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同窓会費の納入について

本会は、会員の皆様からの会費により運営
を行っております。2013年度以前の会費
は、入学時に入会金として5,000円、卒業時
に終身会費10,000円の納入をお願いして
おります。また2014年度からは入学時に会
費として15,000円の納入をお願いしてお
ります。まだ会費を納入いただいていない
場合は、会費の納入をお願いいたします。

【会費振込先】
仙台銀行本店営業部
普通預金  4755741
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※お振込の際は、学籍番号とお名前を必ずご入力ください。学
籍番号は同窓会報送付封筒に印字しております。

※恐れ入りますが、振込手数料はご負担ください。

　卒業生の皆様におかれましては、このたびの新型コロナウイ
ルス感染症の影響により、不安の募る日々をお過ごしかと思い
ます。大学で学ぶ学生達も、これまでとは全く異なる環境の下で
学生生活を送ることを余儀なくされております。大学では、修学
に係る緊急支援に取り組んでおりますが、卒業生の皆様からも、
是非お力添えをいただきたくよろしくお願いいたします。
　また、本法人では、読み終えた本やDVD等、身近な物から寄
附できる「リサイクル募金」を新たに開始しました。これは、皆様
からご提供いただいた物品の査定換金額が本法人に寄附され
る取り組みであり、学生に対する奨学金制度の拡充並びに教育
環境の整備に活用いたします。皆様からのご支援・ご協力をお
待ちしております。
【寄附金のお申込み】
https://www.tbgu.ac.jp/about/donation/endowment
【リサイクル募金のお申込み】
http://lp.kishapon.com/tbgu/

【お問合せ先】　
学校法人東北文化学園大学　総務課
仙台市青葉区国見六丁目45番1号
TEL：022-233-3330　FAX：022-233-9875
E-mail:　kikaku@office.tbgu.ac.jp

《お願い》
住所変更をお知らせください

本会では、同窓会報を始めとする各種ご案
内を会員の皆様へお送りしております。ご住
所、お名前の変更があった場合には、本会へ
お知らせください。変更の情報は、同窓会公
式WEBサイトから、もしくは郵送にてご連絡
をお願い致します。

【お問い合わせ先】
東北文化学園大学同窓会事務局
仙台市青葉区国見6丁目45-1
大学事務局学生部学生課内
電話　022-233-6194
※お預かりした個人情報は同窓会活動のみ
　に利用し、名簿の販売・頒布は行いません。

携帯サイトはこちら▶

　新型コロナウイルス感染症で、日本中が大きな影響を受けています。「新しい生活様式」には人と人の
接触を8割減らすための10のポイントがイラスト付きで紹介されています。コロナウイルスに属する新しいウ
イルスは、己の身を隠しながら感染を広げていく術を持った大変な厄介者です。このウイルスのしたたか
な拡大戦略に立ち向かうためには、「新しい生活様式」のような価値観の転換を迫るキャッチフレーズが
必要なのかもしれません。
　私たちの大学の前期授業は、Google Classroomを使用したオンラインで行っています。感染症が落
ち着けば、後期は学内で対面授業が可能となる見込みです。新型コロナウイルス感染症は、遠隔授業
への対応を通して、大学のSNS環境の本格的な整備の必要性を強く促しています。
　2021年4月から医療福祉学部保健福祉学科が改組され、現代社会学部現代社会学科が新設されま
す。同時に、総合政策学部総合政策学科が経営法学部経営法学科に、科学技術学部が工学部に名
称変更され、私たちの大学は新しく4学部体制で生まれ変わります。
　大学は好むと好まざるとにかかわらず、変化をして行かなければならない存在です。もっといろいろな
形で同窓の皆さんと交流を持ちながら、卒業した後でも愛され、懐かしんでもらえる大学にどうやって成
熟していくのか、真剣に考えていく時期が来ているように思います。

東 北 文 化 学 園 大 学
学 長 　土 屋 　 滋
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図書館でのコロナ感染予防対策（2020.7）

大学便り

　世間が落ち着かず、今までのような生活が難しくなっていく中、皆様いかがお過ごしでしょうか。私は毎日戦々恐 と々しながら
も、世の中の流れについていくのに必死です。
　なにより「リモート会議！」「リモートワーク！」だの「オンライン飲み会！」だの「オンライン帰省！」だのと目まぐるしいほどの勢いでオ
ンライン化が進んでおりますが、大学生時代の初期頃まではフロッピーディスクを使ってレポートを保存していたことを思い返す
と、いやぁ未来だわ…こんなマンガ読んだわ…と感慨深いです（USB高かったですよね）。このままいくとドラえもんの劇場版のよ
うに機械に人間が支配される時代が来るのでは?!とワクワクが止まりません。大迷宮はトラウマです。
　今年は気軽に大学へ遊びに来てくださいとは言えない状況ではありますが、この混乱が落ち着きましたら、ホームカミングデー
に是非遊びに来てください。それまで、手洗い・うがい・ソーシャルディスタンス頑張りましょう！！！

医療福祉学部　保健福祉学科　保健福祉専攻　2009年3月卒業

理事　土谷　絵里子
あとがきにかえて

携帯サイトはこちら▶

2010年より、同窓会公式WEBサイトでは、同窓生に関わる情報や学園のイベントなどを皆様
にお届けしています。また、会員同士が自由に情報を発信し交流ができる、「同窓生の輪」とい
うコンテンツもあります。短大、大学の卒業生が末永く、縦・横の繋がりを維持し支え合ってい
くために作成されました。皆さんどんどん活用してくださいね！！

同窓会WEBサイトを
ご活用ください

学校法人 東北文化学園大学学校法人 東北文化学園大学
寄附金ご協力のお願い寄附金ご協力のお願い

寄附金

リサイクル募金

新型コロナウイルス対応に当たる医療従事者等へ感謝の気持ちを込めて、ブルーの表紙にしました。

学校法人 東北文化学園大学
寄附金ご協力のお願い



　同窓会の皆様、大変にお世話になっております。私は、2020年3月にて学生部長の2年の任期を終えたところでしたが、さらに2年間任
に当たるよう命を受けました。したがって、同窓会監事も引続き務めさせていただくことになりました。どうぞ、よろしくお願いいたします。
　3年前にもご紹介したのですが、本学では、「学生の日常生活および勉学への取り組み状況を把握し、キャンパスライフの質の向上を
図るための基礎資料を得ること」を目的として、毎年、学生生活実態調査を行っております。調査内容は調査開始以来7つのカテゴリー
が設定され、4年毎に7つすべてのカテゴリーの質問項目について調査する“大調査”を実施しており、1回目が平成19（2007）年度、2回
目が平成23（2011)年度、3回目が平成27（2015)年度に実施され、令和元（2019）年度が4回目の“大調査”となりました。平成23（2011）
年度調査では、「総合的な満足度」が、平成19（2007）年度調査より低下し心配されたのですが、平成27（2015）年度調査では、肯定
的評価が回復し、今回の令和元（2019）年度の調査では、さらに肯定的評価が上昇しております。この間、本学では本格的な自己点
検・評価による改善活動や、中期計画・中期目標を定めての事業計画に取り組んで
きており、それらが奏功してきたと評価できそうです。しかし、まだ2割程度の学生が
否定的評価を下していることも、注視しておかなければなりません。
　さて、この令和2（2020）年度においても、例年の通り調査の実施を考えておりまし
たが、大学は新型コロナウイルス感染症拡大防止に対処しなければならない状況
です。さらなる改善に結びつけていくためには、設問そのものを見直す必要に迫ら
れるなど、コロナを契機に調査自体の再構築も検討する必要が生じております。同
窓会の皆様からもご指導をいただきたく、お願いする次第です。

学生部長
同窓会監事

須藤　諭
科学技術学部

学部長

学生部長挨拶　学生生活実態調査について

2019年3月現在　正会員数　9,643名 総合的満足度（平成19年度・平成23年度・平成27年度・令和元年度）

　私は、言語聴覚士４年目です。まだまだ未熟ながら、日々 患者様と関わり、より
良いリハビリテーションを提供できるよう努力しています。
　そんな中、新型コロナウイルス感染拡大により、様々な制限が増え、今までの
日常を送ることが難しくなっています。
　不安な日々 を送る中、今できることは何かと考えました。幸い、私が勤めてい
る病院は、院内の制限はありますが、通常通りリハビリテーションを提供できて
います。患者様の不安を少しでも軽減できるよう、今まで通り、明るく、元気に、接
することを心がけています。このような状況だからこそ、「いつも通り」を忘れず
にいることが大切だと思いました。
　生活が変わったとしても、人の心は変わりません。幸せを感じることができま
す。仕事ができる幸せ、人と関われる幸せ、支えてくれる人がいる幸せ…日々 感
じることができる小さな幸せを見つけ、辛い今を乗り越えていこうと思います。

小さな幸せ
2017年3月卒業　リハビリテーション学科　言語聴覚学専攻

総合リハビリ美保野病院　言語聴覚士

松原　亜矢（旧姓：大内）

　本学を卒業して早６年、私は現在仙台市内でアパートの設計を行っています。
　コロナの影響により、いま様 な々職種の方が苦労を強いられておりますが、私の
勤める会社は不動産を取り扱っているということから、需要が減ることもなく、幸い
にもコロナの影響はあまり受けずに済んでいます。
　私のように、実はコロナの影響をあまり受けていない企業というのも、少なからず
あると思いますが、今こそ、苦しんでいる方 の々分まで、踏ん張って経済を回して
ゆく時なのでは！と思います。
　個人的にできることとして、家電を買替えたり、普段は買わないお店のお弁当を
買ったり…。
　自分にできる範囲でいつもより少し多めに買い物をし、給付金もしっかり使い切
ることが、経済支援に繋がるのではないかと思います。
　この先コロナが終息したとしても、経済活動が停滞していては、今と変わらず苦
しむ人は増えてゆく一方です。
　いつもの日常を取り戻す為にも、「しっかり働き、しっかりお金を使う」ことが、今の
私にできることでないかと思います。

私にできることは…
2015年3月卒業　科学技術学部　人間環境学科

日本住宅株式会社　仙台支社　設計課主任　一級建築士

遠藤　茜

特集「コロナに負けない」〜同窓生の思い・取り組み〜

　視能訓練士として東京の大学病院に就職してもう3ヶ月経ちました。一人暮らし
や社会人としての生活が初めての中、新型コロナウイルス対策により何もかも初め
ての経験で一人暮らしと仕事の両立が出来るのかなと心配が募る毎日でした。私
の働いている病院では、患者さんとの接触機会をできるだけ少なくするように検査
も最小限に抑えて対策をとっていました。また、緊急事態宣言のため例年より患者
数が少ない時期もありましたが、その分しっかり時間をかけて先輩方から丁寧なご
指導を頂いたため今では少しずつ仕事に慣れてきました。まだまだ分からないこと
や患者さんへの対応で悩むことがありますが、向上心を持って先輩方からたくさん
の事を学び成長していきたいと思います。　
　上京してすぐに緊急事態宣言により外出自粛となり、いつ友人や家族に会える
のか不安の日々 が続き思い描いていた生活とは少し違いましたが友人や家族、職
場の先輩に支えてもらいこれからは、支えてくれた方々に恩返しできるように日々 努
力していきたいです。
　在校生の皆さんも今までの生活とは少し変わってしまい今後どの様に変わって
いくか不安が大きいかもしれませんが、常に向上心を持って勉強をして適度に息抜
きを楽しみながら悔いのない大学生活を楽しんで下さい。

新しい生活
2020年3月卒業　医療福祉学部　リハビリテーション学科　視覚機能学専攻

視能訓練士

鈴木　渚
　作業療法学専攻9期生として入学し、卒業してから早9年が経過しました。世間
ではCOVID-19の世界的流行に伴い情勢が目まぐるしく変化している中で、それ
に合わせて自分自身の生活も変えながら日々 過ごしています。
　変わったことは、基本的に行う感染予防の徹底に加え、業務においては定期的
に行っていた買い物練習が行えないなど業務の幅が狭まった事や、日常的に活
動量が減少した利用者さんの増加により、それを補えるような支援方法を今まで
以上に模索しなければならなくなった事です。また、私事ではありますが、長女が生
まれ悪銭苦闘しながら仕事と私生活の両立に向け、奮闘しています。
　そのような変化が著しい生活の中でも変わらないこともあります。それは、利用者
さんから「皆さんも大変な中、ここは変わらずにやってくれていて有難い。」などのお
言葉を頂く中で感じるやりがいです。また、その期待に答えるための日々 の自己研
鑽の大切さは変わらないと感じています。
　今後も、時代に合わせて変えていかなければいけないこと、変わらずに持ち続
けなければならないものを見極めながら、利用者さんにとってより良い作業療法の
提供に向けて、様 な々ことに挑戦し頑張っていきたいと思います。

変わったこと・変わらないこと
2011年3月卒業　リハビリテーション学科　作業療法学専攻

医療法人 仁泉会　介護老人保健施設なとり　作業療法士

櫻井　僚

　大学卒業後、東京の病院に理学療法士として就職し、６年ほど働きました。
その後、仙台市内の病院に再就職したと同時に、本学の大学院への進学を決
めました。職場や家庭の理解、大学院の同級生や先輩、先生方のご協力もあ
り、日々 仕事と学業の両面を行えていました。しかし、３月頃から新型コロナウイ
ルスが日本国内で流行してきた影響は、仕事・大学院のどちらも例外なく受けま
した。当院における影響は、コロナウイルス患者を受け入れている病院に比べ
ると微々たるものですが、系列のクリニックが２週間ほど閉鎖するといった措置
が取られた時期もありました。未だコロナウイルスの収束は見えず、現在も仕事
と学業に様々な影響が出ています。当院のようにコロナウイルス患者を受け入
れていない病院・介護施設等が通常に近い形で稼働することが、最前線で治
療にあたっている方々の負担を少しでも軽減させることを信じて、感染対策を
遵守し、仕事・学業の両立を目指していきたいと思います。

生活の変化
2012年3月卒業　医療福祉学部　リハビリテーション学科　理学療法学専攻

東北文化学園大学  大学院　健康社会システム研究科
一般財団法人  周行会　内科  佐藤病院  リハビリテーション科

小幡　健
　総合政策学部総合政策学科を卒業してから、８年が経ちました。
　入学当初は友達ができず、「休んじゃおうかな」といつも考えていました。そんな時先
生に、資格取得を目指す先輩や同級生が共に学ぶ場に誘ってもらい、だんだん学生生
活に慣れることができました。活動の中で座学だけではわからない、人との関わり方やコ
ミュニケーションの大切さを教えていただきました。
　卒業後に就職した会社が自分に合わずに悩んでいた時も、先生や就職課の方に相
談し、会社は思い切って辞め、紹介していただいた専門学校に通って資格を取ること
にしました。
　現在は、重度心身障害デイサービスで言語聴覚士として働いております。
　新型コロナの流行によって県内の支援学校が休校になり、デイサービスを利用する
子どもが増え、一人一人にかかわる時間がとても少なくなってしまいました。どうすれば
子どもたちにとってデイサービスが楽しい場になるのか、保育士や理学療法士の先輩
方と話し合い、試行錯誤を繰り返しました。現在は子どもたちとしっかり関わる時間が増
え確保でき、子どもたちの個性が引き出される体制になってきています。
　職場の体制を作り上げるのにあたって、総合政策学部で学んだ人との関わり方や、
コミュニケーションの大切さをあらためて実感したところです。これからも多職種間で十
分に話し合い、子どもたちにとって安心安全で楽しく成長できるデイサービスを目指し、
日々 精進していきたいと思っています。

総合政策学部で学んだこと
2013年3月卒業　総合政策学部　総合政策学科

株式会社GP Limited　Bridge鶴ケ谷

郷家　弘高
　平成２１年に卒業して早や１２年が経ちました。卒業も間近に迫ったころ現
在の仙台市長である衆議院議員時代の郡和子さんにお会いする機会があ
り、福祉分野の賃金は国で定めているという話から、政治に関して興味を持ち
秘書として10年間勤めました。
　在学中は『議員になろう』そんな事は考えたことはありませんでしたが、この
度のコロナ禍で注目をされているエッセンシャルワーカー、他の業種と比べ労働
に対する対価が見合っていない。このことは在学中も考えていました。コロナの
影響のご相談に追われながらも生活面、事業者の皆さんの不安を行政として
どのように解決できるかを議会の場で議論している毎日です。
　今後第2波も予測されますが想定外を想定し様々な制度・条例を東北文化
学園大学の卒業生だからこそ出来る提案し、今後も皆様の生活が向上するよ
う政治の場で尽力させていただきます。どうぞ皆様もご自愛ください。

コロナに負けない
2009年3月卒業　医療福祉学部　保健福祉学科　保健福祉専攻

仙台市議会議員

山下 純

「コロナに負けない」
　2020年度は新型コロナウ　2020年度は新型コロナウ

イルスが猛威を振るい始めイルスが猛威を振るい始め

た時期に始まりました。た時期に始まりました。

　本学を卒業し、医療や福祉関係の第一線で活躍す　本学を卒業し、医療や福祉関係の第一線で活躍す

る卒業生の皆様におかれましては本当にご苦労の多る卒業生の皆様におかれましては本当にご苦労の多

い中、一生懸命に取り組んでくださっている方がたくい中、一生懸命に取り組んでくださっている方がたく

さんいらっしゃることと思います。さんいらっしゃることと思います。

　今回は新生活様式に負けずに　今回は新生活様式に負けずに

活躍されている卒業生をご紹介活躍されている卒業生をご紹介

いたします！いたします！

キラリ

輝人
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　一年前に思い描いていた今はオリンピックの興奮さめやらぬ日々のはずでした。世界中でコロナの甚大過ぎる影
響を想像する事は不可能だったと思います。会員の皆さんもSARSやMERSの時とは違い多大なる影響を受けて
いる事と思います。大学も夏の時点ではリモートで授業をしており、実習などに支障が出ており学生の皆さんも不安
が大きい状況です。
　不安を挙げればきりがありませんが、ソーシャルディスタンスやリモートワークなど世の中がコロナ禍による新たな生
活様式が生まれ、そして徐々に順応して来ていると思います。ピンチの時こそチャンスとはよく聞きますが、まさに今が
その時と言えるでしょう。
　5月末に行われた理事会は初めてWebで開催しましたが議事自体は滞りなく進める事が出来ております。そのう
えで時間を含めた会場の準備や移動のコストを大幅にカットする事ができ、今までタイミングが合わず参加出来な
かった理事も参加するなど今後の開催形式を見直す機会になりました。
　一刻も早くこのコロナ禍が治まってくれる事を願うばかりですが現状を乗り切り、その先を見据えていかなければな
りません。その中で同窓会がどういった事で皆さんの力になっていけるかまだ明確にはなっておりませんが、少しでも
皆さんのお力になれるような運営を行っていきたいと思っております。

同窓会会長

堀江　裕宗
2003年3月卒業  科学技術学部

応用情報工学科
（現：知能情報システム学科）

会長挨拶
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2019年度　東北文化学園大学同窓会事業報告

●2020年度　東北文化学園大学同窓会 収支予算書2020年度　東北文化学園大学同窓会事業計画

1．機関誌の発刊、ホームページ等の管理運営
（1）同窓会報発行（年1回）
（2）公式Webサイト管理運営

2．会員名簿の整備及び管理
（1）会員名簿の整備	 	 	
（2）会員住所判明調査

3．講演会、懇談会等の開催
（1）ホームカミングデー（文化学園祭出展等）
（2）セミナーの開催
（３）他団体主催会合支援　（例：大学イベントへの後援等）

4．「国際交流支援」「進路・就職支援」及び「正課外活動支援」等、学生会員に
　 対する支援

5．その他本会の目的を達成するために必要な事業
（1）会費徴収業務
（2）正会員サービス事業（同窓会正会員による交流会実施時支援等）
（3）学生会員サービス事業（卒業記念品制作、新入生へのエコバック配付等）
（4）広報宣伝　キャラクターの活用　　
（5）式典祝花（入学式・卒業式等）
（6）キャンパス整備

6．会議
（1）理事会
（2）代表者会（年1回）
	

1.会報の発行、ホームページ等の管理運営、会員名簿の作成
（1）同窓会報発行	
　		同窓会報第13号　2019年9月発行。
（2）公式Webサイト管理運営
　		事務局とWebサイトプロジェクトチームにより随時データ・掲載内容を更新した。

2.会員名簿の整備及び管理
（1）会員名簿の整理及び管理を行った。

3.講演会、懇談会等の開催
（1）ホームカミングデー（文化学園祭出展）を2019年10月20日に開催した。
（2）他団体主催会合支援（ダンスイベント､第九コンサート､学園フォーラム､へ

の名義後援)を行った。
4.その他本会の目的を達成するために必要な事業
（1）会費徴収業務

2019年4月　2019年度入学生（21期生）対象に行った。
（2）正会員サービス業務
　		同窓会正会員による交流会実施への支援（2件）を行った。
（3）学生会員サービス業務
　		卒業記念ボールペン制作、新入生へのエコバッグ配布、感謝の日カロリー	
　		メイト配布、等。
（4）式典祝花（入学式に贈呈）
（5）大学20周年記念事業
　		記念植樹祭（6月1日）と植樹の寄贈（76本）を行った。
（6）学位記授与式メッセージボード設置

5.会議
（1）理事会　　第36回（2019年6月2日）　　 第37回（2019年8月24日）
　　　　　　		第38回（2019年11月24日）　第39回（2020年2月22日）　
（2）代表者会　2019年	8月24日
（3）総　会　　2019年11月23日
（4）ワークショップ｢笑いヨガ｣2019年11月23日

収入の部 （単位：円）
科目 2020年度予算額 2019年度予算額 増減 備考

A 会費収入  9,000,000  7,200,000 1,800,000 　
1 入会金  -  - 0
2 終身会費  -  - 0

3 会費  9,000,000  7,200,000 1,800,000
【2020年度予想額】
2020年度入学生600名と予想
￥15,000×600名＝￥9,000,000     

B 寄附金収入  -  - 0
C その他の収入  150  150 0
1 預金利息  150  150 0
2 その他  -  - 0

当期収入計  9,000,150  7,200,150 180,000
D 前年度繰越金  6,486,636  5,580,449 

収入計  15,486,786  12,780,599 2,844,111

支出の部
科目 2020年度予算額 2019年度予算額 増額 備考

A 事業費支出 5,940,000 5,480,000 460,000
1 会報作成費  1,500,000  1,500,000 0 年１回発行、発送代含む

2 Webサイト管理運営費  400,000  390,000 10,000 サイト保守契約料￥356,600＋税
￥28,528 =￥385,128　　 

3 会員名簿整備及び管理費  40,000  40,000 0 正会員登録カード、
目隠シール購入予定

4 国際交流支援費  400,000  400,000 0 国際交流支援として
5 文化学園祭出展事業費  600,000  500,000 100,000
6 式典祝花  100,000  100,000 0 卒業式・入学式等に同窓会より祝花
7 会費徴収事業費  50,000  200,000 -150,000

8 正会員サービス事業費  700,000  650,000 50,000 学位記授与式出席交通費、
交流会支援費50万円

9 学生会員サービス事業費  600,000  600,000 0 感謝の日支援、卒業生ボールペン、
入学生エコバッグ

10 キャンパス整備事業費  1,500,000  - 1,500,000 【2020年度】時計､ベンチ等の寄贈計画
11 広告宣伝費  50,000  1,000,000 -50,000
12 大学20周年事業費  -   1,000,000 -1,000,000 【2019年度】記念植樹
B 会議費支出  702,000  1,036,000 -334,000
1 通信費  50,000  50,000 0
2 会場費  300,000  500,000 -200,000 代表者会議
3 交通費  250,000  250,000 0 学外役員交通費

4 雑費  100,000  15,000 85,000
会議時飲み物代等、2020年度から
会議出席役員に1回2,000円の食事
代支給（3回×2,000円×約15名）

5 監査費  2,000  221,000 -219,000 監査用残高証明書
C 事務費支出  2,146,000  2,064,000 82,000
1 消耗品費  24,000  24,000 0
2 通信・運搬費  15,000  10,000 5,000 会報再送、ホームカミングデー案内、

年賀状、等
3 印刷費  20,000  20,000 0
4 旅費・交通費  5,000  5,000 0 学外打ち合わせ等の交通費
5 人材派遣費  2,000,000  1,900,000 100,000 派遣法改正に伴う増
6 雑費  2,000  20,000 -18,000 科目にあてはまらない支出など
7 振込手数料  30,000  25,000 5,000
8 その他事務費  50,000  60,000 -10,000 トナー4色購入

（黒､シアン､イエロー､マゼンダ）
D その他支出

 (仙台銀行基金口座へ入金)  3,000,000  2,000,000 1,000,000

当期支出計 11,788,000 10,580,000 1,208,000
E 予備費 3,698,786 2,200,599

支出合計 15,486,786 12,780,599 2,844,111

Ｆ 基金 20,000,000 15,000,000

　2020年3月卒
　同窓会新役員

2020年4月より東北文化学園大学同窓会活動を支える卒業生の皆様の代表
（幹事）、全19名の方々です。皆様よろしくお願いします。

●2019年度　東北文化学園大学同窓会 決算報告
17期（2019年4月1日～2020年3月31日）

第18期（2020年4月1日～2021年3月31日）

学科 専攻 氏名
リハビリテーション 理学療法学 北村　隼人
リハビリテーション 理学療法学 大友　菜摘
リハビリテーション 作業療法学 秋葉　輝
リハビリテーション 作業療法学 三本杉　佳奈
リハビリテーション 言語聴覚学 藤野　小春
リハビリテーション 視覚機能学 遠藤　美咲
リハビリテーション 視覚機能学 斉藤　里紗

看　護 内海　拓人
看　護 佐々木　萌美

学科 専攻 氏名
保健福祉 保健福祉 千葉　健太
保健福祉 生活福祉 小松　ちはる
総合政策 伊藤　賢太郎
総合政策 鈴木　慎平

知能情報システム 塩田　恭平
知能情報システム 佐藤　拓哉

建築環境 大崎　虹花
建築環境 山田　世里那
臨床工 加賀　大皓
臨床工 正野　智久

｢総会｣集合写真

　2019年11月23日(土)に仙台サンプラザにて、3年に一度の｢同窓会総会｣と初めてとな
る同窓会主催セミナーのワークショップ｢笑いヨガ｣と｢懇親会｣を開催しました。
　厳かに執り行われた総会の後には、新型コロナウイルスへ対抗する免疫力もアップさせて
くれると話題のワークショップ｢笑いヨガ｣を同窓会プレゼンツで開催。
　作り笑顔がお腹の底からの笑いに！
　その後、笑顔を連れたままの｢懇親会｣では、美味しい食事と
歓談で楽しいひとときを過ごしました。
　今後も、定期的にセミナー開催を計画致します。
次回総会は2022年開催の予定です。

2019年度総会・2019年度同窓会主催セミナー「笑いヨガ」開催報告

2019年度「同窓会正会員による
交流会」支援を行いました！

【鑑ゼミ文化の日に大集合】
　毎年文化の日に開催され
る鑑ゼミのタテ飲み。初代
鑑ゼミの先輩方から現役生まで､毎年
20名から30名ほどが集まります。 

（2013卒 太田愛珠さんコメントより抜粋）

2018年度スタートした、正会員による交流会支援制度の利用報告
予算　500,000円／年度  
利用2件(正会員・特別会員合計25名)　合計50,000円

【TBGU（建築系）
OB関東在住者新年会】
　…関東在住者を中心に…

（現在の建築環境学科）のOB新年会を
行いました。

（2012卒 髙橋徹さんコメントより抜粋）

※全コメントは同窓会HP同窓会ニュースをご覧ください。
https://www.tbgu-alumni.jp/category/tbgunews

ご利用おまちしております（申し込みはこちらから）
https://www.tbgu-alumni.jp/
tbgunews/20181121_new.html

セミナー｢笑いヨガ｣ 懇親会

2019年
11月3日

2019年度
ホームカミングデー
　2019年10月20日(日)文
化学園祭にて｢ホームカミン
グデー｣を開催しました。
　同窓生でもあるサインシン
ガーの「水戸まなみ」さんのス
テージに始まり、『キラリ☆縁
日』では人気の「わたあめ」や
ゲーム、無料カフェを開店し、
多くの卒業生や地元の方に楽
しんでいただきました。

水戸まなみさんステージ

縁日スタッフ写真

台風19号
被害支援の
募金箱

収入の部 （単位：円）

科目 予算額 決算額 摘要
入会金収入 0  - 
終身会費収入 0  30,000 2017年度卒業生等
会費収入  7,200,000  8,295,000 2019年度入学生
預金利息収入  150  205 
前期繰越金  5,580,449  5,580,449 
収入合計  12,780,599  13,905,654 

支出の部
科目 予算額 決算額 摘要

会報作成費 1,500,000 1,259,415 会報作成、会報送付郵送費
webサイト運営費 390,000 385,128 同窓会webサイトサーバー保守費
会員名簿整備及び管理費 40,000 11,792 正会員登録カード・保護シール作成費
国際交流支援費 400,000 0 国際交流支援費として
文化学園祭出展事業費 500,000 518,757 ホームカミングデー等
式典祝花 100,000 20,000 入学式等に同窓会より祝花、全体学位記授与式中止
会費徴収事業費 200,000 648 
正会員サービス事業 650,000 101,040 学位記授与式出席交通費、交流会支援費
学生会員サービス事業 600,000 200,055 卒業生ボールペン・入学生エコバック、感謝の日支援
キャンパス事業費 0 0 
広告宣伝費 100,000 0 
大学20周年事業費 1,000,000 405,200 記念植樹
通信費 50,000 20,193 理事会欠席者資料郵送代、等
会場費 500,000 370,925 代表者会、総会会場費等
交通費 250,000 192,720 理事会、代表者会出席者交通費等
雑費 15,000 22,538 理事会お茶菓子・お弁当等
監査費 221,000 1,296 監査法人監査時昼食代
消耗品費 24,000 144,276 事務用品費・事務局パソコン代
通信運搬費 10,000 13,517 書類郵送費
印刷費 20,000 0 
旅費交通費 5,000 400 学外打合せ時交通費等
人材派遣費 1,900,000 1,674,859 派遣社員委託費
雑費 20,000 1,225 科目にあてはまらない支出など
振込手数料 25,000 27,800 振込手数料
その他事務費 60,000 47,234 同窓会事務局使用プリンタートナー購入費
運用支出合計 8,580,000 5,419,018 
同窓会引当特定預金への支出 2,000,000 2,000,000 
予備費 2,200,599 
次年度繰越金 6,486,636 
支出合計 12,780,599 13,905,654 

開催報告

2020年
1月11日



お問合せ先　　　　
教育支援センター【Eサポ】
kyouikus@office.tbgu.ac.jp

2020年度 正会員WEB交流会特別支援のお知らせ

大学の大学の取り組み取り組み・・近況報告近況報告大学の大学の取り組み取り組み・・近況報告近況報告

　“遠隔授業ピアサポーター”は、本学の新型コロナウィルスの感染症
関連の緊急支援の中の一つ「勤労の場の提供等による経済支援」の
取組みで、SJ制度の業務を拡充した形で活動を開始しました。アルバイ
ト等の自粛要請により、収入が減少し生活への影響が懸念される学生
の皆さんに、大学業務に協力してもらうことで、経済的支援を実施しよ
うというものです。
　業務内容は、科目担当教員の指示の下、後輩学生に対してオンライ
ン授業の支援を行います。例えば、『Google classroom操作等の支
援』、『担当教員に対するオンライン授業の準備支援』などがあります。
　5月15日（金）に募集を開始し、事前研修を経て、6月1日（月）より勤
務を開始したピアサポーターもいます。6月時点では、38名の学生がピ
アサポーターとして業務を行っています。

2021年 度 新 学 部 設 置 に つ い て

　本学では、医療福祉学部保健福祉学科を改編し、2021年4月に新
たに現代社会学部を設置するため、文部科学省に届出設置を申請し
ておりましたが、このたび正式に受理されました。

大学の大学の取り組み取り組み・・近況報告近況報告

同窓会ホームページ(ht tps : / /www. tbgu -a lumn i . jp/
tbgunews/20181121_new.html)より※(様式第6号）｢2020年
度正会員ＷＥＢ交流会特別支援費申請書｣をダウンロードし、必要事
項を入力後、メールに添付し、件名を「特別支援費申請書」とし同窓
会事務局tbgu_alumni@yahoo.co.jpまでお申し込み下さい。

　同窓会では､2020年度は新型コロナウイルス禍で「正会員に
よる交流会」の開催が難しい状況にあることから、今年度特別に
WEBで交流会を開催する正会員に対して、約1か月分のWEB会
議システム契約料として2,000円を補助することと致しました。

（年間上限予算を50万円、先着250名までとする）

申請者が正会員であること

【条件】

【申請方法】

HP正会員支援制度 同窓会事務局アドレス

2020年度 正会員WEB交流会特別支援のお知らせ

オープンキャンパス
〈完全予約制〉

学内風景

2019 年度
「20周年記念植樹」

紫木蓮木蓮

アジサイ

コロナ感染予防対策
教室の消毒風景

図書館入口

警備室前

入構解除後（8月）の
久しぶりの
通学風景

5号館学生食堂新駐輪場図書館カウンターキャリアサポートセンター

サルスベリ

健康管理センター掲示板

消毒液設置

門の掲示（7月）
学生総合サービスセンター

学生食堂

2021年4月、東北文化学園大学は３学部から4学部の総合大学へ変わります。

2020 年度入学生まで 2021 年度入学生から

医療福祉学部
リハビリテーション学科 ➡ 医療福祉学部

リハビリテーション学科
看護学科 看護学科　
保健福祉学科 ➡ 現代社会学部 現代社会学科

総合政策学部 総合政策学科　 ➡ 経営法学部 経営法学科

科学技術学部
知能情報システム学科　

➡ 工学部
知能情報システム学科

建築環境学科 建築環境学科
臨床工学科 臨床工学科

※医療福祉学部保健福祉学科は、在籍している学生が卒業するまで存続いたします。
※総合政策学部総合政策学科及び科学技術学部は、在籍している学生が卒業するまで現名称が適用されます。

　併せて、総合政策学部総合政策学科を経営法学部経営法学科
に、科学技術学部を工学部に名称変更を行い、既存の医療福祉学
部を含めて、2021年4月から4学部の総合大学となります。
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【SJ】遠隔授業ピアサポーターの紹介Eサポ


