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自動車でお越しの方

常磐自動車道
水戸インターより車で10分

学校玄関前に駐車場を
ご用意しておりますので、

ご利用ください。
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ランチタイム時には

「いば中」の先生や在校生、

卒業生から色々な話が

聞けちゃいます！
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様々な体験授業があります。

先生や先輩がサポート

してくれるから安心！
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10月頃 発行予定
《 Special thanks 》

介護老人保健施設 くるみ館

特別養護老人ホーム もくせい
介護付有料老人ホーム

ケアレジデンス水戸本館

《 企画・編集 》

Photo&Direction
北水会グループ 広報室

（鈴木 幸子・細川 夏津稀・篠原 彩）
Print　株式会社光和印刷なんだろう？ ほか

淵

オープン
キャンパス
開催!

土 日 日

時間 11：00～15：00

タイム
スケジュール
午前のみ、午後のみ参加もOK!

何回でも参加OK!何回でも参加OK!

希望者の方には
個別で

も行なえます。

●模擬面接
●入試相談
●奨学金相談

水戸駅南口、内原駅より
運行しています。

先輩と一緒に授業を体験して、

校内をぐるりと見学してみよう！

体験授業・学校見学

「いば中」の特色・入学試験の

必勝法・奨学金の便利さが分かる！

学校説明・入試説明

おいしい昼食をご用意します。

楽しくランチを！

ランチタイム

将来の職場を想像しながら、

見学してみよう！

施設見学

施設がわかる、仕事がわかる、未来が見える！

利用者様と楽しくレクリエーション！

デイサービス体験

11：00～

12：45～

14：00～

14：20～

12：00～

無料 水戸駅集合場所
水戸駅南口 ロータリー 10：20集合 内原駅前 ❶10：20・❷10：50集合

内原駅集合場所

水戸駅

内原駅

北口

南口

集合場所 集合場所

←友部 水戸→
セブンイレブン

交番
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↑
国
道
50
号

（水戸駅南口 ロータリー）

コムボックス
310

スクールバス
運行中!

スクールバス
運行中!

齋藤 恵里子
小林 真帆
後藤 志帆
荒木 和花
河合 彩月
谷田部 磨李絵
堂村 和奈
小泉 智美
會澤 美奈子

瀧本 捺実
住谷 嶺治
山田 貴大
根本 将裕
清水 麻衣
白田 捺望
大司 瑠音
佐野 綾夏
江幡 育也

以下個人名（敬称略） Tune（調和）はギターやラジオで
使われる言葉。みんなもいば中の
　　　　情報をキャッチしてね!

の意味

と　　　　　って



茨城県認知症介護指導者
きらめき認知症トレーナー
シナプソロジー教育トレーナー 黒木 勝紀先生

くろ　　　  き　　　   　 かつ　　　のり

〈かいごの学び舎『鼓動』について〉
介護に携わるすべての人で学びたい・人とつながりたい・介護の
社会をよくしたいという思いを持った方が県内外各地から集う場
所として活動する自主勉強団体です。
介護技術・認知症・コミュニケーション・フットケア・脳の活性化
プログラム「シナプソロジー」などの研修を行っています。
ここに集ったみなさんが笑顔になり、そして明日から自信と誇りと
勇気と希望をもって目の前の方に向き合うことができ、そのための
1歩を踏み出すことができるような場にしていきたいと思っていま
す。活動モットーは「1人の100歩より、100人の1歩」です。

かいごの学び舎「鼓動」 の
フェイスブックはこちら➡

この人の授業を受けたい いば中のスペシャルゲスト講師

特別授業 「 ステップアップ トランスファー 」

人との出逢いは奇跡的なめぐり合わせ

逢わない人だって沢山いる。

だからこそ、かけがえのない人。

目の前の人が笑顔になるためにはどうしたらいいか

いつもいつも心を込めて行動すると

今すぐじゃないかもしれない。でもきっと……

めぐりめぐってあなたが幸せになる。

国際貢献プロジェクト

一歩－IPPO－
特別
授業

①分解 ④作業終了②清掃 ③組立

ロゴマークができました！

一気に毛筆で書き上げて
いただきました！大迫力です！

石川 敏子先生
もみじ館のデイサービス
イベントで書道を教えて
いる先生です。

活動の流れ

前輪、右後輪、左後輪、シー
ト布部分、フレーム担当を
決めて作業を行ないます。

綺麗になった車イスは希望
の車いすさんに世界に贈り
届けていただきます。

汚れをチェックしながら
洗剤などで隅々まで拭き
あげていきます。

ブレーキの効きなど確認
しながら車イスを組み立
てます。

　一歩とは、車イスを必要としている海外
の人々に使わなくなった車イスを整備・清掃
し送り届けるプロジェクトです。このプロ
ジェクトはNPO法人希望の車いすさんの
ご協力のもと行なっています。

（希望の車いすとは？）
整備しなおした車いすと希望を
主に東南アジアの人々に贈り届
けている団体です。

⬅ 希望の車いすHP



地域の未来を創る人材を

育てています

草野 義尊先生

くさ　　 の　　　 よし　  たか

介護の基本（リハビリテーション介護）

医療専門学校水戸メディカルカレッジでリハビリテーション概

論、聴覚医学を教えている先生で、また茨城県のST(言語聴

覚士)のレベルアップ研修、地域包括の研修を主に行っている

茨城言語聴覚士会の会長さんでもあるんです！

いば中の授業風景を

みてみよ～！

アクティブタイム

ファームいいじまでの

田植え

自分たちで考えたレクリエーション。

もみじ館の皆さんに楽しんでもらいました。

いば中を支える先生たち 【未来を創る人材とは？】
□人を笑顔にすることにやりがいを持ち、心に寄り添える人。
□福祉サービスの最前線に立ち、地域の方のライフデザイン実現をサポートできる人材。
□多職種連携の要として、ファシリテーター、コーディネーターの能力を持つ人。

クローズアップ!クローズアップ! クローズアップ!クローズアップ!

クローズアップ!クローズアップ!
クローズアップ!クローズアップ!

加藤木 和子先生

か　　とう　　 ぎ　　　 かず　　 こ

マナー

基本的な接遇やお茶などのマナーを教えてくれている加藤木先生。
いば中の他にも高校や保育園、小学校、PTAのお母様たち、病院の
研修、講演会でもマナーについて教えているそうです。病院の研修で
は、声掛け、心掛けなどの基本的な接遇を、小学校ではおもてなしの
歴史など対象の方に合わせて講義内容を考えているそうです。

齋藤 大希先生

さい　　とう　　  ひろ　　き

介護予防「M-FIT」

運動すること、介護予防の大切さを教えている齋藤先生。
地域に出向いてスクエアステップ、脳トレを一緒に楽しんだり、
いば中の学生や保育園のお母様方にも人気のもみじ館の30分
フィットネス「M-FIT」も担当されています。先生の講習を受ける
ことで介護予防運動指導員の資格を得ることもできます。

岡田 信克先生

おか　　だ　　　 のぶ　  かつ

介護の基本（レクリエーション）

アクティブタイムなどの授業でレクリエーションの楽しさを教えて
くれている岡田先生。
いつも先生はニャンちゅうのぬいぐるみを持ち歩いています。
「ニャンちゅうはネズミの着ぐるみを着てネズミの気持ちをわかろ
うとしている、学生たちにもご利用者の気持ちをわかろうとする、
向き合う人になって欲しい」と話してくださいました。

⬆茨城県
　言語聴覚士会HP

⬆「M-FIT」
　Facebook



６月２日
もみじ館
20周年記念式典

６月29日

球技大会

授業風景からイベントまで
いば中ライフを日々紹介しています。

小林 真帆 ちゃん

ブログ facebook

愛用カメラ：OLYMPUS OMD e-m10 markⅡ
カメラ歴は10ヵ月ぐらい。
姪っ子甥っ子の写真を撮ってる時が好きで、私
はカレー屋さん巡りと洋服が好きです◎

ハート型の紫陽花なんてロマンチックなんだろう！かわいい！

学生が撮影した写真を
紹介していくコーナーです!!!

次回のイバスタグラムの更新もお楽しみに～！

齋藤  恵里子 ちゃん

#紫陽花 #季節の花 #青空 #summer

#蓮 #flower 

いいね
ibachu 爽やかな青空はこの季節ならでは～！夏が楽しみになるね！

いいね
ibachu

#トランペット歴6年！
#音楽女子

#夏祭り #カラフル
#お面

#dog #癒し系

愛用カメラ：OLYMPUS pen
カメラを始めたのはいば中生になってから！雑貨屋とか古着
屋とか見たりして可愛いと思ったものを写真撮ったりするの
も好きだし、神社みたいな落ち着くところも好きです( ́~` )

実習に
行ってきました！
実習に

行ってきました！
2年生がグループに分かれて
約3週間、北水会グループの
施設でそれぞれ実習を

行いました。

6/5～6/23老健なのでお家に帰れることに
対してご利用者の喜び、ご家族
の方からの感謝の言葉が励み
になります。その励みが仕事の
たのしさに繋がるし、働く
やりがいに繋がります！

井上リーダー
（本校H22年卒）

くるみ館くるみ館
介護老人保健施設

もくせいもくせい
特別養護老人ホーム

ケアレジデンス水戸本館ケアレジデンス水戸本館
介護付有料老人ホーム

指導者から

学校で学んだ知識を実際に介護の現場でよりリアルな
ものにするにするべく、頑張りましょう！僕たちは、そ
うなるように実習を通してお手伝いします。

右 村山 課長（本校講師）

左 山口主任（本校H20年卒）

指導者から

学校で学ぶだけじゃなく、実習でも多くのことを学んでも
らって学校と連携して学生を育てていきたい。現場は若い
戦力を欲しがっている。介護の面白さに触れてほしいな。

谷津リーダー
（本校H21年卒）

指導者から

貴子先生のコンサート

お手伝いの合間にフィットネス体験！

学生カメラマン金澤くん、
山田くんも大活躍！

ありがとうございました。

お手伝いしながらも
様々なプログラムに

携わることができました。

息を合わせての大縄は
チーム内の絆も深まったんじゃ

ないんでしょうか◎

みんなの応援で自然とパワーもみなぎる！

種目はバレー、バスケ、大縄、リレー！
どのチームも全力で勝負していました。

いいなあ、青春だな～！
いば中から車で5分。
オープンキャンパスの施設見学
でもお世 話
になっている
在宅強化型
老健です。

北養会本部でもあります水
高スクエアにある施設です。

茨城県で初めての有料老人
ホームとして30年以上の歴
史をもつ施設です。

こ　 ばやし　　 ま　　ほ さい　 とう　　　   え　　 り　　 こ
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