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学 校 法 人 東 北 文 化 学 園 大 学 広 報 誌

季報24
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

「輝ける者賞」 受賞者の卒業生
本誌２頁に関連記事掲載

※本誌掲載の写真については、 新型コロナウイルス感染症対策のため撮影時のみマスクを外しています。
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大学

東北文化学園大学学位記授与式を開催、学友会「輝ける者賞」を表彰

３月 19 日、卒業生を祝福するよう

また、本学の式典では、学友会の発

などで際立った活躍をした卒業年次生

に晴れ渡る青空の日に、東北文化学園

展に貢献した学生を ｢輝ける者賞｣ と

が対象となります。

大学学位記授与式を挙行いたしまし

して表彰しています。

審査の結果、2020 年度の「輝ける者賞」

た。

これは、学友会の各種行事や課外活動

は下記の学生が受賞いたしました。

2020 年度 東北文化学園大学 学友会 「輝ける者賞」
賞
大賞
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所属

名前

活躍したフィールド
学園祭実行委員会委員長／七夕制作実行委員長／卒業アルバム制作委員会副委員長／
学園祭実行委員会制作班チーフ

総合政策学科

熊田 千恵美

言語聴覚学専攻

太田 幸穂

オープンキャンパススタッフサークル代表

保健福祉学科

梅津 希乃

学生リーダー会サブトップリーダー／卒業アルバム制作委員会副委員長

保健福祉学科

畑山 拓人

学生リーダー会トップリーダー

総合政策学科

稲垣 花恵

学園祭実行委員会副委員長／七夕制作

総合政策学科

工藤 優

総合政策学科

佐藤 奈旺樹

総合政策学科

藤澤 空也

課外活動委員会運動部長補佐／課外活動委員会委員長補佐／準硬式野球サークル代表／七夕制作

知能情報システム学科

竹田 樹生

ダンスイベント実行委員長／ダンスサークル代表

知能情報システム学科

新野 友羅

課外活動委員会文化部長／情報技術研究会代表／七夕制作／ SJ

臨床工学科

我妻 莉生

学園祭実行委員会副委員長／学園祭実行委員会広報班チーフ

臨床工学科

坂本 朝陽

学生リーダー会サブトップリーダー
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卒業アルバム制作委員会委員長／学生リーダー会企画班チーフ／学園祭実行委員会企画班チーフ
／七夕制作／サークルリーダー研修
課外活動委員会委員長／課外活動委員会運動部長／課外活動委員会運動部長補佐／
スポーツ大会実行委員長／バレーボールサークル代表／七夕制作／ボランティア活動

専門

東北文化学園専門学校 卒業証書授与式・表彰

３月 18 日、東北文化学園専門学校

授与となりました。

の卒業証書授与式を挙行しました。

別れとこれからの社会への門出を喜び

卒業生は式典が行われない寂しさを

新型コロナウイルスの影響もあり、

受け止めつつも、これまでの学生生活

各科ごとに教室に分かれての卒業証書

を過ごした学び舎で、友人や教員との

ました。
2020 年度の専門学校の卒業式での
表彰者は下記の通りです。

2020 年度 東北文化学園専門学校 表彰
賞

所属

名前

賞

所属

名前

学校長賞

医療情報管理科

黒沼 亮太

精励賞

視能訓練士科

小野寺 一希

視能訓練士科

和田 江梨那

宮城県知事賞

社会福祉科

吉田 恋

精励賞

仙台市長賞

視能訓練士科

村上 明日香

奨励賞

建築土木科

山道 桜華

インテリア科

今野 直恵

奨励賞

インテリア科

臼澤 賢哉

建築土木科

橋場 太洋

奨励賞

インテリア科

石村 汐莉

精励賞

建築土木科

中村 功誠

奨励賞

医療秘書科

篠﨑 遥

精励賞

インテリア科

中野 海龍

奨励賞

医療情報管理科

小野 汐李

精励賞

インテリア科

栗田 祐利果

奨励賞

診療情報管理士専攻科

佐藤 愛

精励賞

医療秘書科

浜口 芽生

精励賞

医療情報管理科

佐藤 花

奨励賞

介護福祉科

色摩 直哉

奨励賞

社会福祉科

松田 瑶加

宮城県専修学校
各種学校連合会長賞
精励賞

精励賞
精励賞
精励賞

診療情報管理士専攻科

近藤 優

介護福祉科

渡邉 啓介

奨励賞

視能訓練士科

明石 颯希

諸井 瑛

奨励賞

視能訓練士科

砂押 莉菜

社会福祉科
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大学

学長メッセージ「忘れ得ぬ師」
（東北文化学園大学

学長 土屋 滋）

医学部を卒業すると、第一線の医療

く愛し、たまに東京に著名な演奏家や

機関で臨床研修を開始します。私は、

交響楽団が来ると、奥様と聴きに行く

学生は、教員を師と仰いでいます。

山形県の雪深い街の中核病院に小児科

のを何よりの楽しみにしていました。

その師の背中を見ながら学生は育ちま

1 年の研修期間を終え、私が仙台に

す。師たる背中を見せながら、教員は

そこで 20 歳ほど年配の精神科医 M

戻り十数年が経過した時、先生が倒れ

学生にしっかり向き合って欲しいと思

先生と出会いました。M 先生はいつも

られたとの連絡がありました。何度か

います。これが退任に当たり学長とし

忙しくしておられ、たまに医局で一緒

御自宅にお見舞いに伺った際、形見だ

て贈る言葉です。

になると、勉強するのは若いうちだよ

とおっしゃり、クライスラーが演奏し

と笑顔で声をかけてくださるような方

ているベートーヴェンのヴァイオリン

でした。そのうち M 先生から小児の

ソナタ全集のレコードをくださいまし

脳波のアトラスを作りなさいと、次か

た。亡くなられてからさらに 30 年に

ら次に先生の所見を添付した脳波が送

なろうとしていますが、今もモノラル

られて来るようになりました。夜遅く

録音のクライスラーのヴァイオリン演

まで作業に取り組んだことを懐かしく

奏を聴くたびに、仕事を愛し、音楽を

思い出します。M 先生は音楽をこよな

愛した M 先生の優しい笑顔を思い浮

医として赴任しました。

大学

学生食堂横のドライエリアがリニューアルしました

大学

かべます。

長い間ありがとうございました。

基礎看護実習Ⅱを学内で開催（看護学科）

床には水はけの良い芝が敷き詰められ雨天の翌日でも使用が可能です。芝の緑によりリ

新型コロナウイルス感染症の影響で病院実習を学内実習に変更しました。学生は病院での臨床に

ラックスやストレス緩和の効果も期待されます。

近い環境で学ぶことが出来ているようです。今後も学生が主体的に学べる環境を整えていきます。

大学

３年生の症例報告会（視覚機能学専攻）

大学

国家試験の合格祈願式（理学療法学専攻）

学外の指定眼科（病院・個人眼科）で７週間の実習を終了した学生が、実習先で頂いた

教員から学生への激励メッセージの伝達後、受験票や合格鉛筆を贈呈しました。なかで

眼科症例を調査・考察した結果を報告する「症例報告会」を開催しました。

も、学生一人ひとりの名前が書かれた「起き上がりだるま」は毎年恒例となっています。

大学

「卒業研修Ⅱ」報告会を開催（建築環境学科）

大学

親子でチャレンジウォークラリー支援（保健福祉学科）

4 年次生がこれまでの研究・設計成果を発表する報告会です。学生の研究発表の内容や論点につ

川崎町みちのく杜の湖畔公園で開催された文部科学省委託事業「全国秋のウォークラリー～身近

いて、教員が主査・副査となって、評価基準に基づき評価する最終テストでもあります。

な自然でリフレッシュ～」に、イベント支援のため保健福祉学科の学生が参加しました。
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卒業制作展（建築デザイン学科）

専門

2021 年 １ 月 19 日 か ら 21 日 ま で、
せんだいメディアテークにて建築デザ
イン学科（建築土木科・インテリア科・

染拡大の予防を十分にしたうえでの開

した。限られた時間でのプレゼンでし

催となりました。

たが、大いに盛り上がり各コースの入

例年、外部審査員を招いて行われる

建築士専攻科）による「東北文化学園

「卒業設計学内コンペ」の公開審査は、

専門学校卒業制作展 2020」を開催し

残念ながら非公開となり、学生は学内

ました。

よりリモートで会場の審査員にプレゼ

会場展示は、新型コロナウイルス感

賞者が決定しました。
ご来場くださいました皆様大変あり
がとうございました。

ンテーションを行い審査会を実施しま

2020 年度卒業制作展 学内コンペ結果一覧

建築土木科２年

賞

名前

金賞

山道 桜華

青森県立八戸工業高等学校卒業

出身高校

銀賞

阿部 玲奈

岩手県立花北青雲高等学校卒業

銅賞

相馬 理宏

青森県立黒石高等学校卒業

総合資格学院仙台校賞

須江 絢子

宮城県多賀城高等学校卒業

日建学院仙台校賞

富樫 辰華

山形県立遊佐高等学校卒業

賞

名前

金賞

栗田 祐利果

出身高校

インテリア科２年

銀賞

髙橋 歌凜

宮城県築館高等学校出身

（インテリア設計コース）

銅賞

土佐 美月

秋田県立能代松陽高等学校出身

立川ブラインド工業株式会社賞

山口 佳祐

青森県立青森商業高等学校出身

シンコール株式会社賞

髙橋 明日香

宮城県小牛田農林高等学校出身

秋田県立横手城南高等学校出身

賞

名前

インテリア科２年

金賞

照井 裕悟

宮城県宮城広瀬高等学校出身

出身高校

（家具コース）

銀賞
銅賞

松田 和樹
石山 晃成

青森県立弘前工業高等学校出身
創学館高等学校出身

株式会社オリバー賞

東海林 宏之

創学館高等学校出身
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専門学校の取り組み

日本医師会医療秘書認定試験

専門

医療秘書科の１年生が入学当初より

全員合格！（医療ビジネス学科）

いています。

祐里奈さんが W（ダブル）表彰とな

目標としている『日本医師会医療秘書

さらに医療秘書全国協議会主催の

認定試験』、その第 41 回合格発表が

『医療秘書技能検定試験』および『医

2 月 26 日に行われ、今年度も合格率

事コンピュータ技能検定試験』の成績

100% の結果となりました。

優秀者として、全国の合格者の中から

りました。

本校医療ビジネス学科の学生 5 名が
表彰されました。
医療秘書の仕事に欠かせない接遇や
事務能力に加え、医療事務コンピュー
タの知識と技術の修得を証明する両検

コロナ禍における各種検定試験の学

定試験において、本学科は今年度も全

習や実技等、準備に影響が大きかった

国平均を上回る合格率となり、なかで

今年度でしたが、学生が目標を達成し

も『医事コンピュータ技能検定試験』

ていく姿は私たち教員の励みにもなり

験（面接）に進んだ 1 年生 7 名全員

と『医療秘書技能検定試験』の成績優

ました。

が合格し、学生の嬉しいニュースが続

秀者として医療秘書科 2 年生の橋本

また、『秘書検定 準 1 級』の２次試

専門

サクラ咲け

第 51 回視能訓練士国家試験（視能訓練士科）

視能訓練士科 3 年生は 2 月 18 日の

家試験の勉強が本格的に始まると、復

落ち着いて受験できました」と言って

第 51 回視能訓練士国家試験を 31 人

習することが多く何度もくじけそうに

くれました。ひょっとすると、試験日

全員で受験しました。

なりました。それでも仲間達と支えあ

に一番落ち着かなかったのは担任かも

い、
『国家試験合格』の目標を胸に進

しれません。

み続けました。

みんなの努力が実を結び、サクラが

しかし、国家試験へのラストスパー

咲くことを願っています。

トという段階での福島県沖地震。新幹
線が不通になり、学生も不安だったこ
とと思います。専門学校事務課の尽力
もあり、何とか足を確保でき、全員受
ここまで長い道のりでした。コロナ
禍の中で最終学年がスタートし、慣れ

験することが叶いました。
試験前の登校日には合格を祈願しダ

ない遠隔授業に、
制限の多い学内実習。

ルマに目を入れ、教員から国家試験に

教室にもアルコールスプレーが常備さ

向けてメッセージが送られました。学

れ、手指消毒は必須。後期に入り、国

生は「先生達のメッセージのおかげで

専門

インテリアコーディネーターに現役合格！（インテリア科）

専門

卒業研究発表会（総合福祉学科）

今年度も本校インテリア科から、難関資格として知られるインテリアコーディネーター

2 年間の学習成果を、卒業研究として発表しました。緊張の中にも多くの質問もあり、

資格の現役合格者を輩出致しました！

学生にとって貴重な体験となりました。
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幼稚園の取り組み

幼稚園

保育参観 ～親子で楽しかった１年を振り返る～（友愛幼稚園）

２月に保育参観を行いました。今年

テラスや遊戯室に、日頃の子どもた

は新型コロナウイルス感染症の為、保

ちの遊びの様子や行事の写真、製作し

護者が園内での子どもたちの様子を見

た作品を掲示し、遊戯室では幼稚園が

る機会が少なかったことから、保育参

始まった６月から今までの様子をスク

観の内容を検討し、園児が楽しんだ１

リーンに映し親子で鑑賞できるように

年を振り返りながら、親子で成長を喜

しました。

び合える機会になることを目的に行い
ました。

幼稚園

子どもたちは大喜びし、参加した保
護者は、園での経験を通して心身とも

提に行事をなくすのではなく、子ども

に成長した姿に、微笑んだり、時には

の育ちにとって、何を大事にしたいの

涙ぐんだりと素敵な時間になりまし

かを考えることであり、学びの多い機

た。

会にもなりました。

今年は新型コロナウイルス感染症の

この先も見通しがもてない状況では

ため、いろいろな行事の内容変更を余

ありますが、子どもたちの成長の喜び

儀なくされましたが、この１年大切に

を保護者と共に分かち合える関係づく

してきたことは、“ できない ” 事を前

りを大事にしていきたいと思います。

「みんなで歌おう会」開催（幼保連携型認定こども園久慈幼稚園）

３月５日、善隣館書店の佐々木先生
による「みんなで歌おう会」が本園プ

びも交えながら楽しんで参加しまし

で、普段とはまた違う表現の楽しさを

た。

味わうことができました。

また、ギターの弾き語りで大型絵本

今回のみんなで歌おう会をきっかけ

の読み聞かせも披露していただきまし

に、読み方を工夫したり手遊びなども

た。子ども達に人気の『だるまさんの』

取り入れたりしながら、子ども達の表

の絵本では、歌に合わせてポーズを

現の幅や歌う楽しさをさらに広げられ

とったり表情を変えたりするなど、友

るようにしていきたいと思います。

だち同士で笑い合い楽しむ姿が見られ
ました。

レイルームで行われました。
『世界中

卒園式を控え、毎日練習に取り組ん

の子どもたちが』
『となりのトトロ』
『ア

でいた年長組の子ども達も、緊張感が

イアイ』など、幼稚園でもお馴染みの

解け、表情もどんどん和らいでいるよ

曲をギターの伴奏で歌いました。

うに見えました。

子ども達は曲に合わせて手拍子を

佐々木先生との歌の時間は、子ども

打ったりいっしょに歌ったりと、手遊

達だけでなく保育者にとっても新鮮

専門

「2020 年度企業実習」を開催（建築土木科）

専門

医療秘書科 1 年生「学内実習』が終了（医療秘書科）

各企業の建築・土木部門の専門家から、福祉と住宅改修のプランニング、建築ビジネス、

学内実習が無事終了しました。特別講演では仙台赤十字病院の前事務部長先生をはじめ、

震災での建設業者の使命、建設業の未来など多岐の分野に渡る実習を受講しました。

病院の医事課長の先生や本学卒業生が講師を務めました。
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研究

研究者紹介（建築環境学科

二科 妃里講師）

私は、健康寿命のための住まいのあ

インテリア環境とこれを実現する計

での開催形態は、他学会でも少なかっ

り方に興味を持ち、東北文化学園大学

画・設計法について行っています。

たため、大変貴重な経験をさせて頂き

に入学し、修士号と博士号を取得しま

また、卒業研究では、「燃焼器具使

した。その後、本学で勤務することと

用時における室内空気汚染」「室内に

新型コロナウイルスの感染拡大を受

なり、住まい方や生活活動の影響、居

おける臭気物質の汚染対策」「インテ

け、新しい生活様式に対応してリモー

住評価法を研究テーマとして取組んで

リア製品が及ぼす室内環境への影響」

トワーク、在宅勤務等をされている人

います。

を対象に学生とともに研究を進めてい

が多いかと思います。在宅での勤務は、

ます。

快適な人もいれば不便を感じている人

特に、
「生活用品」と「居住評価」は、

ました。( 写真 -1,2)

建物竣工後の住まい方に起因する問題

新型コロナウイルスの感染が拡大

も多く、室内空間における快

であり、建築環境工学や公衆衛生的視

傾向にありましたが、野﨑 淳夫教授

追求が高まりつつあります。

点で、この領域の問題点を発見し、新

及び一條 佑介准教授とともに 2020 年

たな解決策を検討しています。

12 月に室内環境学会学術大会を開催

う健康・快適な室内環境の創造を目指

致しました。

し、鋭意努力して参りたいと思ってお

講義は、主にインテリア環境を担当
しています。この科目では、身近なイ

感染防止対策をしながらの現地会場

ンテリアの構成要素を理解し、良好な

とオンライン利用のハイブリット形式

写真 -1 口頭発表会場

報告

適性の

今後は、さらに新しい生活様式に合

ります。

写真 -2 シンポジウム

2020 年度 定年退職教職員一覧

2020 年度、 以下の方々が学校法人東北文化学園大学を定年退職されました。 これまでのご尽力に感謝するとともに、 みなさ
まの今後のご活躍、 ならびにご健勝をお祈り申し上げます。
東北文化学園大学 ・ 大学院 所属
医療福祉学部リハビリテーション学科
言語聴覚学専攻 （講師）

名前
田中 多賀子

東北文化学園大学 ・ 大学院 所属
科学技術学部 臨床工学科 （教授）
健康社会システム研究科 （教授） 健康管理センター長

医療福祉学部 リハビリテーション学科
視覚機能学専攻長 （教授）

門屋 講司

医療福祉学部 看護学科 （講師）

伊藤 厚子

医療福祉学部 保健福祉学科 （准教授）

菅谷 洋子

東北文化学園専門学校 教頭

総合政策学部 総合政策学科 （准教授）

渡邊 洋一

東北文化学園専門学校 建築土木科

科学技術学部 知能情報システム学科長 （教授）
健康社会システム研究科 （教授）

和田 仁

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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大学事務局 キャリアサポートセンター長

名前
佐藤 秀隆
山吹 淳

東北文化学園専門学校 ・ 幼稚園 所属

幼保連携型認定こども園久慈幼稚園 園長

名前
熊谷 猛
佐竹 正行
田髙 美恵子

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。

