新時代の実学を担う有為な人材を育成するために
5つの教育理念を掲げ、
人間教育を重視した専門教育を実施する。

●ご送付いただいた求人票は本学の求人情報データベース

●本学所定の「求人票」
をご用意しております。

に掲載し、学生が自宅のパソコンからでも検索できる

（所定の求人票は本学のキャリアサポートセンターの

システムを整備しております。

ホームページからもダウンロードできます）

●また事業所様独自の様式にても同様の項目が記載され

●事業案内、広報誌などの参考資料は事業所別ファイルに

●求人票は郵送・FAX・E-mail いずれの方法でも受け付

●会社説明会、見学会、選考会のご案内やポスターなどは

東北文化学園大学
求人のための大学案内

収め、学生の業界・事業所研究に活用しています。

てあるものは受け付けしております。
けいたします。

キャリアサポートセンターの専用掲示板に掲示いたします。

随時開催しております。

おります。

●お申し込み方法など詳細につきましてはキャリアサポー

●データの管理運用につきましては個人情報保護法の規

医療福祉学部

総合政策学部

トセンターにて承っております。
（日程・諸事情により開

定に従い、厳正な対応に努めております。

催にいたらない場合もございます。）

大

学

院

健康社会システム研究科
理学療法学専攻

作業療法学専攻

言語聴覚学専攻

科学技術学部

健康福祉専攻

生活環境情報専攻

視覚機能学専攻

■仙台駅から15分

東北文化学園
大学前バス停

正面入口

■山形駅から55分（快速）

建築デザインコース

JR国見駅下車徒歩1分（国見駅は、快速電車の停車駅です）

仙台駅西口・バスプール 15 番のりばから「南吉成・国見ヶ丘 1 丁目」
「南吉成・中山台・実沢（営）」に乗車。
「国見浄水場・東北文化学園
大学前」で下車します。所要時間は約 30 分です。

東北文化学園大学
東北文化学園専門学校

健康インテリアコース

建築設備コース

保健福祉専攻

生活福祉専攻

新時代の実学を担う︑

に関するご説明をしていただく個別の「学内説明会」
を

簿を卒業生の就業状況把握のために活用させて頂いて

有為な人材を

●キャリアサポートセンターでは、学生に事業内容や採用

●本学では、多くの事業所様のご協力に基づき、卒業生名

育成しています

2022
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東北文化学園大学

Next Stage のお手伝い。

〒981-8551 宮城県仙台市青葉区国見6丁目45-1

022-233-7998 (ダイヤルイン）FAX.022-233-8372

TEL.

TOHOKU BUNKA GAKUEN UNIVERSITY

（現）
医療福祉学部
総合政策学部
科学技術学部

保健福祉学科
（保健福祉専攻・生活福祉専攻）
総合政策学科
知能情報システム学科

（新）
現代社会学部
経営法学部※2
工 学 部※3

建築環境学科

※1
現代社会学科
（社会学専攻・社会福祉学専攻）

経営法学科
知能情報システム学科
建築環境学科

臨床工学科

臨床工学科
※1：2021 年 4 月設置

※2：総合政策学部より名称変更

※2022年3月卒業予定者は、現行の学部学科で教育を継続いたします。

TOHOKU BUNKA GAKUEN UNIVERSITY

※3：科学技術学部より名称変更

医療福祉学部
Faculty of Medical Science and Welfare

実習を重視した教育を行い、
医療・福祉の最前線で活躍する専門職を育成。

リハビリテーション学 科

保健福祉学 科
本学科では、医療・保健・福祉領域の専門職を育成するとともに、様々な業
種の民間企業や公的機関にて福祉的な視点を持って活躍できる人材養成を
社会福祉士・精神保健福祉士に必要な知識や相談援助技術に加え、福祉心理、
行っています。
社会福祉士が学科全体の目標資格ですが、学生の目指すキャリアにあわせ 健康福祉、医療福祉などの専門分野を重点的に学び、健康・生きがいづくり、介
て幅広い各種資格が取得できます。各種公務員（地方上級、福祉職、警察官、 護予防など、多様な福祉ニーズに対応できる人材を育成しています。
消防官など）
もキャリア選択の一つになっています。
●社会福祉士 ●精神保健福祉士 ●認定心理士 ●生きがい情報士

本学科では、アメニティ豊かな建物・地域づくりに取り組む中核技術者を養
成しています。
学生たちは
「建築デザイン」
「健康インテリア」
「建築設備」の専門カリキュラ
ムの下、環境重視型社会に対応できる設計者や技術者を目指しており、学習
の達成目標やキャリア・アップのために設置された
「資格取得プログラム」※
によって、在学中に資格を取得するなど、実学重視の研鑚を積んでいます。
※
「資格取得プログラム」
：在学中の資格取得を目指した課外の講座

●レクリエーション・インストラクター ●障害者スポーツ指導員
●健康運動実践指導者 ●社会福祉主事任用資格

●身体障害者福祉司任用資格 ●知的障害者福祉司任用資格 など

●健康住宅アドバイザー ●シックハウス診断士 ●インテリア設計士

●福祉住環境コーディネーター ●建築 CAD 検定 ●宅地建物取引士
●管工事施工管理技士
（学科） ●建築施工管理技士
（学科）

●アメニティスペシャリスト ●インテリアコーディネーター など
保健、福祉、医療の現場で介護サービスや相談援助業務にも対応できる介護
福祉士を育成しています。総合的な生活支援でリーダーシップを発揮できるトー
タルケア能力を備えています。

●一級建築士 ●二級建築士 ●建築設備士 ●インテリアプランナー
●建築施工管理技士 ●管工事施工管理技士

臨 床 工学 科
● 特色ある臨床工学技士の養成
動作能力の回復・維持を目的とし、解剖学・生理学・運動学・臨床医学など
を基礎に、健康増進からスポーツ障害、疾病治療などの領域で貢献できる人
材を育成。約 900 時間に及ぶ臨床実習を重ねて高度な専門技術を修得してい
ます。

作業活動を通して心身に障害がある人の機能回復・維持、家庭や社会復帰
を目的として援助し、医療・保健・福祉・教育などの各領域で活躍できる専門
職を育成。学生は約 1,000 時間に及ぶ臨床実習を含め高度な専門知識・技術・
態度を修得しています。

●理学療法士

●作業療法士

Faculty of Policy Management

最先端の医療に従事する臨床工学技士の養成を中心に人間性豊かな人材
育成に努めています。さらに国家試験指定科目に加えて先進的医用工学の研
究・開発に必要な知識・技術・倫理を学び、
「臨床工学の進歩に対応し、その
高度化に貢献できる能力」
を育成しています。また、医療福祉系の学科が併設
されている強みを活かし、医療や福祉の分野での経験を有する教員のもとに、
「チーム医療に貢献できる人材」
を育成しています。

学際的な幅広いカリキュラムで
企画力と実行力を持つ人材を養成。

総合 政 策 学 科
本学部では社会科学、人文科学のほか、近接する自然科学などを学際的、総
合的に学びます。社会に関する的確な判断力を培い、幅広い分野で適応、活躍
できる社会人を養成することを目標としています。基礎的な科目群を土台とし
て、専門科目として
「法律・政治系」
「経済・経営系」
「文化・地域系」の 3 領域を
設けており、目標とする職業に必要な知識を体系的に修得することができます。

●臨床工学技士

●第 2 種 ME 技術実力検定試験

●第1種 ME 技術実力検定試験（合格実績あり）
●心電図検定
（4 〜 2 級） など

●国家公務員（一般職） ●地方公務員 ●警察官 ●消防士
●行政書士 ●中小企業診断士 ●社会保険労務士

大学院

●宅地建物取引士 ●TOEIC ●日商簿記

●ファイナンシャル・プランニング技能士 ●旅行業務取扱管理者 など

Graduate School

「きこえ」
「ことば」
「こえ」
「のみこみ」
に障害がある方に加えて、高次脳機能
障害や発達障害を持つ方のリハビリテーション専門職として社会に貢献できる
高度な知識・技術を修得した言語聴覚士を育成しています。

医療技術、光学機器の進歩がめざましい眼科専門分野において質の高い診
療を提供するために、視力・視野・網膜画像等の多様な視機能検査、斜視・弱
視などの両眼視機能異常をもつ方への訓練指導、進行した視機能障害者への
ロービジョン
（低視覚）
ケアをになう
「視能訓練士」
を養成しています。

●言語聴覚士

看護学科
看護師・保健師として安全・安楽な看護実践ができ、医療人に求められる教養と豊か
な人間性、問題解決能力を備え、責任感があり、保健医療福祉の分野でリーダーシップ
を発揮できる人材を育成しています。

●視能訓練士

科学技術学部
Faculty of Science and Technology

最先端テクノロジーのパイオニアとして輝く！
情報・建築・臨床工学の専門家を養成。

知 能 情 報システム学 科
高度な情報化時代をリードし、安全で便利にコンピュータやネットワークを利
用する技術、ロボットやマルチメディア機器などに使われているシステム技術、全
く新しいコンピュータの応用技術などを開発できる若い人材が、様々な分野で求
められています。この要請に応えるために、
「知能情報システム学科」
では、コン
ピュータの基本を理解した上で、それらの応用分野で活躍でき、また地域社会の
発展に寄与できる人材を育成しています。

●ITパスポート ●基本情報技術者

●応用情報技術者 ●ネットワークスペシャリスト
●看護師 ●保健師（定員 30 名 ※入学後に選抜試験を実施）
など

●シスコ技術者認定 ●エンベデッドシステムスペシャリスト
●マイクロソフトオフィススペシャリスト
（MOS） など

健 康 社 会 システム研 究 科 博 士 課 程（ 前 期 課 程・後 期 課 程 ）
地域社会の抱える課題に対して、学際的な教育・研究を行うことにより、従来にない新しい視点と技法を修得し、
論理的思考力、問題解決力を持つ、より高度な専門技術者の育成を行なっています。

福祉社会の形成に必要な保健・医療・福祉に関する学術の理論及び応用
を教授研究するとともに、高度の専門職性が求められる職業を担うための深
い知識や卓越した能力を培い、健康福祉に関する高い学問的見識と研究能力
を有する人材を育成します。

● ナースプラクティショナー（NP）養成分野

厚生労働省の特定行為にかかわる看護師の研修制度において、
全 21 区分の特定行為研修を行う研修機関として指定されています。

健康・安全生活環境の維持・創成に必要な情報・環境及びその応用工学に
関する理論及び技術を教授研究するとともに、高度の専門職性が求められる
職業を担うための深い知識や卓越した能力を培い、生活環境情報に関する高
い学問的見識と研究能力を有する人材を育成します。

