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東北文化学園大学入学式で学生と一緒に学園歌「輝けるもの」を歌うさとう宗幸さん（2001 年）

1978 年～ 1989 年
仙台市青葉区本町に宮城デザイン専門学校開学
1978 年 4 月東北文化学園大学・東北文化学園専門学校の基になる宮城デザイン専門学校が開学し、
初代理事長に菅野多利男氏、初代校長に鈴木廉三九氏が就任しました。
1989 年の入学案内によると、1 部（夜間部・2 年過程・高校卒・男女共学）のグラフィックデザ
イン科、建築・インテリアデザイン科、産業・工芸デザイン科と 2 部（夜間部・男女共学・学歴不問）
のグラフィックデザイン科本科 1 年・研究科 1 年、インテリアデザイン科・研究科 1 年がありました。
1978 年（昭和 53 年）
3月

学校法人東北文化学園の設立認可専

4月

仙台市青葉区本町に宮城デザイン専

修学校として宮城デザイン専門学校
の設置認可。

門学校開校初代校長に鈴木廉三九氏
が就任。

1981 年（昭和 56 年）
4月

宮城デザイン専門学校に科を増
設、東北工科美術専門学校に学
校名称変更。

1983 年（昭和 58 年）
12 月

東北文化学園初代理事長

菅野多利男氏

東北工科美術専門学校初代校長

鈴木廉三九氏

専修学校として東北医療専門学校
の設置認可。

1984 年（昭和 59 年）
1月

東北工科美術専門学校の第二代校長

4月

東北医療専門学校開校、初代校長に

に伊藤春夫氏が就任。
玉手英典氏が就任。

1985 年（昭和 60 年）
3月

9月

学校法人木村学園から東北商科
専門学校（1980 年設置認可）を
継承、初代校長に茂泉劦佐氏が
就任。
東北商科専門学校に科を増設、東
北情報工学専門学校に学校名称
変更。

東北工科美術専門学校教員（1984 年）

1988 年（昭和 63 年）
4月
11 月

東北医療専門学校が厚生大臣から
臨床工学技士養成校として認可。
東北医療専門学校の第二代校長に
田崎京二氏が就任。

1989 年（平成元年）
4月

東北工科美術専門学校の第三代校
長に伊藤忠和氏が就任。

専門学校３校（東北工科美術・東北医療・東北情報工学）1 号館イラスト画（1988 年）

宮城デザイン専門学校校舎（1979 年）

宮城デザイン専門学校授業風景 (1979 年）

東北工科美術専門学校校歌（1982 年）

東北工科美術専門学校校旗（1982 年）

東北工科美術専門学校学園祭（1984 年）

東北工科美術専門学校学生食堂（1985 年）

東北工科美術と東北医療の校舎入口（1986 年）

東北工科美術専門学校入学式（1986 年）

1990 年～ 2003 年

国見に移転し、短大、大学を創設
1990 年国見にキャンパスが移転し、専門学校が統合され２つの専門学校（東北工科情報専門学校
と東北医療福祉専門学校）でスタートしました。当時の専門学校の学生数は 3,000 人を越えていま
した。
1993 年 4 月に東北初の理工系カレッジとして東北科学技術短期大学が開学し、2003 年 3 月に第
6 期生の卒業生を送り出し閉校しました。
1999 年４月に東北文化学園大学が開学し、2003 年 3 月に第 1 期生が卒業しました。
1990 年（平成 2 年）
4月

仙台市青葉区国見にキャンパスを移

転。

科増設に伴う東北工科美術専門学校

と東北情報工学専門学校を統合、東北
工科情報専門学校に学校名称変更、初
代校長に庄田新一氏が就任。

東北医療専門学校に学科を増設、東

北医療福祉専門学校に学校名称変更。
東北医療福祉専門学校が厚生大臣か
ら作業療法士育成及び介護福祉士育
成校として認可。

1992 年（平成４年）
４月

専門学校体育祭（1992 年）

専門学校学園祭（1993 年）

東北医療福祉専門学校が厚生大臣か

ら理学療法士育成校及び視能訓練士
育成校として認可。

1993 年（平成５年）
4月

東北発の理工系カレッジとして東北

科学技術短期大学が開学、初代学長
に大内秀明氏が就任。

東北工科情報専門学校の第二代校長
に桂重俊氏が就任。

1995 年（平成７年）
1月

短大校舎（1993 年

短大第 1 期生卒業式（1995 年）

東北工科情報専門学校及び東北医療

福祉専門学校の 1994 年度卒業生か

ら、文部大臣告示により、「専門士」
の称号を付与。

1997 年（平成 9 年）
4月
12 月

東北工科情報専門学校の第三代校長
に金鉉佑氏が就任。

東北科学技術短期大学第二代学長に

毛利平氏が就任。

短大学園祭（1995 年）

短大スポーツ大会（1999 年）

学園ロゴマーク（馬場雄二氏作成・長野五輪デザイン検討委員長） 国見キャンパス全景写真
1998 年（平成 10 年）
12 月

東北文化学園大学設置認可、学校法人
東北文化学園大学に法人名称変更。

1999 年（平成 11 年）
4月

東北文化学園大学開学、初代学長に
毛利平氏が就任。

東北医療福祉専門学校と東北工科情

報専門学校 を統合、東北文化学園専
門学校に学校名称変更、初代校長に
高山忠雄氏が就任。

大学第 1 期生入学式（1999 年）

大学第 1 回学園祭（1999 年）

学長を囲むバーベキュー大会（2000 年）

学園風景「国見駅からの学生」（2001 年）

スポーツ大会（2002 年）

大学第 1 期生卒業式 (2003 年）

2000 年（平成 12 年）
12 月

東北科学技術短期大学の廃止認可。

2001 年（平成 13 年）
7月

東北文化学園専門学校の第二代校長
に石川晋氏が就任。

2002 年（平成 14 年）
9月

学校法人東北文化学園大学に設置し

ていた東北文化学園専門学校を、友
愛幼稚園を設置している学校法人友
愛学園に移管。

10 月

東北文化学園大学医療福祉学部収容定

12 月

東北文化学園大学大学院の設置認可。

員の変更認可。

2003 年（平成 15 年）
3月

学校法人東北文化学園大学とアレン

4月

東北文化学園大学大学院開学。

国際短期大学及び久慈幼稚園を設置
している学校法人頌美学園が合併。

東北文化学園大学医療福祉学部収容
定員の増加。

2004 年～ 2012 年
不祥事、大震災など苦難のなか、時代ニーズにあった学科創設
2004 年元理事長の不祥事により、学園は存亡の危機に陥りました。
教職員、学生、保護者が一体となって存続のための活動をおこない、多くの方々から支援と賛同を
いただきました。
学生からその支援と賛同に感謝の気持ちを表したいという声があがり、学園は６月の一日を「感
謝の日」と呼び、学生と教職員が国見地区で清掃活動を行う日としています。

2004 年（平成 16 年）
2月
4月

堀田理事長逮捕。

東北文化学園大学総合政策学部収容
定員の増加。

東北文化学園専門学校の第三代校長
6月

に神田卓郎氏が就任。

藍野グループ入り。

民事再生手続開始申立。

2005 年（平成 17 年）
1月
4月
6月

民事再生計画認可決定の確認。

東北文化学園大学の第二代学長に高
坂知節氏が就任。

中越地震でﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動する学生（2004 年） 東北地区大学総合体育大会（2004 年）

第 1 回感謝の日が行われる。

2006 年（平成 18 年）
４月

東北文化学園大学科学技術学部の応
用情報工学科及び環境計画工学科を
コンピューターサイエンス学科及び

11 月

住環境デザイン学科に学科名称変更。
東北文化学園大学大学院修士課程を

博士課程に課程変更認可。

2007 年（平成 19 年）
1月

4月

アレン国際短期大学の廃止認可。

第 1 回感謝の日（2005 年）

専学男子バスケ部全国大会出場（2006 年）

東北文化学園大学大学院博士課程前

期課程及び博士課程後期課程を設置。
東北文化学園専門学校の第四代校長
に野田幹雄氏が就任。

学園祭（2006 年）

学位授与式（2007 年）

東日本大震災 14 時 46 分で止まった本部棟の時計（2011 年）

第 1 回第九コンサートで熱唱する学生（2011 年）

2008 年（平成 20 年）
1月
3月

民事再生手続の終結決定。

久慈幼稚園の収容定員の変更認可

東北文化学園大学医療福祉学部リハ
ビリテーション学科に言語視聴覚学

４月

専攻及び視覚機能学専攻を設置。

東北文化学園大学科学技術学部のコ
ンピュータサイエンス学科及び住環
境デザイン学科を、知能情報システ
ム学科及び人間環境デザイン学科に
科名名称変更。

久慈幼稚園の収容定員の増加。

2010 年（平成 22 年）
4月

仙台七夕に飾りを出展する学生（2009 年） 学園祭のイルミネーション（2010 年）

東北文化学園大学医療福祉学部に看
護学科を設置。

2011 年（平成 23 年）
3月
4月

東日本大震災発生。

東北文化学園大学の第三代学長に土
屋滋氏が就任。

東北文化学園大学大学院博士課程前
期課程の健康社会システム研究科健
康福祉専攻にナースプラクティショ
12 月

ナー養成分野を設置。

第九コンサートが始まる。

第 1 回第九コンサートが大船渡市民

クリスマスコンサート（2010 年）

看護学科戴帽式（2012 年）

文化会館リアスホールと東北文化学
園大学体育館で行われる。

2012 年（平成 24 年）
4月

東北文化学園大学教育支援センター

（E サポ）創設。

2013 年（平成 25 年）
3月

小山昭夫理事長逮捕。
藍野グループ撤退。

ロックの学園（2012 年・撮影：中嶌英雄） 感謝の日 JR 国見駅の清掃（2012 年）

2013 年～ 2016 年
新体制で歓びの再出発、よりよい大学・キャンパスづくり
新体制がスタートし、教育支援センター（E サポ）の商標登録と新設、5 号館パソコン教室のコン
ピューター 103 台のリニューアル、１号館トイレのリニューアルと女子パウダーコーナーの新設、
教育支援センターが図書館と連携させたスペース「ラーニング・コモンズ」を創設しリニューアルオー
プン、LL 教室が CALL 教室に名称変更され 120 台の新機器を導入しするなど、よりよい大学・キャ
ンパスづくりが進められています。

2013 年（平成 25 年）
4月

土屋滋新理事長と新役員による新体
制スタート。

東北文化学園大学科学技術学部の人
間環境デザイン学科を、建築環境学
12 月

科に学科名称変更。

E サポ（東北文化学園大学教育支援

センター）商標登録。

2014 年（平成 26 年）
4月

図書館を株式会社紀伊国屋書店に業

9月

5 号館パソコン教室のコンピューター

務委託。

103 台がリニューアルされる。

5 号館パソコン教室リニューアル (2014 年） 職業実践専門課程の専門学校校舎（2015 年）

2015 年（平成 27 年）
２月

東北文化学園専門学校の視能訓練士
科、こども未来科、介護福祉科、医
療秘書科、建築科及びインテリア科
が文部科学大臣から職業実践専門課

4月

程として認可。

東北文化学園専門学校の第五代校長
に千田孝彦氏が就任。

友愛幼稚園が仙台市から幼稚園型認
定こども園として認定。

1 号館トイレをリニューアル、女子
パウダーコーナー新設。

教育支援センターが図書館と連携さ

幼稚園型認定こども園の友愛幼稚園（2015 年）

1 号館トイレリニューアル（2015 年）

1 号館女子パウダールーム新設（2015 年）

図書館「ラーニング・コモンズ」(2015 年）

せた学修スペース「ラーニング・コ
モンズ」を創設しリニューアルオー
プン。

E サポ（教育支援センター）リニューアル（2015 年）

国の有形文化財に登録されるアレン記念館 (2016 年）

2016 年平成 28 年）
３月

4月

1 号館 LL 教室が CALL 教室に名称変

更し、120 台の新機器を導入しリニュ
ーアル。

東北文化学園大学科学技術学部に臨
床工学科を設置。

東北文化学園大学大学院健康社会シ
ステム研究科健康福祉専攻（ナース
プラクティショナー養成分野）が、
厚生労働大臣から保健師助産師看護
師法第 37 条の 2 第 2 項第５号に規

定する特定行為研修指定研修機関（特
7月

定行為 21 区分）として指定。

アレン記念館が文化審議会により国

の登録有形文化財に登録するよう答

久慈幼稚園で授業する土屋学長 (2015 年）

Student JOB（学内で清掃ｱﾙﾊﾞｲﾄ ･2015 年）

第九コンサート ( 萩ホール・2015 年）

E サポ風景（2015 年）

CALL 教室 120 台の LL 新機器 (2016 年）

医療フォーラム (2016 年）

申。

学園のロゴマークには、次のような
意味が込められています。
１．３つの輪は「東北文化学園大学の３学
部の協調による学際教育」を表してい
ます。
2．右肩上がりの楕円形は「現在に甘ん
じることなく、常に成長・発展を志
向する姿勢を表しています。
ロゴマークのデザインは、長野冬
季五輪デザイン検討委員長を務めら
れた馬場雄二先生の制作によります。

東北文化学園大学がめざすところ
東北文化学園大学は、
来るべき福祉・医療の時代に対応するため、
他領域のスペシャリストと学生が協同し、
未来の ” 輝ける者 ” を育む大学です。

～輝ける者を育む学園
東北文化学園大学 ･ 東北文化学園専門学校～

「写真で振り返る東北文化学園のあゆみ」
（20161027 版）
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