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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
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▶

　初めてご挨拶申し上げます。本年４月に学長に就任致しました。秋田市出身で秋田高校卒業後、大学
入学時に初めて仙台に来ました。東北大学では循環器内科医として勤務し、途中から臨床研修医の教
育、さらには医学科の学生教育を統括する立場におりました。また、本学大学院修士課程のナース・プラ
クティショナー養成分野や本学看護学科の学生を対象として、東北大学のスキルズラボで授業を担当し
ていました。この3月に東北大学医学教育推進センター教授として定年を迎えました。
　今年も新入生566名を迎えましたが、新型コロナウイルス感染症の拡大のため、全員揃っての入学式
はできませんでした。４月は全面遠隔授業になりましたが、連休明けから対面の実習を開始し、６月１日か
ら全面的に対面授業としました。今年度から、本学は現代社会学部、経営法学部、工学部および医療
福祉学部からなる新しい総合大学になりました。厳しい環境のもと、学生を全力で支援してまいります。
　先日、同窓会報を初めて読ませていただき、多くの方が多方面で活躍されていることを知りました。本
学の建学の精神・理念は「輝ける者を育む」ですが、皆様が正に輝きを放ちながら社会に貢献されてい
ると実感いたしました。引き続き本学への暖かいご支援をお願い申し上げます。

東 北 文 化 学 園 大 学
学 長　加賀谷　豊
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大学便り

　この原稿を執筆しているまさに今、某有名サイトが「TOKYO2020最初の競技開始」を知らせてくれました。また、今朝には
同専攻の先輩から「Athlete PTとして会場入りした」という連絡も届きました。身近な存在の活躍に、いつもとは異なる感覚で
オリ・パラを楽しめそうな予感がしています。
　さて、この春には19期生が卒業し、そして新たに23期生を迎え入れました。19…、23…。大学8期生の私が「先輩である」と
いう事実を主張するには苦しい数字です。この時の中でPT学科・専攻の卒業生は1400名を超え、その活躍の場も病院・福祉
施設にとどまらず、行政・スポーツチーム・国際支援など多岐に渡ります。幸せなことに、私は卒業期の異なる方 と々広く交流さ
せていただいております。いつも不思議なのですが、初めてお会いする場合でも卒業生の方 と々はすぐに打ち解けられるとい
うことです。この国見に吹く「風」を受けて育っているからでしょうか・・・^ ＾。
　コロナ禍においてはこれまでの当たり前が通用しないと感じます。しかし、このような状況下だからこそ「工夫による産物」を
楽しみつつ、健康に過ごせるといいですよね。皆様も多くのご苦労をされていると思います。ご自愛くださいませ。

医療福祉学部リハビリテーション学科理学療法学専攻 2010年3月卒業　同専攻講師・同窓会理事　鈴木　博人あとがきにかえて　　　　

初めまして

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

2020年度に同窓会から時計塔とテーブル付ベンチ２台とベンチ２台を寄贈しました。(2021.7）

学校法人 東北文化学園大学
寄附金ご協力のお願い



2021年3月現在　正会員数　10,084名

上を目指し、たゆまぬ努力を惜しまないその一人一人の胸に金メダルがある。
今回は各学部学科より、金メダルを胸に秘め、あくなき挑戦を続ける卒業生をご紹介いたします。

　大学を卒業して3年が経ちました。学生のときは実習で患者さんと上手くコ
ミュニケーションをとることが出来ず、辛いこともありました。ですが、看護の勉
強は楽しく、無事に国家試験に合格して幼稚園のときからなりたかった看護師
になることができて嬉しく思っています。
　私は現在、精神科の看護師として働いています。精神科では身体管理だ
けではなく、目には見えない精神面の看護でもあるため、疾患により関わり方
に悩むことはありますが、病棟のスタッフや他職種と情報共有しながら看護を
行っています。処置などの技術面で悩むこともありますが、患者さんからの「あ
りがとう」という言葉や退院が決まったときはとても嬉しく思います。
　現在、新型コロナウイルスが流行しており、病棟も忙しくストレスはかかります
が、感染対策をとりながらのストレス発散もしつつ、これからも責任をもって看護
師の仕事を頑張っていきたいと思います。

看護師として働き始めて
2019年3月卒業　医療福祉学部　看護学科

看護師

阿部 真梨彩
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今年、私は聖火ランナーとして岩手県の大槌を走りました。当日は、大槌の
方々の声援もあり無事に聖火をつなぐことができました。
　私が、聖火ランナーに応募した理由は2つあります。1つは、感謝の気持ちを
伝えることです。私は、岩手県の陸前高田市出身で10年前の東日本大震災
では大きな被害にあいました。震災当時から今まで国内外からたくさんの支援
をいただきました。復興に向かって歩む中で皆様からの支援はとても大きな力
になり励みになりました。
　もう1つは、スポーツの楽しさを伝えることです。大学時代に障がい者スポー
ツを学びその楽しさと可能性を感じました。
　私が、走ることでどれだけ思いを伝えられたかわかりませんが元気に走る姿
を世界に発信することができました。今後は、聖火のトーチをたくさんの方々に
触ってもらう予定です。そして、今後も感謝の気持ちを忘れずにより多くの方々
にスポーツの楽しさを伝えていきたいです。

聖火ランナーとして
2013年3月卒業　医療福祉学部　保健福祉学科　保健福祉専攻

社会福祉法人　燦々会　指定就労継続支援B型事業所　あすなろホーム

主任　目標工賃達成指導員　星 優希

　早いもので社会人生活も4年目に突入しました。2年目の途中からは視能訓
練士としての検査業務以外に、手術での外回りの業務にも携わるようになり、
毎度緊張感のある中で多くの事を学ぶ毎日です。検査では小児の検査を行う
事も多く、初めは泣いて嫌がっていた検査を上手に出来るようになった時は、
成長を近くで見れた事を嬉しく思うと同時に、視能訓練士としてやりがいを感
じる場面でもあります。検査では患者さんと1対1で向き合うので、負担を少なく
してスムーズに検査を行うには、どうやって信頼してもらえるかを考えて接して
います。現在は検査業務と手術での外回りの他に、診察介助、先生の研究に
必要な検査データの入力等の業務を行なっています。今年も後輩が入り、教
える立場になることも増えました。4年目になっても日々 勉強なので、学ぶ時には
素直な心を常に持ち、視能訓練士として向上心と探究心を忘れずに、1日1日
を大切に過ごして行きたいです。

4年目になって
2018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

いきいき眼科クリニック　視能訓練士

菅野 彩

　大学時代あまり勉強に興味が持てなかった私は、4年生の6月頃になってようやく就活を
始めました。最初に受けた気仙沼の会社で内定をもらいましたが、親からもう1社受けてみ
たら、と勧められたのがカメイ株式会社でした。
　私が所属した岡ゼミでは、WorkingDog’sというサークルにも入ることが義務付けられ
ていました。WorkingDog’sは、災害救助犬の捜索のデモンストレーションや認定審査会
のヘルパーなどを行うサークルです。仕方なく入ったサークルでしたが、この活動が珍し
かったらしく、カメイの面接で話題が集中し、大変盛り上がりました。また、キャリサポの菅原
さんの面接指導も非常に参考になりました。私は言われた通り、カメイの数多い事業部の
内容や営業所の場所などをすべて暗記して面接に臨み、運良く内定をいただきました。
　カメイへ入社した当時は、様 な々お客様に対応することが難しく悩んだ時期がありまし
た。私は意見をはっきり言うタイプで、お客様に寄り添うようなコミュニケーションができてい
なかったのだと思います。そんな時に先輩の営業に同行し、先輩がお客様一人ひとりに合
わせて話し方を変えていることに気づきました。その先輩のお客様との対話を真似てみた
ところ会話が弾み、初めて契約をいただくこともできました。私の説明に納得して契約をし
てくださったと思うと、本当にうれしかったです。
　現在は、お客様一人ひとりのニーズに合わせた対応を心掛けています。社会に出て学
んだのは、お客様からの頼み事は瞬間で動くことがとても大事で、それが信頼にも繋がる
という事です。

コミュニケーションを学ぶ
2019年3月卒業　総合政策学部　総合政策学科

カメイ株式会社

齊藤 俊

　私は今春大学を卒業し、4月から東北大学病院で「臨床工学技士」として働
き始めました。「いのちのエンジニア」と呼ばれる臨床工学技士は、医学の知識
とともに工学の知識も求められ、主に「生命維持管理装置の操作および保守
点検」を行います。
　新型コロナウイルスによる感染拡大によって、在学中の「臨床実習」を経験
しないままに、最先端の臨床に飛び込み早三ヶ月が経過しました。毎日が勉強
で、先輩方や患者様から学ぶことが非常に多くあり、「試験前の一夜漬け」を
毎日行っている状況です。それでも充実感があり、社会人としての振る舞いや
医療人として、少しずつ成長している気がしています。今は先輩について手術
室や集中治療室などに足を運ぶこと、また、主に血液浄化療法に従事すること
が多いのですが、早く一人で業務を行い、スタッフから、そして患者様から信頼
され、「自身が先端医療に貢献している」と言える臨床工学技士になるため努
力しています。

臨床工学技士として
2021年3月卒　科学技術学部　臨床工学科

東北大学病院　臨床工学技士

坂本 朝陽

　大学卒業後、システムエンジニアとして就職しましたが、1年半後転職。転
職先は外資系コンサルの企業を選択し、大手携帯キャリア内PJへ属しサブマ
ネージャーとして2年弱東京で勤務しました。仕事内容がシステムエンジニア
から管理職へ変化し、マルチタスクをこなしていく毎日でした。その後家庭の
事情で宮城へ戻る事を決め、転職。
　転職先はIT系企業。仙台で新規拠点を立ち上げるとのことで支店長 兼 
営業 兼 エンジニアという、またもやマルチタスクな業務内容となり、現在に至っ
ております。
　正直なところ営業や管理職は絶対に向いていないと学生時代は思ってい
ましたが、今となっては天職に感じています。
　これから就職という方に一言。
　その仕事をやってみて初めて天職が分かるので、まずは何事も挑戦してみ
ましょう。
　実は自分自身気が付いていないだけで、意外性を秘めているかもしれません。

意外性の再認識
2016年3月卒業　科学技術学部　知能情報システム学科

株式会社アクロビジョン　拠点統括/営業

早坂 晴哉

　東日本大震災直後に入学し、10年が経過しました。県内の被災地にある病
院で勤務し始めて7年目となります。当院では脳血管疾患や神経難病、重症
心身障害児(者)の方 を々中心に診療を行っております。また昨年度より訪問看
護ステーションが開設となり、訪問リハビリテーションが開始となりました。作業
療法士としての役割やアプローチについて悩むこともありますが、地域の患者
さんとの関わりは、被災地の方々の生活の変化や地域で暮らすことの大切さ
など、学ぶことがとても多いです。
　院外の活動としては東北身体障がい者水泳連盟で障害をお持ちの方に
水泳指導やクラス分け委員として活動をしています。院内外で活動する中
で、東北文化学園の同窓生と出会うことが多く、本学の卒業生の活躍の場が
多岐にわたっていることを実感しています。今後もたくさんの方 と々の出会い
や経験を大切に、作業療法士として日々 精進していきたいと思います。

出会いと学び
2015年3月卒業　医療福祉学部  リハビリテーション学科  作業療法学専攻

国立病院機構宮城病院　作業療法士

佐藤 好 

　

　「これから何の分野を専門に生きていきますか？」入職して3年が経ったある
頃、上司に言われたことです。
　最近、理学療法の領域では専門性が大切だということをよく耳にします。し
かし、当院の臨床現場では複数の疾患を抱える患者さんが多く存在し、ひと
つの専門分野だけを極めていては到底対応できないことを経験します。心不
全で入院した患者さんが、歩くと膝が痛くて困っていたらどうでしょう。私は循
環器が専門なので膝は他の病院で治してくださいと言えますか？私は専門性
に捉われず目の前の患者さんを大切に、どんな患者さんにもまっとうな医療を
提供できる理学療法士を目指したいと考えています。
　ある専門書の序文に、鍛錬の鍛とは1000日（約3年）練習をして技を磨くこ
と、錬は10000日（約30年）練習をして技を磨くことと書いてありました。私自身、
鍛の時期は過ぎましたが、理学療法士の道はまだ始まったばかりです。

私の考える理学療法士像
2018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

自治医科大学附属病院　リハビリテーションセンター　理学療法士

天間 翔太 　私は現在、秋田県の病院にて小児・成人の難聴者を対象としたリハビリ
テーションを行っています。言語聴覚士〔ST〕と聞くと、食べること・話すことにア
プローチするイメージが大きいと思います。難聴者を対象として臨床を行うST
は全体の1割程度と言われており、まだまだ人手不足であるのが現状です。当
院は秋田県内にて唯一人工内耳埋め込み術および術後のリハビリテーション
を行っているため、県内のみならず近県にお住まいの人工内耳装用者さんも
通院しています。人工内耳を装用する限りはリハビリが必要になるため、１人
の患者さんと長く関わり支援していけることも聴覚領域に携わるSTとしての魅
力であると思います。
　難聴の程度は軽度～重度と様々ですが、必ず一人ひとり抱えている悩み
があります。その思いに寄り添った支援をしていくためにも出会いや経験を大
切にし、今後人としてもSTとしても成長していきたいと考えています。

聴覚領域に携わるSTとして
2021年3月卒業　医療福祉学部  リハビリテーション学科  言語聴覚学専攻

秋田県　耳鼻咽喉科所属　言語聴覚士

山田 遥咲

　「自分は参謀タイプ」大学院在学中だったか、そんな風に自己分析をしてい
ました。
　現在、私は夫と共に設計事務所を営んでいます。夫は新卒の頃から独立
志向。私は結婚を機に一旦建築から離れ、将来の起業に備えて企画・運営や
会計、総務、労務に関する経験を積んできました。
　7年程前、満を持して開業！当然ですが、会社は設計だけをしていれば成り
立つものではありません。また、良き参謀がいてこそ、将は力を存分に発揮で
きるものだと思います。設計業務をサポートしつつ、会社運営を一手に引き受
け、参謀として日々 精進しています。
　建築は、行きつ戻りつ、試行錯誤しながら様 な々作業を積み重ねて造られる
ものです。学生時代、建築を通して得た経験、鍛えられたマインドが現在の会
社運営にも役立っています。
　今後も参謀として（たまに将の顔が出ている気もする）、社会に貢献できる
会社を目指し邁進していきたいと思います。

将より参謀 2003年3月　科学技術学部　環境計画工学科卒
2005年3月　大学院　健康社会システム研究科

生活環境情報専攻

井上 美樹（旧姓：寺島）
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各々のステージで 各々のステージで 
　　活躍する輝人に　　活躍する輝人に金メダル！！金メダル！！

　この会報が皆さんのお手元に届く頃にはオリンピック・パラリンピックが終わり、コロナ堝への対応が新たなステージ
へと進んでいると思われます。今はまだ見通しが不透明なコロナですが、ワクチン接種が進み『日常』といえる日々が
戻ってくる事を切に願っております。
　4月より加賀谷 豊学長が就任され、大学も新たなステージへと進んでおります。私事ではありますが、このコロナ堝
で在籍する会社ももれなく影響を受けました。そんな厳しい状況下ではありましたが、会社の改革は一気に進むこと
になりました。リモート環境、DX推進、新事業、最近ではSDGsなど、従来では考えられないスピードで進められて行
きました。勿論それだけで現状を打破できるとは言い難いですが、こんな状況だからこそ改革や変革というものが加
速的に進んだと言えると思います。これが良かった事なのかは今ではなく、何年かしてから評価されていくことでしょ
う。大事なのは行動する事であり、自分のまわりや世の中の環境が変わっていく中でどれだけ早く適応していけるが
重要ではないでしょうか。
　同窓会として直接的に支援できるような仕組みはまだありませんが、同窓会として会員の皆様の交流の助けにな
れるよう、今後とも頑張っていきたいと思います。

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

各々のステージで 
　　活躍する輝人に金メダル！！金メダル！！キラリ
各々のステージで 
　　活躍する輝人に金メダメダル！！



懇親会

　同窓会の皆様、大変にお世話になっております。
　本学では、2020年度において、「建学の精神に基づく人材育成の一環として、本学におけるスポーツ活動の強化等
の支援を検討するため」、スポーツ強化運営委員会を設置しており、学生部長がその委員長を務めております。そし
て、今年度から、剣道部とフェンシング部で活躍しようと、新たに設けられた「スポーツ特別入試」で合格した諸君が入
学しており、本学としても両部を正式に強化支援対象団体に認定したところです。
　令和3年度も、新型コロナウイルス感染症拡大防止に対応をしながらのスタートとなり、入学式は日程を遅らせて学
科専攻別の開催、新入学生学外研修会も2年連続の中止に追い込まれました。授業開始は4月19日からに遅らせ、オ
ンライン遠隔授業、4月は学生諸君の姿のない寂しいキャンパスとなってしまいました。そのような中で、5月連休明けか
ら、本学は全学的に感染対策を前提とした対面授業に移行いたしますと、学生諸君の課外活動も少しずつ動き出しま
した。体育館からは剣道部の気合いが響き、フェンシング部の活発な練習の姿が見られるようになり、キャンパスの雰囲
気を一気に明るくしてくれ、存在感を示し始めております。
　スポーツ強化運営委員長としては、今後彼らが大いに活躍し、本学の名を轟かせてくれることを希望しています。彼
らの活躍が顕著な場合には、同窓会の皆様にもご支援いただけるようお願いしようと考えている次第です。どうぞ、よろ
しくお願いいたします。

学生部長
同窓会監事

須藤　諭
工学部　学部長

　　

　日頃より東北文化学園大学にご支援を頂いていることに感謝申し上げます。
　私は本年4月1日に大学事務局長に就任するとともに、今般同窓会においても事務局長に就任いたしました。どうぞ
よろしくお願いいたします。同窓会の事務局長としては、前任の高橋元事務局長時代の堅実な路線を踏襲しつつも、
会長のご指導の下、同窓会の皆様の大学への思いを形にできるように努めていきたいと思います。ご協力を賜ればと
思います。
　さて、新型コロナウイルスによる感染の影響により、本学も多大な影響を受けていますが、大学としては、学生諸君と
感染対策に共に組むことにより、「教員との直接対話」や、「授業や課外活動を通じた友人との交流」など、ほんの数
年前には当り前だった学生生活を取り戻してあげられればと考えております
　最後になりますが、本学の学生諸君のために同窓会の皆様のご協力・ご支援を賜りますよう重ねてお願いしまして
ご挨拶と致します。

学生部長挨拶　本学におけるスポーツ強化について

副会長　豊原　亮子
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2020年度　東北文化学園大学同窓会事業報告

●2021年度　東北文化学園大学同窓会 収支予算書2021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．「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

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
（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

5．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14号　2020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.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

2020年4月　　2020年度入学生(21期生)対象に行った
（2）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、等
（3）式典祝花（入学式に贈呈）
（4）キャンパス整備

大学キャンパスに屋外用ソーラー時計1台、テーブルベンチ及びベンチ各2
台を設置寄贈した

（5）学位記授与式メッセージボード設置

4.会議
（1）理事会　　第40(1)回(2020年5月30日)　Zoom
　　　　　　		第40(2)回(2020年7月21日から7月27日)		緊急Web
　　　　　　		第41回(2021年2月27日）	Zoom　
（2）代表者会　2020年	11月12日	から	11月23日		
　　　　　　		郵送及びメールを使用した開催

収入の部 （単位：円）
科目 2021年度予算額 2020年度予算額 増減 備考

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

3 会費  9,000,000  9,000,000 0
【2021年度予想額】
2021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  200  150 50
1 預金利息  200  150 50
2 その他  -  - 0

当期収入計  9,000,200  9,000,150 50
D 前年度繰越金  4,941,915  6,486,636 

収入計  13,942,115  15,486,786 △1,544,671

支出の部
科目 2021年度予算額 2020年度予算額 増額 備考

A 事業費支出 5,940,000 5,940,000 0
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  400,000 0 サイト保守契約料￥356,600＋税
￥35,660 =￥392,260　　 

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  600,000 0
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  50,000 0

8 正会員サービス事業費  700,000  700,000 0 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 0 【2021年度】屋外ベンチ等の寄贈計画
11 広告宣伝費  50,000  50,000 0

B 会議費支出  702,000  702,000 0
1 通信費  50,000  50,000 0
2 会場費  300,000  300,000 0 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  100,000 0
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  2,000 0 監査用残高証明書
C 事務費支出  2,181,000  2,146,000 35,000
1 消耗品費  24,000  24,000 0
2 通信・運搬費  50,000  15,000 35,000 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（業務委託費）  2,000,000  2,000,000 0 派遣→TBGサービスへ業務委託
6 雑費  2,000  2,000 0 科目にあてはまらない支出など
7 振込手数料  30,000  30,000 0
8 その他事務費  50,000  50,000 0 プリンターインク3色

D その他支出
 (仙台銀行基金口座へ入金)  3,000,000  3,000,000 0

当期支出計  11,823,000  11,788,000 35,000
E 予備費  2,119,115  3,698,786 

支出合計  13,942,115  15,486,786 △1,544,671

Ｆ 基金 23,000,000  20,000,000 3,000,000

　2021年3月卒
　同窓会新役員

2021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18名の方々です。皆様よろしくお願いします。

●2020年度　東北文化学園大学同窓会 決算報告
18期（2020年4月1日～2021年3月31日）

第19期（2021年4月1日～2022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 佐藤　大生
リハビリテーション 理学療法学 千田　悠人
リハビリテーション 作業療法学 奥山　拓海
リハビリテーション 作業療法学 齋藤　幸大
リハビリテーション 言語聴覚学 因幡　帆乃香
リハビリテーション 視覚機能学 大矢　悠生

看　護 相澤　星奈
看　護 大内　愛香

保健福祉 保健福祉 長堀　正道

学科 専攻 氏名
保健福祉 生活福祉 門岡　洸樹
総合政策 熊田　千恵美
総合政策 工藤　優

知能情報システム 伊澤　海斗
知能情報システム 川嶋　廉

建築環境 佐藤　智耶
建築環境 大滝　進悟
臨床工学 坂本　朝陽
臨床工学 松浦　沙織

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  10,000 2020年度大学院入学者
会費収入  9,000,000  8,685,000 2020年度入学生
預金利息収入  150  228 
前期繰越金  6,486,636  6,486,636 
収入合計  15,486,786  15,181,864 

支出の部
科目 予算額 決算額 摘要

会報作成費 1,500,000 1,360,635 会報作成、会報送付郵送費
webサイト運営費 400,000 392,260 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 2,574 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 
文化学園祭出展事業費 600,000 0 
式典祝花 100,000 47,300 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 50,000 2,016 会費未納者への督促状郵送
正会員サービス事業 700,000 0 
学生会員サービス事業 600,000 1,706,814 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 1,500,000 1,595,000 大学への寄贈品（屋外時計・屋外ベンチ等）
広告宣伝費 50,000 0 
大学20周年事業費 0 0 
通信費 50,000 31,554 理事会資料郵送代、等
会場費 300,000 0 
交通費 250,000 9,180 講演出席交通費、学位記授与式交通費等
雑費 100,000 0 
監査費 2,000 1,320 監査法人監査時昼食代
消耗品費 24,000 19,813 事務用品費
通信運搬費 15,000 7,023 書類郵送費
印刷費 20,000 0 
旅費交通費 5,000 776 学外打合せ時交通費等
人材派遣費 2,000,000 1,997,312 派遣社員委託費
雑費 2,000 975 科目にあてはまらない支出など
振込手数料 30,000 19,360 振込手数料
その他事務費 50,000 46,037 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 8,788,000 7,239,949 
同窓会引当特定預金への支出 3,000,000 3,000,000 
予備費 3,698,786 
次年度繰越金 4,941,915 
支出合計 15,486,786 15,181,864 

　6月12日、医療福祉学部リハビリテーション学科PT専攻
の一期生有志によるオンライン同窓会を開催しました。約
20年ぶりの再会とは思えないほど盛り上がりあっという
間の時間でした。全国各地の同期と会えるオンラインの便
利さを実感した夜でした。

PT第一期生
オンライン同窓会開催！

事務局長挨拶

東北文化学園大学 
同窓会事務局長

江﨑　俊光
大学事務局長



　2021年４月より、本学フェンシング部が活動をスタートいたしました。
　昨年11月に日本フェンシング協会太田雄貴会長が本学へ表敬訪問し
ていただいた際、お祝いのメッセージと合わせて「フェンシングの指導を
していくのも大切だが先ずは体力面の強化をするように」とのご助言を
いただきました。その言葉を胸に刻み、4月最初の部員とのミーティングで
は、フェンシング部のスローガンは【フィジカル日本一の大学を目指す！】と
伝えております。ミーティングで目を輝かせて聞いている部員の表情を見
てフィジカル日本一を目指していけるチームだと確信しました。2021年に
創部した新たなフェンシング部として、この新しい時代に、新たな挑戦、新
しい価値観で活動をして参りたいと考えております。

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

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した。

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した。

フェンシング部　監督　齋藤 有

　剣道部を設立するとい
うことで本大学にお世話
になり部員募集に苦労し
た1年が経ちました。4月
から新部員女子4名、後
から入部をした2名を加
え計6名でただいま活動
をしております。
　月、火、木は１９：００～２０：３０、金は５：１０～１７：３０、土は９：３０～と
練習時間は短いですが、その日、その日の練習に集中して量より
質を心がけ練習に励んでおります。今、コロナ禍で思うように練習
することができませんが、大学からのご協力もあり練習しやすい環
境で老いた体に鞭を打って部員と共に目標にしている1年目から
東北学生予選を勝ち抜き全日本学生選手権大会に出場できるよ
うに部員共々頑張っております。
　応援よろしくお願いいたします。

剣道部　監督　菅野 良信
剣道部紹介

ス ポ ー ツ 特 待 生

カレー屋さん

クレープ屋さん

東北文化学園大学・フェンシング部

たりてますか

バングラデシュ人の方が作る
本場のスパイシーなカレー
おいしそう！！

週に２日（火曜と木曜）の
クレープ　お勧めはバナナと
チョコですかね。

テイクアウトのお店で店名は
「たりてますか」
2021 年 3 月迄一流ホテルで
シェフをしていた方が作る
本格派の味いかがですか。
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　東北文化学園大学には、
2頭の災害救助犬で警察犬
でもある犬がいつもいるこ
とをご存知だろうか。
　この2頭ルカとビアンカ
（犬種：ラブラドール・レトリ
バー）は、私の自家用車に積
載したケージに入り、一緒
に毎日通勤している。
　ルカはビアンカの母親
で、彼女が2歳の時に東日本大震災があり、その時に何も支援ができな
いのを悔やみ、家庭犬だった彼女に災害救助犬の訓練を始めてもらっ
た。やがてルカは災害救助犬の審査に合格し、また山野で行方不明者を
捜索する捜索部門の警察犬も務めるようになった。災害救助犬と捜索
部門の警察犬は、災害現場と山野の違いはあっても、犬にとっては生き
た人を匂いで探すという意味で同じ作業なのだ。
　ルカが７歳になった頃、里帰り出産して生まれたのがビアンカである。
現在ビアンカは女盛りの4歳、岩手県警の警察犬に認定されており、今
年JKCの災害救助犬にも合格した。ルカは12歳になったが、今年も岩
手県警の嘱託警察犬競技会で準優勝となった、現役の警察犬である。
　災害救助犬も警察犬も一番の基本は、「人が好き」でなければならな
い。毎日お昼休みにキャンパス内を散歩し、学生や教職員の皆さんに可
愛がってもらっているのも、様々な人々と触れ合い、人への馴致を深め
る一種の訓練でもある。

学内では今年もコロナ感染予防のための
対策を講じています。

事務室
入口

学生総合
サービス
センター

災害救助犬で警察犬が
常駐する大学

経営法学部　学部長　岡　惠介

コロナ感染予防対策


