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大学

発達支援教室の活動について

発達支援教室は、本学の教育研究資

健やかな育ちのために作業療法の知識

します。

源を活用して地域の発達障害児とその

技術を生かした支援を行っています。

子どもの健やかな育ちを保障するた

家族を支援することを目的に 2008 年

またこの実践を学生教育の場としても

めには、環境を整えることは大切です。

に開設しました。

活用しています。

家庭・保育・教育等の様々な場で、育

本教室では、日常生活や学習、人と

さらに地域に向けて、発達障害児支

ちの道筋・障害特性等を踏まえて支援

の関係性など様々な発達的課題を持つ

援に携わる専門職や学校教員、保護者

できれば、子どもの育ち、療育者の安

発達障害児を個別に支援しています。

に向けた研修会「ひろば」の開催も毎

心につながると思います。

年行っています。

それに役立つ知識を提供できる企画を

子どもや保護者の困り感に寄り添い
つつ、問題解決を図り、子どもたちの

発達支援教室での学生との場面

今年度は、作業療法士の酒井康利氏
を講師に迎え、
「
『やりたくない』を『や

今回、この「ひろば」について紹介

心がけています。

2019 年度発達支援教室 「ひろば」 開催風景

2020 年度は WEB セミナー形式で開催

験を積み重ねられる支援の在り方を具

遊具がまるで大きな地震のように感じ

体的に説明していただきました。

ることもあり、それはとても大きな不

れるかも』に変える作業療法～その気

人は自分の意志の下に行動を決めて

にさせる感覚統合」と題した講演会を

行っているように見えますが、実は環

感覚体験は個別性が高いものであ

WEB セミナー形式で開催しました。

境からのメッセージを受けて行ってい

り、否定することなく受け止めてあげ

ることが多くあります。

ることが大切になります。そして、心

支援の現場では、
子ども自身が
「やっ

安を呼び起こすことになります。

てみたい」という気持ちを大切にしま

例えばペンを渡されれば書くことを

理面を含めて安全安心を保障しつつ我

す。その方が子どもの成長につながる

行うし、ブランコに乗れば漕ぐことを

慢せずに成功体験を積み重ねる支援を

からです。ですが、子どもがやりたく

します。またそれができるのは、その

行うことが支援者には求められます。

なくても将来的に必要なことも多く、

経験をしたことがあり、その運動の記

遊具の設定や提示の仕方などわかり

子どもに拒否されると支援者は対応に

憶を持っていること、場所や形を変え

やすい環境を作ることや、声掛けなど

困ります。今回は、そのような時にや

てもペンは書き、ブランコは漕ぐとい

子どものやる気・テンションを上げる

る気にさせる支援についてお話しいた

うようにその記憶とマッチングできる

サポート、できたという既成事実を作

だきました。

ことが背景にあります。

るサポートなど多様な支援を行いつ
つ、子どもの「できた」をデザインし
サポートすることが大切であることを
伝えていただきました。
視聴して頂いた方々からは、支援の
ヒントとなったとの意見を頂きまし

けれども発達障害の子どもたちの中

た。発達支援教室では「ひろば」をは

発達障害児は、運動や感覚に凸凹が

には、違う形や場所になると、それら

じめとして、今後も子どもの育ちに役

あり、失敗体験を多く積んでいます。

は全く異なるものと捉えてしまう子も

立つ活動を行っていきたいと考えてい

そんなお子さんの「やりたくない」を

います。その場合、すべてが新奇なも

ます。

理解するために、逆に何故様々なこと

のと感じ不安を呼び起こします。

を私達はやれるのかという人の行動の

また、感覚の過敏を持つ子どもの場

背景を解説しながら、子どもたちに体

合には、通常ブランコのように揺れる
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できた！

専門

2020 年度 第 10 回 TBG 高校生デザインコインテスト開催

今年の TBG 高校生デザインコンテ

感想等のコメントをいただきました。

しかし、コロナ禍で開催の中止を一旦

ストは、新型コロナウイルス感染防止

参加した高校生のみなさんは、おおい

は決定したところ、毎年参加いただく

のため二次審査での高校生によるプレ

に今後の創作の励みになったことと思

各高校から開催を強く希望いただき、

ゼンテーションを執り行わず、学内で

います。

本年の開催となりました。

の作品審査のみの開催となりました。

審査の結果は「まち」と「いす」
、

来年は、高校生によるプレゼンテー

そのような中でも、各高校から「ま

それぞれの部門ごとに１位の学校長賞

ションが盛大に繰り広げられ、盛会に

ち」と「いす」の２部門で例年通りア

を１作品、２位の優秀賞を２作品、３

なることを期待しています。

イディアにあふれたユニークな作品が

位の奨励賞を３作品、佳作６作品を決

数多く寄せられました。

定し、入賞した高校生には賞状・トロ

一次審査では建築土木科とインテリ

フィーと副賞として図書券が贈られま

ア科の教員により部門ごとに 12 作品

した。また今回、毎年参加いただく三

を選出いたしました。その後に二次審

校には団体賞として記念の盾を贈呈い

査としてプロの外部審査員によって各

たしました。

賞を決定します。

今年は、TBG 高校生デザインコン

作品には、プロの眼から見た評価や

テスト開催 10 周年を迎える年でした。

まちのアイディア部門
テーマ 「20 年後の私たちのまち」

1

いすのデザイン部門
テーマ 「誰かのための椅子」

2

7

8

3

4

9

10

5

6

11

12

受賞者 「まちのアイディア部門」
no.

賞

1

学校長賞 （１位）

2
3
4
5
6

優秀賞
優秀賞
奨励賞
奨励賞
奨励賞

（２位）
（２位）
（３位）
（３位）
（３位）

高等学校名

氏名

作品タイトル

仙台市立仙台工業高等学校

神谷将汰、 佐々木優真

科学と自然の調和

仙台城南高等学校
仙台市立仙台工業高等学校
仙台市立仙台工業高等学校
仙台市立仙台工業高等学校
仙台市立仙台工業高等学校

大野泰正
小西海輝、 大和飛龍
阿部啓人、 梅津咲良
佐々木夏星、 杉本恵介
木村せりの、 安達勁虎

バス路線エリアを自動運転エリアに AI プログラミング
水と友に
空で繋がる複合施設
欅の下の光
困難に打ち克つまち

受賞者 「いすのデザイン部門」
no.
7

8
9
10
11
12

賞
学校長賞 （１位）
優秀賞
優秀賞
奨励賞
奨励賞
奨励賞

（２位）
（２位）
（３位）
（３位）
（３位）

高等学校名
福島県立福島工業高等学校

氏名
星 来夢

仙台市立仙台工業高等学校
福島県立福島工業高等学校
仙台市立仙台工業高等学校
福島県立福島工業高等学校
福島県立福島工業高等学校

佐藤 名央
力丸 昇万
木村 渓斗
佐久間 新太
日下部 杏

作品タイトル
音楽が好きな人のための椅子
公共の場で使う椅子
Tamagu
機能性を求めている人のための椅子～クローゼットチェア～
被災者のための椅子
母のための椅子
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剣道部の紹介（剣道部 監督 菅野良信）

大学

３月に公立高校を定年退職し、剣道
部設立のため本学に勤務し、1 年が経
とうとしています。

練習に励んでいきたいと思います。
また、勝つことばかりではなく、
「剣
道は剣の理法の修練による人間形成の

コロナ禍と言うことで、高校生の大

道である」と剣道理念にある通り、旺

会が軒並み中止となり、部員募集に苦

盛な気力、集中力、忍耐力、正しい判

労した１年ではありましたが、いろい

断力、決断力が出来るように現代社会

ろな先生方のご協力と大学から格段の

において「清く、明るく、たくましい」

社会に役立つ人間を育成させていきた
いと思っております。
これからもご支援の程よろしくお願
いいたします。

御配慮をいただき何とか部員を確保で
きるようになりました。４月からのス
タートが待ち遠しいです。
本学の目指すところの「輝ける者」
を目標に現サークルの学生と 1 年生
だけのチームとなりますが、部員と切
磋琢磨をしながら文武両道を掲げ、全
日本学生大会、その上の大会を目指し

コラム（健康管理センター学生相談室

大学

学生相談室は、在学生と保護者のた

小野寺 由美）

20 キロは気合と根性で運べるかも

めの「よろず相談所」
です。
学校や進路、

しれません。でも、ペットボトルをト

対人関係、こころの健康に関すること

イレの時もお風呂の時間も持ち続ける

の他、
「なんとなくやる気が出ない」
「最

のは、なかなかハードですよね。

近イライラする」など自分でもよく分

人は大きなストレスも短時間なら耐

からない悩みでも OK です。コロナ禍

えられます。一方、小さなストレスで

の現在も感染防止対策をしながら公認

も、長時間になると心にかかる負荷は

心理師・臨床心理士である専任カウン

大きくなります。

セラーが対応しています。
ある心理の先生がしていた例え話を
しましょう。
あなたは家族から「20 キロの米袋

もオススメです。
身体と心は繋がっています。「最近、
疲れやすい」
「本来の自分じゃないみ
たい」と感じる人は、まずは身体のリ
ズムから整えてみましょう。

今のコロナは、まさにこの状態。イ
ライラしたり疲れやすくなったり、心
身の不調が気になる人は多いのではな
いでしょうか。

を駐車場から玄関まで運んでちょうだ

そんなときはどうすればいいのか。

い」と頼まれました。運べますか？

まず大切なのは、
「規則正しい生活

では、「500ml のお茶のペットボトル

をして食事と睡眠をきちんと取る」こ

を 24 時間肌身離さず持っていてくだ

とと「意識的にリラックスできる時間

さい」と言われたらどうでしょう。

を作る」
こと。散歩やストレッチなど、

大学

体を動かすことを日課に取り入れるの

福祉機器・用具の体験実習（理学療法学専攻）

大学

卒業研究発表会を開催（視覚機能学専攻）

宮城県介護研修センターで体験実習を行いました。理学療法士は、環境支援のため福祉用具の選

４年次生の卒業研究発表会を行いました。これまで取り組んできた研究成果が発表され、

定を行うことがありますが、対象者に合った機器提案のため、研鑽が欠かせません。

活発な討論が行われました。引き続き、学生は国家試験の学習を進めます。
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大学

学長メッセージ（東北文化学園大学

学長 土屋 滋）

探求・理解プロジェクト（全学共通

私の聴講した日の講義は、
「人は何

して行います。教員にも学生にも大変

教養教育の科目群）
の一科目である
「人

故働くのか」がタイトルで、まずライ

な作業ではありますが、学生はついて

間文化探求」を 3 回聴講しました。

スワーク、ライクワーク、ライフワー

きます。チャット機能を用いた授業中

１年次学生に対し、通年隔週で開講

ク、ライトワークの 4 つの言葉の意

のやり取りでは、教員も繰り返し言葉

される 14 回の講義のうちの 3 回分な

味を調べさせ、スライドや音声資料を

を返していました。

のですが、教員たちの熱意とそれに応

用い、
「働くこと」を通した人生の価

学生の心を揺さぶろうとしている授

える学生たちの真剣さがひしひしと伝

値や意味を考えます。最後に課題を与

業は本当に感動的です。私たちの大学

わって来る「熱い」講義でした。

えます。この日は、「職業人としてな

を心から誇りに思います。

204 人の履修生に 7 人の教員ががっ

りたい自分像に近づくために、今して

ぷり四つに向き合いました。しかも

おきたいことは何か」について問いか

コ ロ ナ 禍 に お け る 遠 隔 授 業 と し て、

けました。

Google Classroom の機能をフルに活

400 字にまとめられた文章に教員は

用して前期・後期ともやり遂げました。

分担してコメントを書き、一人一人の

その自信が教員からも学生からも満ち

学生に返します。こうした双方向のや

溢れているように感じました。

り取りを 14 回に亘る授業の中で継続

大学

「第２回合同業界研究会」を開催しました（経営法学部経営法学科

学科長 田邊 文彦）

毎年本学で開催している、
「合同業

これにより、多くの企業の方のお話を

ていただきましたが、オンラインでも、

界研究会」
。今年度第２回目の研究会

聞ける一方で、話が途中で途切れるこ

学生たちは、姿勢を正して、真剣に話

を 2021 年２⽉２⽇と「２」が並ぶ日

ともなく最後までじっくり聞くことが

に聞き入る姿が印象的でした。

に開催しました。

できます。随時、立ち寄り制の一般の

今年は、すべてが昨年と様変わりし

合同企業説明会とは一味違った形式で

て、本学の学生たちもとまどうことも

す。

多かったと思いますが、こちらの心配

午前中に情報系業界研究会をオンラ
インで開催。午後からは、
対⾯で 10 社、
オンラインで 4 社の企業が参加して
くれました。
この業界研究会は、参加学生の皆さ

さらに、本年度の新しい試みのひと
つは、対面での新型コロナウィルス蔓
延対策。徹底した手洗いとマスク着

をよそに積極的な姿勢を見せてくれた
ことが印象的でした。
卒業に向けて、夢を持って「輝ける

んの業界研究の一助とすることを目的

用、ディスタンスを保った配置とアク

者」への道を、自信をもって進んでほ

に、本学キャリアサポートセンターの

リル板越しの会話など。それでも、学

しいと思います。

全面的な協力によって開催していま

生たちにとっては、直接、企業の方の

す。

お話を生で聞ける貴重な体験となりま

この研究会では、企業の方々のご説

した。

明をじっくり聞くために、ターム制を

もう一つ、本年ならではの対応が、

とっています。すなわち、定時になっ

ビデオ会議システムを使ったオンライ

たら次の企業に移動する入替制です。

ンでの業界研究会。4 社の方に参加し

東北文化学園 季報 vol.23

5

専門学校の取り組み

インテリアコーディネーター 1 次試験突破！５名（インテリア科）

専門

「超難関」と言える資格の一つです。
インテリアコーディネーターとは、
実際に流通している商品を組み合わせ

ロナ禍の中オンラインで始まった新学
期にも動揺せず、着実に積み重ねがで
きた人たちだと言えます。

お客様の希望を聞き取り、建築工事を

２次試験の合否の発表は２月です。

伴うリフォームや壁紙や床材などのイ

コロナの冬に、
「さくら咲きます！」

ンテリアの提案だけでなく、家具、照

ように…。

明器具、カーテンなど住空間をトータ
インテリア科では、インテリアコー
ディネーター資格取得を目標に授業に
取り組んでいます。

ルにコーディネートしていきます。
１次試験は建築的知識とデザインや
商品知識などからなる筆記試験。１次

先日合格発表があった、インテリア

試験合格後３年以内に「論文」
「製図

コーディネーター 1 次試験の今年の

によるプレゼンテーション」などから

合格者は５名でした。専門学校在学中

なる２次試験に合格しなければなりま

の最終の合格率はわずか 5％前後とい

せん。

われています。1 次突破するだけでも

専門

今年、２次試験に進んだ５名は、コ

車いすの介助、アイマスクと白杖を使った視覚障害の体験を行いました（建築土木学科）

建築土木科では、授業「建築計画」

スロープなど、チェックポイントはた

において車いすの介助、アイマスクと

くさんあります。被体験者、介助者と

白杖を使った視覚障害の体験を行いま

役割を設定し、身をもって体験しまし

した。

た。
後半は、
グループごとに発表を行い、
車いすの目線で動画を紹介する者、計
算したスロープの勾配、アイマスクの
不安などを発表しました。

たと思います。

実際に体験した内容なので、非常に

アイマスクは視能訓練士科、車いす

リアルな経験としてフィードバックさ

と白杖は介護福祉科より提供いただき

れたようです。

ました。さらに、車いすの利用方法、

教室からスタートし、学園敷地内の

近い将来、介助する立場になるかも

外部にある目的地まで３人のグループ

しれません。さらに建築を学ぶ学生と

で歩きます。途中、エレベーター、車

して、その空間を設計する立場にもな

いす用トイレ、点字ブロック、階段、

ります。双方を考える良い機会になっ

専門

救急救命講習会を受講しました（医療秘書科）

専門

白杖の取り扱いについて介護福祉科教
員より説明を受けました。
ご協力ありがとうございました。

光の屈折の実験！（視能訓練士科）

仙台市消防局国見出張所のご協力のもと救急救命実技講習を行いました。将来医療機関

眼光学の授業でプリズムの実験を行いました。光の不思議を体験して、普段の授業で学

に働く者として真剣に取り組みました。

んだことを楽しく確認できました。
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幼稚園の取り組み

幼稚園

安全について考える～避難訓練と交通安全教室から（友愛幼稚園）

11 月、火災の避難訓練を行いまし
た。消防署員の方が来園し、子どもた

びます。消防車も見学し訓練を楽しく
過ごすことができました。

ちの避難について指導を受けました。

また、12 月に開催した交通安全教

非常ベルの音とともに園内放送が始

室では、年長組 30 人が参加し、交通

まると、子どもたちは園庭に避難しま

安全について学びました。小学生に

す。“ お・は・し・も ” の約束を守り

なったら歩いて学校に通う子どもたち

ながら避難することができました。避

は、交通安全指導員の方から、信号機

難訓練の後は、火災時の避難方法を学

の見方や横断歩道の渡り方についての
話を真剣な眼差しで聞いていました。
幼稚園での安全教育は、絵本と紙芝
居、園外保育の時の約束などで子ども
たちに伝えています。この 2 つの活
動を体験することで、安全についての
知識や行動力等がさらに育ってほしい
と思いました。

幼稚園

冬の遊び～おもいっきり冬を楽しもう～（幼保連携型認定こども園久慈幼稚園）

今年は例年よりも早い雪の訪れで、

先生の「遊びに行きますよ～」の声

むしろ、協力し合ったり手を引っぱっ

幼稚園の広い敷地の木々はステキに雪

で、クラスの全員が「はーい！」と元

てあげたり、優しさいっぱいの雰囲気

の花を咲かせました。

気に返事し、雪山に走りました。雪の

に心が温かくなりました。また、順番

真っ白い園庭は、朝日を浴びてきら

斜面を怖がることなく、何度も登り降

を守ったり譲ってあげたりなど、子ど

きらと輝き、とても幻想的な冬の風景

りする姿に成長を感じました。そりや

もたちの元気いっぱいの声と笑顔が弾

です。窓に顔を押し付け、大きい雪山

お尻で滑る緊張感やスリル感も満点で

けた雪遊びとなりました。

を何度も見つめている子どもたち。胸

す。おもしろくて楽しくて笑いが止ま

がワクワク、
「早く遊びたい !」と気持

りません。友だちと喧嘩にもなりませ

ちはもう雪山にしかありません。

ん。

冬の時期にしか味わえない楽しい遊
びが、まだまだ続きそうです。
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研究

研究者紹介（医療福祉学部 リハビリテーション学科言語聴覚学専攻

言語学及び言語心理学で学士、言語
病理学で修士、音声言語医学で医学博

藤原 加奈江）

自閉症スペクトラム障害児の早期支援
が研究テーマになりました。

士を取得、東京都神経科学総合研究所

本学着任と同時に社会貢献、学生の

で成人脳損傷の研究に携わりました。

臨床指導、臨床研究の場として自閉症

その後、ニューヨーク州立大学で乳

スペクトラム障害児の言語コミュニ

幼児のプロソディ認知の研究に従事、

ケーション支援を目的に「発達支援教

同時期臨床心理士としての訓練を積み

室」を開始、国見の杜クリニックが開

ました。

設されるまで 10 年間続けました。

training）研修システムの構築、Ｍ－

２０数年前に宮城県児童相談所で自

一方で乳幼児健康診査での統制障害

閉症の子ども達に出会い、それ以降は

チェックリストによる発達障害リスク

リソースブックの作成などに携わりま

児早期発見のコホート研究を行いまし

した。モデル事業終了後もシステムが

た。

機能しており、嬉しい限りです。

大学

ＣＨＡＴの１歳６カ月健診への導入、

更に平成 28 ～ 29 年度宮城県発達

現在は、今後の支援に役立つことを

障害児者地域生活支援モデル事業で

祈りつつ、20 年間共に歩んできた当

は「社会資源が乏しい市町村における

事者 A さんとその独特な世界を神経

持続可能な支援体制の構築」をテー

心理学的にまとめる活動を進めていま

マ と し、 保 育 士 の OJT（on the job

す。

看護学科教員が厚生労働大臣より表彰を受けました（看護学科）

医療福祉学部看護学科の荒木とも子

①精神疾患の知識、患者さんの理解・

発達・精神疾患の理解を目的とした講

講師がこれまでの活動を評価され、厚

対応能力の向上を目的に、講師が施設

演の活動

生労働大臣より表彰されました。

に出向き医療従事者に向け研修会を開

③教育機関の講師として、精神看護の

催する「講師派遣事業の確立」に向け

基礎知識、患者理解を教授している活

た活動

動

これまで荒木とも子講師は精神科看
護に従事してきました。
なお、今回の表彰は次の３つの功績
が評価されたものです。

②企業から小中高など教育機関に向け
たメンタルヘルスケアの重要性と精神

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
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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。

