
⨙ၔߊ߿߇߆ߢ⼔჻ࠆߥߦ㧋 ᔕេࠠࡦࠫࠟࡑࠬࡄࡦࡖ

ᖱႎࠬࡄࡦࡖࠠࡦࡊࠝ

最新!いば中情報

介護ビルダーズ　いば中な日々
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最新!

11月11日は、厚生労働省によって定められた「介護の日」です。 
介護について理解と認識を深め、介護従事者、介護サービスを利用して
いる方、またその家族を支援するとともに、地域社会の支えあいや交流を
促進することを目的として設定されました。 茨城県老人福祉施設協議会

が主催するオンラインイベン
トに参加しました。 映画「ケ
アニン」を事前試聴し、イベン
トでは印象に残った言葉や、
介護への想いについて共有。 
介護の楽しさや魅力を再確
認する機会になりました。

実習やアルバイト先での介護経験の中で、
ご利用者さまとの会話で嬉しかったことや 
介護についての想いについて書いたそう。作
文の内容は介護フェスでも紹介されました！

「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。

車椅子トラベラーの三代達也さんによる、特別授業。
今回は世界一周の旅のお話ではなく、みんなが生活して
いる日常に実は潜んでいるバリアの話や、三代さんが入
院していたとき何によって救われたのかという体験をお
話いただきました。

普段何気なく使っている学校のエレベーターや階段、トイレ
にもバリアがあり、日常生活の中にはバリアがたくさん潜ん
でいることに気づきました。

入院中に看護師からの一言で
人生を救われたという三代さ
んの体験談に学生たちは大き
く心を打たれていました。
これから目指す介護職として
の在り方、ご利用者さまとの関
わり方について考える機会に
なったようです。

特別講師に株式会社Salud代表取締役/介護ラボしゅう代
表の中浜崇之さんと編集者の山本梓さんをお迎えして「話
しを聞くということ」をテーマに授業をしていただきました！
介護福祉士としてご利用者さまの想いを聞くことはとても大
切です。そのための知識や技術を学びます！

相槌や頷き、話の途中で感想を入れるなど、インタビューの
コツを学び、初対面の方とオンラインでつながって、実際に
インタビューを行いました。
インタビューを受けてくださったのは椎茸農家、写真家、デ
ザイナー、古民家カフェオーナー、フットサル選手、靴職人、
和紙アーティストなどさまざま！
学生にとって、貴重な経験になりました。
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話しを聞くということ

茨城県立内原特別支援
学校の3・4年生との交流
会を行いました。
オンラインでの交流でし
たが、シルエットクイズな
どで盛り上がりました！

内原特別支援学校との交流

いば中のスペシャルプログラム

バリアを解き放つ！

11月11日は介護の日11月11日は介護の日11月11日は介護の日11月11日は介護の日
お手紙を

いただきました!令和３年度 「介護の日」作文コンクールで
茨城県介護福祉士会長賞を受賞しました！ 
令和３年度 「介護の日」作文コンクールで
茨城県介護福祉士会長賞を受賞しました！ 

ケアニンを観て、
印象に残った言葉を

語り合いました
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ケアデザイン
コンテスト
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オールジャパンケアコンテスト（AJCC）と
いう大会を参考にしています。課題に合わ
せた実技を披露し競う介護福祉士の全国
大会ですが、いば中は「より実践的な技術」
を学ぶために取り入れています。

自分で考えたマ
ニュアルと他の人
が考えたマニュ
アルでは違いも
多く、技術向上に
繋がる学びが出
来ました。

色々な声かけ
×方法を知っ
た＝経験値が
上がった‼

いかに応用するのが難し
いのかよく分かりました。

介助者役と利用者役に分かれ課題に応じた実技を披露します。他の学生のケアを見ることで、それぞれのアプローチの違い
に気づき、自分のケアに取り入れたり、アドバイスを行う姿が見られました。

▲オールジャパンケアコンテスト

▲介護フェス2021のようす ▲詳しくはこちら
留学生 マイさん

いばらき介護フェス2021絆
に参加しました

いばらき介護フェス2021絆
に参加しました

オンラインイベント
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認知症ケア～認知症の理解を深める～

認知症を理解し、適切なケアを

北水会グループ事例発表会
認知症ケアを学ぶ

認知症ってどんな病気？
1ᐕ↢

医療的ケアin2ᐕ↢

認知症とは、さまざまな原因で脳の細胞が壊れてしまった
り、働きが悪くなったりしたために障害が起こり、日常生活
に支障が出ている状態のことを指します。

老化現象の影響で起こる物忘れは記憶の一部を忘れてい
ることに対し、脳の病気である認知症は記憶のすべてを忘
れてしまいます。

喀痰吸引とは、痰の吸引のことで
す。自身で痰を吐き出すことが困難
なご利用者さまに対し、痰や唾液、
鼻汁を吸引器で吸引します。

物品や医師の指示
書の確認、栄養剤
の注入準備や、ご
利用者さまの体
調・口腔内の確
認、栄養剤の注入
速度など細かな
チェックポイントを
しっかり覚え、真
剣な様子で実技に
あたっていました！

医療的ケアとは

認知症は原因によって種類も異なり、幅広い症状
が現れます。症状に対する理解や適切な対応に
ついて、現場で働く介護職員から学びます。

授業で学んだことが実際の現場ではどのように
活用されているのかを北水会グループの事例発
表を通して学びました。
本人や家族の想いに寄り添ったケア事例を聞
き、より認知症ケアの理解が深まったようです。
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医療専門学校
水戸メディカルカレッジ

物忘れとは違う認知症

物忘れ ご飯は食べたけど、どんなメニューだったか覚えていない

認知症 ご飯を食べたことを覚えていない

アルツハイマー型
認知症
67.6%

認知症の
種類と割合 「都市部における認知症有病率と

　　認知症の生活機能障害への対応」引用

その他
7.6%

脳血管性
認知症
19.5%

前頭側頭葉型
認知症
1%

レビー小体型
認知症
4.3%

⍮∝߽ߦ
⒳㘃ࠆ߇

もみじ館
相談室 室長
稲田先生

認知症ケアに必要な優しさと思いやりはみん
な持っている。でもそれだけでは多分うまくい
かない。専門職として「その人の本当の気持ち」
を理解できるよう、基礎と想像力を兼ね備えて
ほしいと思っています。

介護の現場では喀痰吸引や経管栄養といった医療行為が必要な方がいます。
一定の条件を満たした介護職員はこのケアを行うことが認められています。

かく  たんきゅう いん けい かん  えい よう

喀痰吸引
かく　  たん　きゅう　 いん

経管栄養とは、経口での栄養摂取が難しくなった方へ、
チューブやカテーテルなどを使い、胃や腸に必要な栄養を直
接注入することです。

経管栄養
けい　  かん　  えい　  よう
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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。

〈2022年にやりたいこと！〉
普通二輪の免許を取得し
友達とツーリングに行く！

篠塚直美さん
（茨城県立鉾田第一高等学校卒）

〈2022年にやりたいこと！〉
大好きな人達と
たくさん思い出を作る

町田千鶴さん
（茨城県立太田第二高等学校卒）
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絵はがきワークショップ

展示されました展示されました
新聞の読み方も
　　学びました!
新聞の読み方も
　　学びました!

キャリア形成編
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いば中の卒業生であ
る、もみじ館介護課主
任の益子さんを講師に
招き、キャリア形成に
ついての授業が行われ
ました。学生時代の失
敗談や、タイプ診断な
どを交えながら、介護
福祉士として社会人と
して大切な「人間性を
磨く」ことについて教
えていただきました。

今回の実習は2年間の総まとめの実習でした。
学生が1人のご利用者さまを担当し、介護過程の展
開を学びます。
担当したご利用者さまの「望む生活」の実現のため
に、どのような支援が必要なのか…。
介護・看護・リハビリなど様々な職種の方々からア
ドバイスをいただきながら、その方にあった介護計
画の立案・実施・評価の流れを実践的に学ぶこと
ができました。

今回の実習で立案した介護計画やその
取り組みについて報告をしました。
1年生も先輩たちの発表に真剣に耳を傾
け、意見交換も盛んに行われていました。
2年生の皆さん、1カ月半におよぶ長期
間の実習、お疲れさまでした！

2年生 施設実習

実習
報告会
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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
P

Map

ᰴภ੍ ๔ 4月発行予定 

《 企画・編集 》

Photo&Direction
北水会グループ 広報室
（小堀 幸子・細川 夏津稀・篠原 彩）
Print　株式会社光和印刷

淵

https://www.ibachu.ac.jp

何回でも
　参加OK!
何回でも
　参加OK!

も行えます。

●模擬面接
●入試相談
●奨学金相談

●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～

ྐၙ 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 ❶10：20❷10：50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

■ 最新！いば中情報

■ いば中な日々 ほか
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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
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個別で
希望者の方には
個別で

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
のみなさん

ご協力ありがとう
ございました!

土
土日

日
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