
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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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～

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 ❶10：20❷10：50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

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
2022 Jul.

20Vol.

presented by Ibaraki Central College of Welfare

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 土 日 木 土
土



いば中
情報

最新!

1年生と2年生の親睦会とし
て球技大会を実施しました！
種目はバレーボールとドッジ
ボールの2種目。１・２年生混
合のチームを作り対戦、白熱
した試合となりました！試合
は大いに盛り上がり、笑顔の
絶えない時間となりました♪

いば中
情報

最新!

学生
親睦会

バレーボールバレーボール ドッジボールドッジボール

Let’s Go〜♪

1年生&2年生

生活支援技術Ⅱ （着脱）身じたくは活動の
　　　　　　　　　　　　　　　　　 意欲を引き出す!

ちゃく だつ

1年生

演習では寝衣交換を行いました。ポイン
トは脱健着患！脱ぐときは健康な方（健
側）から、着るときは麻痺などのある方
（患側）から着脱介助を行います。

ご自身で衣服の脱ぎ着が困
難な方の着替えを介助するこ
とを着脱介助または更衣介
助と言います。身体を清潔に
保つ以外にも、生活のリズム
が整ったり、生活リハビリな
どの観点からも大切な活動
の一つです。
身じたくに楽しみが生まれる
ように支援することの重要性
を学びました。

福祉には高齢者福祉だけではなく、聴
覚に障害を抱えている方との関わりも
あります。どんな方とも円滑にコミュニ
ケーションが取れるよう点字の読み書
きを学んでいます。

コミュニケーション技術（点字） 点字を書いてみよう2年生

点字は縦３点、横２点の６つ
の点の組み合わせからなる
表音文字で、６つの点の組み
合わせを一つの単位として、
マスといいます。
６つの点の組み合わせは63
通りあり、50音や数字、アル
ファベット、記号を表します。

点字盤で点字を書く▲

ポイントは
　脱健着患

だっ　けん ちゃっ かん

点字の構造
1 4
2 5
3 6



「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。

株式会社ジャストインケア常務取締役の山本竜馬さんによ
る「介護の可能性」についての特別授業が行われました。
介護福祉士は身体介護だけではなく、ご利用者の人生に
寄り添い、夢を叶える事ができる仕事だと話される山本さ
ん。これまでの取り組みや体験談をお話しいただき、介護
の仕事の奥深さを知ることができました。

介護の勉強を始めて１ヶ月ほどの1年生たち。今の気持ちや、介
護の道に進んだ経緯を話してくれました。
山本さんのお話を伺いながら、自分たちはどんな介護福祉士に
なりたいんだろう？と考えるいい機会となったようです。

介護ビルダーズ
いば中のスペシャルプログラム

介護の可能性　夢を叶える介護を目指そう！
一般社団法人 mogmog engineの加藤さくらさんによる特別授業が行われました。加藤
さんは、お子さんが福山型先天性筋ジストロフィーという進行性の難病と告げられ、『絶
望』したことを機に、楽しく希望ある未来にするべく、多くの活動をされています。『絶望を
希望に変えることが趣味みたいなもの！』と明るく語られる加藤さんの原動力と、活動に
ついて教えていただきました。

経営コンサルタントである成澤俊輔さんをお迎えし特別授
業が行われました。成澤さんは３歳の時に網膜色素変性症
という難病であると診断され、現在は光を感じることができ
るほどの視力しかありません。
「学生であることを武器にして色んな事に挑戦していこう！」
というメッセージをいただき、今しか出来ないことに全力で
取り組む大切さを教えて頂きました。

授業で紹介されたマコちゃん
の作品は期間限定で、もみじ
館内で展示されました。固定
観念に囚われない自由なアー
ト体験コーナーもありました！

学校の事業の一つに「いばふく」があります。いばふくとは
「茨城から福祉で世界を元気にするプロジェクト」の略称
で、研修やイベントを企画しています！

障がいがある子が生まれても
　誰も絶望しない世の中を創る

世界で一番明るい視覚障がい者が語る
『 大丈夫だぜ！』

特定看護師／皮膚・排泄ケア認定看護師の大山瞳さんを講師にお迎えし、褥
瘡発生のメカニズム、予防のための知識について教えていただきました。
【2025年までに地域の褥瘡ゼロ】を目標に掲げて活動されている大山さん、学
生達も今回学んだことを活かして【褥瘡ゼロ】を目指して介護に取り組んで
いってほしいです。

褥瘡とは床ずれとも言い、外力（圧迫やず
れ）が骨と皮膚の間の組織にダメージを
与えることで発生します。演習ではリジャ
ストグローブ（介助補助手袋）で除圧をす
ることでどんな違いがあるのかを体感し
ました。

特定看護師・皮膚排泄ケア認定看護師に学ぶ

リジャストグローブで除圧して褥瘡予防

固定観念ほぼゼロアートをもみじ館で展示

特別講師の方 と々はここで出会った

いばふくの
活動状況は
こちら

徹底的に褥瘡ケア
じょく　 そう

▲次女のマコちゃんとさくらさん



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。

〈いば中の好きなところ〉
行事がいっぱいあるところ

グエン テー タインさん
（日立さくら日本語学校卒（出身:ベトナム））

〈いば中の好きなところ〉
授業がたのしいところ！

小松崎幸夏さん
（茨城県立日立第二高等学校卒）

〈いば中の好きなところ〉
おもしろい先生がいるところ

三本松巧さん
（茨城県立笠間高等学校卒）

水戸市青年会議所ちびっ子広場と、茨城県障害者
スポーツ大会にボランティアとして参加しました。
受付や誘導、会場準備など
様々 なことをお手伝いさせて頂き
貴重な体験ができました！

施設説明会
先輩による

社会で輝く先輩たち！社会で輝く先輩たち！
社会に出て介護福祉士として働いている先輩方に、それぞれの事業所の特
徴や業務の紹介、仕事のやりがいについてお話しいただきました。
間もなく実習を迎える1年生、交流会では率直な疑問や不安・悩みを共有
し、実習先での体験や国家試験の勉強法など、先輩方にアドバイスをいた
だき不安や悩みを解消できました！

1年生は5月30日～6月2日ま
での4日間、実習体験を行いま
した。
食事の準備や中庭への散歩、
畑への水やり、音楽療法などを
体験させていただきました。初
めての実習ですが分からないこ
とは積極的に質問し、ご利用
者様とのコミュニケーションも
円滑に行うことができました！

なんでも聞いてね!

実習に行ってみて
ここで働きたい!と思った

私の働く施設は
こんなところ

今号のカバーモデル

ちびっ子広場＆障害者スポーツ大会
　　ボランティアに参加しました!

水戸青年会議所 茨城県

はじめての実習体験はじめての実習体験
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