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も行えます。

●模擬面接
●入試相談
●奨学金相談
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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
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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

■ 最新！いば中情報

■ いば中な日々 ほか

土 日
土 土

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!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
希望者の方には
個別で

茨城でかがやく介護福祉士になる！ 応援キャンパスマガジン

オープンキャンパス情報

最新!いば中情報

介護ビルダーズ　いば中な日々
2021 Apr.

15Vol.
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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!

1年生、2年生
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ご協力ありがとう
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いば中
情報

最新! １年生による

アクティブタイム

準備も
　頑張りました！！！

会場も
　すてきに

装飾

おとなり
　もみじ館

におむかえ

ボウリング

隣接する特別養護老人ホームもみじ館の利用者様をお招きし、
交流会を行いました！
今回のテーマは「節分」！招待状も学生たちの思いがたくさん詰まった手作りです♪
鬼をモチーフに会場も賑やかに飾り付け♪

写真立てづくりやボウリングで盛り上がりました！！！
利用者様にも「楽しかったよ」と喜んでいただけました！

「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。

姉妹校の水戸メディカルカレッ
ジ理学療法学科の米田先生
によるトランスファーの授業を
受けました。トランスファーと
は、移動や乗り換えという意
味。車いすやベッドへの移動を
無理なくサポートする技術を学
びました！
理学療法士の視点から学ぶト
ランスファーには新たな発見
があったようです。

特別養護老人ホームもみじ館 介護課主任の益子さんによ
る特別授業。いば中の卒業生でもある益子さん。学生時代
の失敗談も交えながら、介護福祉士として社会人として大
切なことを教えていただきました。

介護ビルダーズ
水戸メディカルカレッジ
理学療法士の先生から学ぶ
トランスファー技術

先輩から学ぶ！
介護の仕事って楽しい！

水戸芸術館による
ハンドメイドリモート
ワークショップ

薬剤師から学ぶクスリのこと

いば中のスペシャルプログラム

水戸芸術館現代美術センターの森山さん、佐藤さんを招
き、BOB ho-ho「郵便式/POST CARD」をいば中ともみじ
館で行いました。
例年のように交流ができない環境のなか、作品同士でコ
ミュニケーションをとろう！という
企画です。ポストカードに絵を描
いたり色を塗ってオリジナル作品
をつくり、利用者様の作品と一緒
につなげて楽しみました。作品は
芸術 館にて、全国から届いた
カードとともに展示されました。

ひたちなか薬剤師会の理事を務める小橋川さんによる特
別授業です！
薬の種類から歴史まで、薬について深く知ることができました。
薬を服用されている利用者様も多いので、薬の種類や効
果、副作用等を知ることはとても大切です！学生の視野も
さらに広がり、良い学びになりました。

むかえた本番当日…



N１合格おめでとう
日本語能力試験のレベルのこと。
N5～N１まであり、一番やさしい
レベルがN５で、一番むずかしい
レベルがN１です。
N1試験は日本人でも間違えてしま
うレベルなんだとか！

どんなふうに勉強しましたか？と
質問したところ、「よし、今日は勉
強やるぞ！と思った時にガッとやり
ました。やる気がないのに勉強し
ても入ってこないから。」と一言。
練習ノートにはびっしりと日本
語の勉強の跡がありました。
すごい！

1年生にとって一歩
の活動に参加する
のは今回が初めて
です。先輩たちが
行ってきたこれま
での活動を見て、
活動の意味につい
て知るところから
スタートしました。

実際に清掃してみると「こんなところまで汚れるんだ～」なん
て発見も！
届ける人たちのことを思って清掃活動に取り組みました。

2年生の国家試験が終了した
ばかりですが、2月から1年生の
国試対策がスタートしました！
まだ1年ある…？もう1年しかな
い…？
1年後に全員笑顔で卒業でき
るように…頑張れ1年生‼

4月に入学する新入生たちに向けて、体験授業を行いました。今年も多くの新入生が参加してくれました！立山先生に
よる授業を受け、4月から始まる授業の雰囲気や学校生活のイメージが掴めたようです。
先輩たちとの交流の時間もあり、和やかで楽しい空気が流れていました！

卒業間近の２年生、ここまで成
長できたのは利用者様のおかげ
でもあります。
「ありがとう」という感謝の気持
ちを伝えたい！ということで、一
歩の活動を通して恩返しをする
ことになりました！
2年生にとって学生生活最後の
一歩でしたが、社会人になって
もこの活動を応援してくれると
嬉しいですね。

2年生は2月24日～3月2日までの計5日間、学生最後の実習を行
いました。
入学した頃とは違い、利用者様とのコミュニケーションや食事介
助も不安なく落ち着いて行えていました。２年間の成長を実感し
ました！

▲マイさんの練習ノート

留学生 マイさん

国際貢献プロジェクト一歩

活動レポート
国際貢献プロジェクト一歩とは、日本で使用しなくなった車いすを集め、
世界中の車いすを必要としている人たちに届けるプロジェクトです。

N１ってなに？

合格の秘訣は集中力？！

N１ N5
むずかしい やさしい

マイさん

施設実習 2年生

はじめての一歩活動‼ 感謝の気持ちを伝える「一歩の恩返し」1年生 2年生

国試対策始まりました

入学前体験授業が行われました！



ブログ facebook

Twitter 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。

〈この春からの目標〉
テストで学年1位！

谷口直希さん
（茨城県立勝田工業高等学校卒）

〈この春からの目標〉
国試の勉強頑張ります！

丹家涼香さん
（茨城県立中央高等学校）

〈この春からの目標〉
何事も全力で頑張る！ 

田所真由子さん
（茨城県立佐和高等学校卒）

今号の カバーモデル

今年度の卒業式は規模を縮小して開催。
オンラインにてライブ配信を行いました。
あっという間の２年間でしたが、
この時間はみんなを成長させました。
４月から介護福祉士として
社会で活躍することを楽しみにしています！

卒業おめでとう!!

社会で輝く先輩たち！社会で輝く先輩たち！

ケアコンとは、課題に合わせた介助を披露し、共有する研修です。今回は身体
的不調を訴える利用者様とのコミュニケーションという課題でした。
施設ごとの特色やケアの違いが見られ、それぞれの良いケアを共有することが
できました！

普段は見ることのできない他施設の
ケアを、見ることができるチャンス！
出場する人も、視聴する人も学びに
なる研修です。
いいケアを見て、取り入れて欲しい
です！

緊張したけどとても楽しかったです！
応援してくれていた先輩たちからも
「いい声かけだったよ！」と言ってもら
えたのが嬉しかったです！自分のケア
を振り返るきっかけになりました。

研修システムSTEP

ケアデザインコンテスト
＠onlineがいば中で開催されました

略して

ケア
コン

今年のテーマは

「コミュニケーション ～身体的不調の訴え～」

先輩たちの受賞タイトルをご紹介

「毎日聞きたい！心地よい声かけ」
飯貝 岬 さん

「その笑顔大好き！」
田中 力弥 さん

「はんなりな温もり」
木村 仁美 さん

評価者が語るケアコンの良いとこ

出場者が語るケアコンの良いとこ

それぞれのステキなケアを
見ることができました
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