲の感染対策をしたう

ます。

●「我慢」という考え方を捨てる：心

えで、自分のやりたいことをし、生活

指定発言４
社会学からみたコロナ時代の 「社会」 と行動様式
根拠資料として、社会学を受講する学

介護・福祉業界より約 10 倍も実施率

生約 100 人のアンケートと総務省の

が高く、業界的な偏りがあります。

調査を基に、コロナ禍の中の行動様式

在宅勤務では、女性が家事・育児を

「情けは人のためならず」感染者の方

「社会学」
現代社会学部
教授 齊藤 綾美

しては「変わっていない」といえます。
「働き方」は一部でテレワークが導入
されたものの、一部の企業、一部の人

の変化を読み解きました。

主に担当するが、子どもの休校などの

●大学生の意識について：学生の対面

負担増は主に女性に影響し、コロナを

表面的な行動・事象は変化している

での関係を求める意識は変わらないと

きっかけとした家庭内での男女の役割

ように見えますが、その裏にある意識

推測されます。

分担の見直しは限定的であるといえま

や価値観、構造は変化していません。

●テレワークについて：日本の約２割

す。

ただ、今後２～３年、同じような状況

の会社がテレワークを実施しています

●「新しい行動様式」が社会を短期間

が継続するようであれば社会を変える

が、中小企業より大企業が実施率が高

で変えたか？という問いへの回答は、

ところにいたる可能性があります。

く、業界的には情報通信業界は医療・

大学生の関係性、働き方、家族に関連

総合討論
感染症の時代により良く生きるためにできること

のみが取り入れている状況です。

司会
工学部
学部長 須藤 諭

●須藤：あらためて、新型コロナウイ

を受けました。また「引きこもり」と

す。その時こそ、社会には弱者や様々

ルスについて、終息や影響はいかがで

いう言葉の定義も見直してはどうかと

な事情を持つ人がいるのだと視野を広

しょうか？

いう声もあります。

く持っていただきたい。

●小田切：有効なワクチンがいつ頃供

●田邊：これからの社会は、通常はネッ

●須藤：まだまだ感染症の時代は続き

給されるかが鍵となります。

トワークで運用し、ここぞというとこ

そうですが、私たちは感染症対策とし

多くの国民にワクチンが接種され、免

ろで対面の価値を強調するというよう

て「差別感情」など悪影響を与える行

疫ができてくると終息が見えてくると

な、資源配分になると考えられる。

動を抑制するための免疫を獲得してい

思います。

●齋藤：コロナ禍の環境では、ストレ

く必要がありそうです。その向き合い

●山川：心理学ではオンラインのカウ

スを特定の誰かを攻撃し解消するとい

方が、本来の意味での「感染症の終息」

ンセリングが技術の開発・普及の恩恵

う短絡的な行動をする人も出てきま

につながると考えていきたいですね。
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大学

オンラインで「文化学園祭 2020」を開催しました（学友会）

今年は新型コロナウイルス感染症拡
大防止を考慮して、例年の実施内容を
大きく変更し、10 月 24 日、25 日の
両日、オンラインでの「文化学園祭
2020」を開催しました。
今年のテーマは「一心

～ココロヒ

試行錯誤しながら、学園祭当日を迎え

無事に終了することが出来たことに本

ることが出来ました。

当に感謝しています。

24 日は「学科紹介」
「サークル紹介」
「プレゼント企画」「チーム対抗のクイ

収まり、例年通りにぎやかな雰囲気の

ズ大会」の他、「TBGU オンラインお

中で、多くの方に来場いただき、学園

笑い LIVE2020」を開催。３組のお笑

祭が行われることを祈願いたします。

トツニ～」このテーマには、コロナ禍

い芸人の方に登壇いただき、体育館で

という非常事態の中、過去の学園祭と

抽選で選ばれた 100 人の学生に向け

変わらぬ盛況を目指し、アイディアを

た舞台の様子を YouTube でオンライ

出し合い、努力、挑戦し、皆で大学を

ン生配信しました。また、25 日には、

盛り上げ、ひとつの方向へ向けるよう

YouTube で「学科紹介」「サークル紹

にという願いが込められています。

介」を配信し開催しました。

今年の学園祭実施は、準備期間も短

このような厳しい状況での開催に

く、初めて経験することばかりでした

は、学長先生はじめ諸先生方など、多

が、大学祭実行委員会が中心となり、

くの方に支えられながら実施、そして

オンライン学園祭の前に行われた 「学友会会長特別賞」
の表彰式で、 受賞した大学生と須藤学友会会長

大学

YOUTUBE での LIVE 配信のため、 放送用の機材を設
置し、 オンライン学園祭の収録を行います。

学園祭実行委員の集合写真
コロナ禍の中、 最後までやり切りました。

チーム対抗のクイズ大会では、 マナー問題から思いのほか
難易度の高い小学校の問題などが回答者を悩ませます。

Student JOB（ＳＪ）再始動（学生課）

ＳＪとは、講義の空き時間等を活用

開催時の設営・誘導等を行ってきまし

し、学生が学内で業務を行い、修学資

たが、４月からコロナウイルス感染防

金を得る制度です。

止のため学内入構禁止となり、ＳＪの

単なるアルバイトではなく、教職員

活動が出来なくなりました。

と共に働く事により、学生自身の職業

しかし、前期の授業は学生も教員も

観の形成や人材育成を目的として制度

初めての遠隔授業となり、そのサポー

が運用されています。

ト業務として「遠隔授業ピアサポー

これまで学内の清掃活動や学内行事

ター」を新たな業務として実施しまし

うになりました。現在は、近隣公園の

た。

美化活動や、まだまだ続くコロナウイ

出席確認や提出物の確認を行い、ま

ポート業務、大学事務局内の事務作業

に聞ける学習相談 classroom を設けま

の手伝い等を行っています。

後期は学内への入構制限も解除さ
れ、多くの学生がＳＪ業務に携れるよ
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ルス感染防止のための密集回避のサ

た、先生には質問しづらい事を上級生
した。下級生からは大変好評でした。
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来年度は、コロナウイルス感染症も

これからも学生が大学生活を有意義
に過ごせるための支援活動を行ってい
きます。

大学

学長メッセージ（東北文化学園大学

後期の授業が 9 月 25 日から始まり
ました。
COVID-19 に対する安全対策として、
前期は入構禁止を基本に据え、遠隔授

学長 土屋 滋）

エタノール消毒液は、すべての建物

ていかなければなりません。毎朝の体

の出入り口や、各階のエレベーター前

温測定を忘れず、学生、教職員一人ひ

に設置しました。食堂には手洗い場を

とりの感染症対策の忠実な実行こそ

増設しました。

が、対面授業を継続する鍵だと思って

業を中心に講義を組み立てました。後

マスクをし、3 密を避け、定期的な

期は、入構制限は行わず、通常の対面

換気を行うことが感染予防の大原則で

授業による講義を行っています。

す。アルバイトを含め、危険な場所に

構内に沢山の学生がいて、教室から

は近づかないことも重要です。判断に

は明るく談笑する声が聞こえ、通り過

迷う場合には SA や健康管理センター

ぎる学生に声をかければ、挨拶が返っ

に遠慮せずに相談してください。

てきます。食堂にも再会を懐かしむ学

今年の学園祭は、WEB による学園

生たちの笑顔があちこちに見られま

祭でした。学生たちの強い希望で、学

す。構内に人がいない大学は、なんと

生自らが企画し、実行したものです。

殺伐としていたのだろうと今更ながら

工夫をしながら、何とか学園生活を

に思います。

大学

が創部いたします。

５号館地下学生食堂に増設された手洗い場、 食堂に入場
する際の導線に組み込まれるよう誘導サインも掲示

維持していく努力を、これからも続け

フェンシング部の紹介（フェンシング部監督

2021 年 4 月より、フェンシング部

います。

齋藤有）

リンピック正式種目として認定されて

本フェンシング界の大きなスローガン

いる伝統ある高貴なスポーツです。

となっていました。

フェンシングはヨーロッパで発達し

種目は「フルーレ」「エペ」「サーブ

た剣術が原型で、
「身を守る」
「名誉を

ル」の三種目があり、使用する剣、ルー

男子フルーレ個人で太田雄貴選手が悲

守る」ことを目的として磨かれ、発達

ルがそれぞれ異なりますが、本学では

願の銀メダルを獲得し、ついに日本

してきた剣技です。用語にはフランス

特に「フルーレ」を中心として強化し

フェンシング界初のオリンピックメダ

語が使われています。

て参りたいと考えております。

リストが誕生しました。

繊細かつスピーディーなテクニック
に魅せられる者が多く、競技化への道
を歩むこととなりました。
1750 年に金網のマスクが開発され、
危険性が大幅に緩和されたことがきっ
かけで、ヨーロッパ各地で盛んに競技
会が開催されるようになりました。
1896 年の第 1 回アテネ五輪からオ

「フルーレ」にはフェンシングの基
本技術が集約されています。

その後、2008 年北京オリンピック

本学においても、オリンピック選手
を輩出できる素晴らしい環境や設備を

剣が軽く、子どもが扱う事も容易な

整えましたので、学生一、日本一、そ

ため、最初にフルーレから始めること

して世界へと挑戦し、部員一人一人が

が多かったという歴史もあります。

輝ける者として活動して参りますので

1964 年の東京オリンピックで男子

応援よろしくお願いいたします。

フルーレ団体が 4 位入賞したものの、
「オリンピックでメダル獲得を」が日
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専門学校の取り組み

TBG（東北文化学園専門学校）写真コンテスト開催（自治会）

専門

深まりゆく秋の日。新型コロナウイ
ルス感染拡大予防のため中止となった
学園祭に代え、自治会主催の写真コン
テストを開催しました。

定でしたが、たくさんの応募作品が集

品として選ばれました。どれも応募者

まりました。

の思いがたっぷり詰まった「とってお

地元の景色や大切な人とのショッ

きの 1 枚」でした。

ト、幸せになる食べ物や可愛い動物た

何気ない日常にある、素敵な一コマ

テーマは「とっておきの 1 枚」
。

ち等々癒されたり、元気があふれる写

を切り取る皆さんの感性がきらりと光

今だからこそできる、みんなを元気

真ばかり。

り、参加したみんなの心が温かくなっ

にできるステキな 1 枚をスマホ撮影

自治会執行部と教職員で行った厳正な

た写真コンテストの一日でした。

を条件に募集しました。一人一作品限

る審査の結果、見事 14 作品が優秀作

大賞

優秀賞

優秀賞

地元にいる

母のように

飛行機から

トトロ

とった富士山
診療情報

専門

視能訓練士科

管理士専攻科

視能訓練士科

平 朱里さん

近藤 優さん

鈴木 里奈さん

医療ビジネス学科の学内実習が無事に終了しました（医療ビジネス学科）

医療ビジネス学科（医療秘書科、医

「病院統計」、
「DPC コーディング」、
「が

緊張しながらもそれぞれが実習で習

療情報管理科、
診療情報管理士専攻科）

ん登録」についての演習のほか、県内

得したことを熱心に発表し、10 日間

では、７月～ 8 月にかけて実施予定で

の三つの医療機関から診療情報管理

の実習を成功裏に終了することができ

あった医療機関での実習（診療情報管

士、医師の方を講師に招き、「診療情

ました。

理士実習）の代替として、9 月 14 日

報管理士の業務について」、
「DPC コー

から 9 月 29 日の期間で学内実習を行

ディングについて」、「病院運営につい

いました。

て」
をテーマに特別講義を行いました。

診療情報管理士の業務実習として、

学生は通常の実習と同様、1 日の実
習終了時に実習日誌を記載し、実習内
容についての記録と各自の課題につい
て振り返りを行い、実習を通した体験
的な専門知識の習得に励みました。
最終日には、
「実習報告会」として
学生全員が各自作成した資料をもとに
プレゼンテーションを行いました。

専門

みやぎ建築未来賞に入賞しました（インテリア科）

「第 26 回みやぎ建築未来賞 2020」作品コンペにおいて、インテリア科２年生が国土交通省東北
整備局長賞を受賞しました！
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専門

特別教育講習会を実施しました（建築土木科）

建築土木科では今年最初の講習会となる、
「自由研削砥石（グラインダ）特別教育講習会」
を１０月１１日に開催しました。

幼稚園の取り組み

幼稚園

実りの秋 ～ゆうあい畑の活動～（友愛幼稚園

園長 大沼 百合子）

１０月１３日、ゆうあい畑でサツマ

に食べられ子どもたちとびっくりして

イモ掘りを行いました。お天気にも恵

がっかりした１年目。不作で小さいお

まれ全園児でクラスごと行いました。

芋しか出来なかった２年目。そして今

今年は豊作で、子どもたちは、歓声

年ようやく念願の立派なサツマイモが

を上げながら大きいサツマイモを沢山
掘ることができました。

取れました。
畑の活動はこれまで、安全の為、活

畑の活動も今年で３年目になりまし

動がある時だけ畑の扉を開けていたと

た。サツマイモのほとんどをイノシシ

ころを、子どもたちがいつでも自由に

関わる姿から、私たちも学ぶことが多

出入りできるようにし、畑をもっと身

かったように思います。

近な存在になるようにしました。

１０月２１日、収穫したサツマイモ

子どもたちは一日に何回も畑に行く

で焼き芋パーティーを行いました。焼

ようになり、育てている野菜に水をあ

き芋とサツマイモ汁を園庭で食べ、収

げたり、観察したりと、自分たちで状

穫の喜びをたっぷり味わいました。

況を見て考えたり、気がついて動くこ
とが多くなり、子どもたちの主体的に

幼稚園

子育て講演会「本が持つ魅力と役割」（幼保連携型認定こども園久慈幼稚園）

１０月２２日、久慈幼稚園で子育て
講演会を開催しました。
うれし野こども図書室理事長高橋美
知子先生をお迎えし、
「本が持つ魅力

時期です。人の言葉を自ら想像するこ

ことで違う表情が現れたりすること、

とが、子どもの個性を伸ばすことに繋

心に残る良い本との出会いが大切にな

がります。

ることなどを教えていただきました。

本を通じて、色々な人の考えや感じ

今回の講演での学びを、園の読み聞

と役割」についてご講演いただきまし

方を受け入れ、そして善悪の判断をつ

かせでも生かしていきたいと思いま

た。

けられるようにすることが生きていく

す。

「幼少期は人として成長する心育て

上でとても大切です。
どんなに歳を重ねても、自分がまだ
知らない世界を見せてくれる本との出
会いは、人間を成長させてくれる素晴
らしい時間となります。」
と、心に響くお話をいただきました。
また、同じ本を選びがちになること
について、他の本にも興味を持っても
らうための技や同じ本を繰り返し読む

東北文化学園 季報 vol.22
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研究

若手研究者紹介（科学技術学部 知能情報システム学科

中島 千尋講師）

東京大学で博士を取得後、
九州大学・

使われていますが、先述のように応用

東北大学にて研究員ならびに助教とし

先が広いので、他にもパズルの様な遊

て、理論物理学を最適化問題に応用す

戯、建築や構造物のデザイン、資源配

る研究に 10 年ほど携わってきました。

分やスケジュール作成などの実際的な

何かを最適化したいという問題意識

問題まで様々なものが研究対象になり

は、最も不満の少ないチーム分け、最

ます。

茨城大学大学院理工学研究科集中講義 「情報数理特論Ⅰ」
にて （2016 年）

も効率的に詰め込める配置など多様な

2020 年度から本学に勤務し、人工

場面で素朴に現れます。それを数理的

知能入門、プログラミング関連の科目

に考え、答えを与えるのが最適化問題

を担当しています。まだ着任したばか

の研究です。

りなので研究室に 4 年生は居ません

理的に分析する視点を育て、学生たち

が、3 年生への卒業研究入門では乱数

が今後出て行く社会に萎縮せずに渡っ

を使った計算機シミュレーションを取

ていく助けになりたいと考えていま

り扱っています。将来的には確率と機

す。

最適化問題は実は人工知能の背後で

本人写真。 国際会議 VI International Conference
BIFI 2014 にて （2014 年）

大学

研究室の活動を通して社会問題を数

械学習（人工知能の基幹技術）を用い

自分の研究室を持つのは今年度が初

た社会問題の解決を研究室の主なテー

めてです。不慣れな問題にも意欲的に

マとし、日本物理学会や情報論的学習

取り組んでくれる学生たちを見て、自

理論ワークショップ (IBIS) での発表を

分も元気をもらえています。

活躍する学生（建築環境学科）

建築学を学ぶ主な目的は、建築物の

学生には設計教育の成果として、建

設計・施工の技術を修得することです。

築設計コンペ ( 競技設計 ) に挑戦させ

したがって、本学科は、豊かな住環境

ています。

の創造に繋がる建築設計の教育に力点
を置いています。

主催する住宅コンペ「環境に配慮した

本誌に関するご意見・ご感想をお待ちしております。
また、記事掲載のご要望等あればご連絡ください。
■連絡先
学校法人東北文化学園大学 総務部総務課
〒 981-8550 宮城県仙台市青葉区国見 6 丁目 45-1
TEL 022-233-3330（代表） FAX 022-233-9875
メール pr@office.tbgu.ac.jp

東北文化学園 季報 vol.22

住宅」に応募して、２名の学生が入賞
を果たしました。（指導者：増田教授）
一等賞と二等賞を受賞した３年次生

2020 年度は、実践教育訓練学会が

大地と人を開放する住宅 （瀬戸 愛音）
住宅を地下に設け地熱を利用することで、 夏に涼しく冬に暖かい、 エネルギー消費の少
ない住宅を提案。 地上は集会や広場として町内に開放し、 地域環境にも配慮している。
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目指しています。

の瀬戸さんと柿崎さんの作品を、紹介
します。

集落のような〝棲み処〝（柿崎 可奈子）
中庭に面して居室を配することで、家族や親戚が寄り添って助け合いながら生活できる、
一族に配慮した住宅。 環境共生を目的に、 中庭に水辺ビオトープを設けている。

学校法人東北文化学園大学
寄附金募集のご案内
本法人が掲げる理想の人物像「輝ける者」を社会に輩出する
ために、教育研究活動のための環境整備及び学生の修学支援体
制の充実を行うことが必要です。より一層の教育研究活動の発
展のため、皆様からのご支援を賜りたく、寄附金を募集してお
ります。詳細は本学 HP をご参照ください。

