
鯉淵東

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。

駐車場完備
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オープン
キャンパス
開催!

オープン
キャンパス
開催!

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

交番

↑
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!

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《 Special thanks 》

いばらき中央福祉専門学校

■ 社会でかがやく先輩達！

■ いば中な日々 ほか

土 土 土 土 土 土 日
日

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！

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！

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！

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！

1年生、2年生のみなさん
ご協力ありがとうございました!



いばらき中央福祉専門学校、水戸メディカルカレッジの合同入学式が
4月4日にありました。緊張が伝わる式典でしたが素敵な式となりました。

新1年生に学校生活の意気込みを聞いてみました！

学校生活を支える

　　先生たちが大
集合!!!

新1年生
のみなさん 入学おめでとう!!

利用者さんに安心して

生活してもらえるように

2年間しっかりと技術や

知識を学んでいきたい

　です。

この人になら安心して

任せられると

思ってもらえる

ような介護福祉士に

    なれるように

    真剣に勉強して

    いきたいです。

「この人に介護してもらいたい！」
　　　　　と思っていただける
　　　 　 ような、介護福祉士
　　　　  になれるように、
　　　　　　　これから知識・
　　　　　　　技術を身に
　　　　　　　　つけていきた
　　　　　　　　いです。

川上 若葉さん
（茨城県立那珂高等学校卒）

かわ かみ　　 わか　ば

川井 絵理佳さん
（茨城県立佐和高等学校卒）

かわ　い　　　 え　 り　  か

柴沼 利行人くん
（茨城県立笠間高等学校卒）

しば ぬま　　  り　 き　 と

ようこそ「いば中」へ!!!!!

いば中も桜満開でした!

地域の未来を創る人材を

育てています

副校長　立山 幸太 先生

たて　  やま　　  こう　　 た

こころとからだのしくみⅡ　教員歴22年

不難な人生なんて絶対ない。

山あり、谷ありが当たり前。

「難が有る」と書いて「有難い（ありがたい）」と読む。

だから全ての事に感謝して、毎日を生活しよう。

山本 百合子先生

やま　　もと　　　ゆ　　  り　　  こ

介護過程Ⅱ　教員歴12年

介護の仕事をするうえで“自分”なりに真剣に相手のことを考えて、

“自分”なりに心から相手のことを思って関わることが大切だと思います。

“自分”にしかなれない介護福祉士を目指して一緒に成長していきましょう！

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。

国際貢献プロジェクト「一歩」

新２年生初めての「一歩」の授業！
今回は車いすの清掃手順等を学びました。
次から本格始動です！
がんばれ！２年生！

※この活動はＮＰＯ法人希望の車いすさんのご協力を得て実施しています。

〜不要になった車いすをメンテナンスして
　　東南アジアの国々へ送る活動です〜



川澄 恵美 先生

かわ　  すみ　　  めぐ　　 み

藤井 慎也 先生

ふじ　　 い 　　　しん　　や

国家試験対策　教員歴7年

難しいと思われる国試もポイントを掴めば

「合格」の道が開けます。楽しく国試対策（笑）

金澤 美咲 先生

かな　　ざわ　　　み　　 さき

人間関係とコミュニケーション

いつも母が言ってくれる言葉です。

“大丈夫”と思って自分に自信を持っていれば、

何事もうまくいく気がします。

自分に自信を持って、何事にも取り組んで欲しいです。

生活支援技術Ⅱ　教員歴6年

毎日顔を合わせる友人・家族・仕事仲間であっても

言葉を交わすその一瞬一瞬は「一期一会」

その瞬間しかないもの…。相手を思いやり、

出逢えた事に感謝し、感謝される人になって欲しいです。 本校H20年卒

本校H20年卒

新しい先生が加わりました！

井上 武 先生

いの　  うえ　　たける

長谷川 聡 先生

は　　  せ　　がわ 　　さとし

こころとからだのしくみⅡ　介護士歴8年

介護は日々が勉強。　

楽しい事はもちろん戸惑いや壁にぶち当たる事も多 あ々る。

そんな時「笑顔」で居られれば自分も周りの人も楽しく乗り越えることができる。

伊藤 浩一先生

い　　とう　　　こう　  いち

認知症の理解　介護士歴16年

間違ってもO.K.　失敗してもO.K.

すべてが成功の糧となります。先を見すぎて不安にならず

一歩一歩あゆんでいきましょう！

大丈夫！私も介護福祉士です。よろしくお願いします。

介護の基本（リハビリテーション介護）　教員歴2年

医療専門学校水戸メディカルカレッジ専任教員（理学療法士）

こころとカラダは一体です。

ご利用者と自分自身の豊かな人生のために、

健康になれる方法を一緒に学びましょう。

介護老人保健施設くるみ館副主任　本校H22年卒

特別養護老人ホームもみじ館施設長

こころとからだのしくみⅡ
１年生の授業も本格的にスタートしました。
この科目では、こころとからだの
つながりを学べます。どちらが
かけても生活することはできません。
介護技術の基礎講座です。
学生もみんな真剣に取り組んでいました。

特別授業！そば打ち
お年寄りの生活を知るため、昔から
作られているそば打ちの体験しました。
そばを打った経験のない
学生がほとんどだったので、
みんな楽しみながら一生懸命に
取り組んでいました。
いば中では、このような体験型授業が盛りだくさんです。



鈴木 瑛人くん

ブログ facebook

LINE instagram

春生まれの瑛人くんの成長過程です（笑）大きく育ちました。

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～！

根本 陽菜ちゃん

#０才
#4月27日誕生

#桜 #桜川

#和服
#お母さんと一緒に
  着てみた

#テーマは「春」！

いいね
ibachu

ネモフィラに桜、春感満載の写真をいただきました。
和服も可愛いね。

いいね
ibachu

#小1 #入学式
#お母さんは花好き

#高3
#国営ひたち海浜公園

#ネモフィラ 

すず　  き　　　あき　　と ね　 もと　　  ひ　　  な

いば中&MMCスポーツ大会

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。

種目は

レクリエーションバレー、

クラス対抗戦リレー、借り人競争！

初めての合同スポーツ大会

でしたが、全員が一丸となって

盛り上がりました。

学生だけでなく
教職員もチームに参加！

大人たちも
頑張っています（笑）

NewNew

４月２４日

3月15日（木）いばらきの福祉を元気にするプロジェクト（いばふく）のモチベーションアップ
研修に３月に卒業した先輩達が参加しました。
すでに現場で活躍している介護士の皆さんに混じり、仕事へのアドバイスなどを
いただきながら社会人としての一歩を踏み出せたようです。
目指せ！茨城でかがやく介護福祉士！

施設の
生活体験で
高齢者の
暮らしを
知ることが
できました。

話し合って考えると
アイデアもふくらみます

講演後、ご利用者に
夢や希望を与えられる
職員になりたいとの声も

上がりました。

講義で集中した後は体を動かし、
学んだボディメカニクスを生かして

リフレッシュしました。

社会人にとって
本当に正しい身だしなみや
名刺交換や言葉遣いを
教わることができました。

次回より新コーナー　社会でかがやく先輩達！がスタートします。乞うご期待！

いばらき中央福祉専門学校を今年3月に卒業した卒業生のその後を追跡取材しました。卒業後も輝いています！
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