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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。

駐車場完備
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次号予告 4月発行予定
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!

《 企画・編集 》
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何回でも
参加OK!
何回でも
参加OK! 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
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集合場所 集合場所
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交番
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国
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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

■ 社会で輝く先輩たち！

■ いば中な日々 ほか

土日

土 土 土 土
土

日

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！

午前のみ、午後のみ参加もOK!

タイム
スケジュール

時間 11：00～15：00

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！

オープン
キャンパス
開催! 希望者の方には

個別で



いば中
情報

最新!

　介護福祉士の国家試験対策講座が本格的に始動しました！模試や先生
お手製の練習問題、日々の講座の中で、どんどん力を伸ばしているようです。
　１月の国試本番は体調に気をつけ全力を出し切れるよう頑張れー！！！

　それぞれが目標・意気込みをしっかり持って頑張っているようです。
達成できるように今年もいば中で学んでいきましょう～！

国試対策、本格的始動!!!

　　目標・意気込みを
学生たちに書いてもらいました！
20192019年の年の

谷口 絢音さん
（茨城県立岩瀬高等学校卒）

や　  ぐち　    あや　  ね

西郷 駆さん
（茨城県立海洋高等学校卒）

さい　 ごう　  かける

山野 義弘さん
（茨城県立江戸崎総合高等学校卒）

やま　  の　　   よし　ひろ

この一年で勉強し身に付け
てきた介護の知識と技術を
２年生になってからの実習
で積極的に活用し一つでも
できる事を増やしていきた
いです。

人を笑顔にすることは難しいこと
だけどそれが介護のやりがいだと
思うので、周りが笑顔になるよう
にまずは自分が笑顔で
いようと思います◎

介護福祉士は人に関わる
仕事。人から愛されるに
はまず自分から利用者さ
んたちを愛していこうと
思います！
来年からの実習でそれを
実践して、どんどん進化し
ていきます。

　2年生が茨城県立盲学校に行ってきました。
　視覚障害のある方達が勉強している様子や点字などの教材や学校の設備を見学させて頂きました。又、点字
やアイマスクを付けての歩行体験も行い、学びの多い1日となりました。
　茨城県立盲学校の皆様、ありがとうございました！

障害の理解

　充実した教材・補助用具に▲

触れることもできました！

茨城県立盲学校の

見学・体験学習に

行ってきました！

茨城県立盲学校の

見学・体験学習に

行ってきました！
２年生からは「国試合格！」

日々のみんなの努力が報われま
すように！！！



いば中のスペシャルプログラム

『介護ビルダーズ』

　水戸の街を盛
り上げるプレゼ
ン大会に参加。い
ば中のテーマは

「車いすを100人
でクリーニング大
作戦in M-SPO」
です！
　なんと11組中
2位というすばら
しい評価をいただくことができました。
　近い将来、このプロジェクトが
実現できるよう、
みんなで力を合わ
せて頑張ります！

　初めて小学校にお邪魔して、常北小2年生の皆さんと
一緒に車いす体験、清掃を行いました。

今回も様々な外部のイベントに参加させていただきました。
来場していただいた皆様、応援してくださるNPO法人 希望の
車いすの皆様ありがとうございます

国際貢献プロジェクト一歩

活動レポート

11月18日 KIBOW水戸201811月18日 KIBOW水戸2018 11月30日 一歩in常北小学校11月30日 一歩in常北小学校

いばらき介護フェス2018

　11月11日は「介護の日」です！茨城県総合福祉会館では「いばらき介護フェス2018」が開催され、1年生が参加
してきました。来場していただいた方々と一緒に車いす体験や清掃のワークショップを行いました。また、VR認
知症体験や映画「ケアニン」上映会、磯山純さんコンサートなど介護フェス内で行われたイベントにも参加させ
ていただき、充実した１日となりました。

一歩とは、車いすを必要と
して い る東 南 アジ アの
人々に使わなくなった車い
すを整備・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。

　1年生が国際福祉機器展に行ってきました。
　最先端の技術を活用した福祉機器やハンドメイド
のものなど、世界各国で使用されている福祉機器に
触れて、学生たちの視野も広がりました。

認知症ケア研究所の高橋先生に
よる特別授業！
認知症の基礎知識から実践で
活かせる「リアリティーオリエン
テーション」、実際に認知症を抱
える方の思いについて考える事
例検討など盛りだくさんの内容
でした。

フロイデ総合在宅サポートセンター
でケアマネージャーとして活躍し
ている鈴木先生をお呼びしてケ
アマネジメントについて教えて頂
きました！
架空の利用者を設定してその人
の生活目標や計画を決めるグ
ループワークを通して、丁寧に
「ケアマネジメント」のいろはを
伝えていただきました。

最強の
認知症ケア！

ケア
マネジメント

株式会社ゆりかごの脇先生をお
迎えして、訪問介護についてご
教授いただきました。
本人が望む在宅でのくらしをど
のように支えるか？また、訪問介
護員本人の活躍など在宅介護の
奥深さを実際の介護現場のお話
を交えて熱く伝えてくれました。

訪問介護

国際福祉機器展

　若年性アルツハイマー
型認知症とレビー小体
型認知症を発症した2名
の当事者による講演会
に参加しました。発症し
てからの周りの言葉無
き態度変化や物忘れが増えていく苦しみと闘いながら
も、現在講演活動や作品制作など精力的に活動され
ているおふたりの話はとても言葉に力がありました。

認知症「本人が語る」

11月11日

▲一歩の公式Facebookページが完成したので
　是非チェックしてみてください！

「介護ビルダーズ」とは
様々な分野で介護に
通じる技術などを築き
あげた特別講師による
授業です。

主催　茨城県老人福祉施設協議会



大内 穂乃佳 さん
（茨城県立日立第二高等学校卒）

学生が撮影した写真を紹介していくコーナーです！
#テーマは「2018年のベストショット」！

次回のイバスタグラムの更新もお楽しみに～！

赤津 大心くん
（茨城県立東海高等学校卒）

#ドライブ中の景色
#土浦 

#ボーリング
#着ぐるみ

#インスタ映えスポット
#大洗

いいね
ibachu

学校イベントも楽しんでくれているのが伝わります！
2019年も楽しみながら過ごしましょう。

大阪は春に友達と行ったらしい。
2019年もいろんな場所に行けるといいですね！

いいね
ibachu

#合同スポーツ大会での一枚
#来年も楽しみ

#大阪
#道頓堀

#親睦会での1枚
#バーベキュー

おお　 うち　　　ほ　　 の　　 か あか　　つ　　 だい　 しん

社会で輝く先輩たち！
日頃のケアを競い合う！
 ケアデザインコンテスト 認知症編！
日頃のケアを競い合う！
 ケアデザインコンテスト 認知症編！

　「認知症の方をトイレに誘
導する」のが今回の課題。
どれだけその人に寄り添っ
たケアができるかを競いま
す。同じ課題でもケアにそ
れぞれに違いがあり、出場
者・演者・評価者それぞれ
が考え学ぶ場となりました。
　出場者10名中7名がい
ば中の卒業生でした！

　ケアコンの様子を学
生たちも見学させていた
だきました。先輩達の熱
意に圧倒されていました
がメモをとる姿は真剣。
　ますます介護に対す
る気持ちが高まったよう
です。

姉妹校の水戸メディカルカレッジの学生・先生と一緒に筑波山へ！
意外と険しい道のりに苦戦したものの、無事頂上にたどりつくことが
できました。道中のコミュニケーションもあってか、学生同士も自然と
絆が深まったようです。

先輩たちがこんなにも
参加しました!

学生も参加！

優秀賞はこの先輩たち！

Aブロック
介護老人保健施設 はなみずき

藏本 礼奈さん
（本校H27年度卒）

くら  もと 　 れ　  な

まさか自分が賞
を取れると思わ
なかった。素直に嬉しいです。
ケアの中で自分の得意な絵を利用
できたのが自分らしくて良かった
のかなと思います。
挑戦してみて本当に良かったです。

Bブロック
特別養護老人ホーム もくせい

鈴木 貴将さん
（本校H28年度卒）

すず　き　  たか  まさ

めちゃくちゃ楽しみにしてたケ
アコン。
他の職員さんのケアをみて自分
の抜けているところを知れたり、
他施設の介助が見れる貴重な機
会なので勉強になりました。
優秀賞ヤッターーー！！！！！！

いば中卒

いば中卒 いば中卒

いば中卒

いば中卒

いば中卒

いば中卒

ブログ facebook

LINE instagram

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。

１０月２０日

水戸メディカルカレッジと

合同筑波山登山！

▲学生たちのレポート

認知症役
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