北水会グループは医療・福祉の道を本気で目指す人を応援します。
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医療専門学校

先輩たちに聞きました。
1：私が学校・学科を選んだ理由はコレです！
2：私が学んでいる学科！紹介します。
北水会グループ

水戸メディカルカレッジ

〒310-0035 茨城県水戸市東原 3-2-5
TEL.029-303-7033 http://www.mmc.ac.jp

いばらき中央福祉専門学校

〒319-0323 茨城県水戸市鯉淵町 2222-2
TEL.029-259-9292 http://www.ibachu.ac.jp

北水会グループ

北水会グループは、みなさまのおもいを
『
４つの輪
』で支えています。

ibaraki
茨城県

mito
水戸市

北水会グループは、１９７９年の北水会病院の開設以来、
医療・福祉・教育の充実と発展を目指し、多くの事業を行
っています。茨城県水戸市を中心として県内のつくば市や
東京都内に医療・福祉の分野で約５０の施設を展開してい
ます。今回ご紹介している２校の専門学校も、この北水会
グループが運営しています。

MEDICAL

水戸メディカルカレッジは、医療・保健・福
祉のさまざまな分野で専門性を発揮し、自己
の役割と責任を担える臨床専門家の育成を教
育理念とする医療専門学校です。広い視野で
物事をとらえ、地域社会の一員として協調性
をもって社会に貢献できる臨床専門家を養成
します。

WELFARE

いばらき中央福祉専門学校は、知識や技術、
精神力はもちろんのこと相手が何を望んでい
るかをくみとる事の出来る、本物の介護福祉
士の育成を目指します。将来の福祉を担う人
材を大切に育てることが、いばらき中央福祉
専門学校の使命です。

介護職・リハビリ職（PT・OT・ST）
・看護職に興味のある高校生の皆さんへ

福祉・医療の職場体験プログラム
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介護福祉士養成校
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実施中！

北水会グループは、高校生を対象としたインターンシップとボランティアの受け入れを
無料で実施しています。「社会を知る」「仕事を知る」をテーマに、ご利用者様、患者の
皆様への関わり方、仕事に対する姿勢や雰囲気を体験します。また、各専門職の視点や
取り組みを学ぶこともできます。是非、高校生のみなさまの未来像を一歩進める機会に
ご活用ください。

これからの社会に必要とされるスペシャリストになる
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させる為に、心身機能や疾患・リハビリテー
ションについて学びます。最初は筋肉や骨の
名前など覚えることが多く大変な時もありま
すが、基礎の学習をしっかりしておくと、そ
の後の授業がどんどん楽しくなってきます。
人と接する職業なので、相手の気持ちを考え

年
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により、日常生活に支障をきたした方々に対
して、基本動作の回復を図り心身機能を向上

澤 畑 里 菜 さん
丸 山 瑞 歩 さん
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理 学療法学科は、病気や事故、障がいなど

理学療法学科

Description of specialist.

病気や障がいなどにより基本動作が困難な方へのリハビリを学びます。

ることやコミュニケーションが大事です。

言葉や発達、聞こえに問題がある方へのリハビリを学ぶ学科です。

理学療法学科

Nurse

Care Woker

北養会

医療専門学校

水戸メディカルカレッジ
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さんや耳が聞こえにくい方などに対して、適
切で専門的なリハビリテーションを学ぶ学科
です。学科での勉強で大切だなと感じている
事は、お子さんからお年寄りまで幅広い年齢
層の方と接する職業なので、専門知識だけで
はなく、いろいろな方と話せるコミュニケー
ション能力と笑顔です。

Phiysical Therapist

私が学んでいる学科！紹介します。

理学療法士は、病気や事故、加齢などによる障がいにより
日常生活に支障をきたした方々に対し、立ち上がり、歩行などの
基本動作の回復をはかり、心身機能を元に戻す専門職です。

Department Introduction

言語聴覚療法学科 （３年制）

看護師になるために、幅広い知識を身につける学びの場です。

Speech-language-hearing Therapist

看護学科 （３年制）

きます。一人では解決できない事も周囲の人

の解剖生理や疾患などについて専門知識を深
めていく学科です。個人的な意見としては、
周囲の人達と協力をすることが大切になって
達と協力して理解し合い解決をし、お互いに

Nurse

知識を深めていける様な考え方が大事だと考

看護師は、医師の指導のもとで診療の補助をしたり、療養生活を
送る人々の日常生活のサポートを行う専門職です。一刻を争う緊急
状況で適切な行動がとれる判断力と実践力が求められます。

えています。
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介護福祉士になる為の勉強だけではなく、様々な経験が積めます。

北養会

身体上あるいは精神上の障がいがあるために日常生活を
営むのが困難な人に対して、入浴、排泄、食事などを含む介護や
介護に関する指導を行うのが介護福祉士の役割です。

年度入学

Care Woker

谷田部 磨李絵 さん

介護福祉科 （２年制）
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介護福祉科

いばらき中央福祉専門学校

介 護福祉科は、介護を必要とする方々の身
近な存在となって「その人らしい生活」を支
えていく為の知識・技術を学びます。実習や
学生主体の行事が多く、自分自身で考えて行
動する力が培われます。２年という短い間で
介護技術はもちろんですが、様々な方との関
わりを通してコミュニケーション力をつけ、
相手との信頼関係の築き方や相手を想い、寄
り添う心を学ぶ事が大切です。

年

看 護学科は患者さんの援助以外にも、人体

看護学科

NS

言語聴覚士は、言葉によるコミュニケーションに問題がある
方々に専門的なアプローチを行い、より本来の自分らしい生活が
できるように支援する専門職です。また、食べる事・飲み込む事
の問題にも専門的に対応します。

川 満 大 悟 さん

ST

CW

くなってしまった方、発達に問題があるお子

理学療法学科 （3 年制）

PT

社会福祉法人

言 語聴覚療法学科は、言葉を上手く話せな

言語聴覚療法学科

Speech-language
-hearing Therapist

介護福祉科
年

社会福祉法人

看護学科

戸 村 優 佑 さん

Physical Therapist

言語聴覚療法学科

Road to Specialist

私が学校・学科を選んだ理由はコレです！

４年制の学校より１年早く国家試験を受
けることができ、その分現場で多くの経験
を積むことができるので、入学を決めまし
た。学校が医療や福祉施設の複合施設内に
あり、すぐそばに病院もあるので実際にリ
ハビリの現場を見学したり、実習を行うな
ど、質の高い授業を受けています。クラス
のみんなが授業を楽しみながら一緒の目標
に向かって勉強しています。

言語聴覚療法学科 3 年
山 内 こ ず え さん
私は、自身の育児体験を通して言葉の発
達に興味を持ち、言語聴覚士になりたいと
思いました。自宅から通える範囲で茨城県
唯一の養成校なので入学しました。実際に
入ってみて、学校内で言葉に遅れのあるお
子様の訓練をしており参加する事ができる
ので勉強になります。３年制の学校なので
１年 1 年の内容が凝縮されていて集中して
本気で学べる学校です。

2年
翁 長 紗 和 子 さん
看護学科

実際に学校に入ってみて感じていること
は、勉強する科目や演習、テストが多いの
で決して楽ではないですが毎日が充実して
います。１年次から国家試験の対策をして
くれるのでありがたいです。学校では友達
と一緒にご飯を食べたり、放課後に遊んだ
りすることが楽しいです。私は将来、地元
に戻って地域医療の発展に貢献したいと思
っています。

介護福祉科

学校のとなりに福祉施設があり、
現場にふれる機会が多いところに魅力を感じて。

植 田 航 大 さん

小さい頃から医療に携わる職業に就きたい！
という思いがあるので選びました。

2年

育児を通して子どもの発達に興味を持ち
言語聴覚士になりたい！という気持ち。

三年間で国家資格を目指せるので、
早く社会へ出て経験を積みたい。

理学療法学科

2年

徳 永 正 貴 さん

姉が介護科の学校で学んでいて、色々な
話を聞かせてもらう内に、たくさんの人の
役に立てる介護という仕事に興味を持ちま
した。実際に進学を考えたときに、福祉施
設がすぐ隣にあり、現場を見る機会が多い
学校というところに魅力を感じて入学を決
めました。毎日、自分が知らない専門的な
知識がどんどん学べるので、とても楽しく
充実しています。

Student Introduction.
遠方から水戸に来て学んでいる学生紹介！
Question

Q: 学校生活で楽しいことは？

Question

Q: 学校・学科を選んだ理由は？

自分の考えをしっかりと持ち、
表現できることが大切！

今まで自分が知らなかった専門的な知識を学べるのが楽しい。
介護福祉科
２年 徳 永 正 貴 さん

同 じグループ内の福祉施設や病院のスタッ
フの方たちが集まるフットサルに参加してい
ます。もちろんフットサルも楽しいのですが
その中で、働いている方の現場の声を聞くこ
とができ、とても刺激になり、勉強になりま
す。学校での知識・技術がどう生かされるの
かが分かるので勉強への意欲にもつながって
います！

出身校：沖縄県立真和志高等学校

Question

Q: 学校に入って良かったと思うことは？

設備が整った実習室で学べるので、現場での対応に困らない。
看護学科
３年 仲 間 綺 羅 さん

中学生からの夢である看護師を目指すため
勉強する環境や設備が整った学校だから。

Question

Q: あなたの学科で大切なことは？

普 段から、演習設備の整った実習室で授業
を受けているので、実際に病院の実習に行っ
た時に、現場で困らずスムーズな対応が出来
ると思います。実習では記録に追われて睡眠
時間がたくさん取れない事もありますが、学
校での授業内容を理解して自分なりに、出来
なかった事が出来るようになった時は嬉しい
です。

Question

出身校：沖縄県立宮古工業高等学校

Q: 将来の夢や目標を教えてください。
看護学科 ２年

親 泊 仲 幸 さん

将来は石垣島に戻って地域医療の発展に貢献したいです！

出身校：沖縄県立真和志高等学校

看護学科
２年 翁 長 紗 和 子 さん

実際に学校に入ってみて感じていること
は、勉強しやすい環境が整っているという
事です。設備の充実した実習室での学内演
習が多く、先生と生徒との関わりが深いの
で分からない事や勉強の相談もすぐできま
す。自分の将来の目標は、一人でも多くの
患者さんの心の支えになり、気持ちまで元
気になってもらえるような看護師を目指し
て頑張っています。

私 は、小さい頃から医療に携わる職業に就
きたかったので、知り合いの紹介もあり入学
しました。今は看護学科の先輩たちと一緒に
寮で生活していて、わからないことがある時
には何でもすぐに相談でき助かっています。
将来の目標は、看護師になって経験を積んだ
ら、地元である石垣島に戻り地域医療の発展
に貢献したいです。今は将来の夢を目指して

出身校：沖縄県立八重山高等学校

勉強をしています。

看護学科 ３年

国 吉 愛 莉 さん

出身校：沖縄県立宮古工業高等学校
看護師は、患者さんを身体的に看護する
だけではなく、精神的にも社会的にも支え
て、患者さんが元々持っていた「自分で自
分の事を行える力」セルフケア能力を身に
付けてもらう事も看護師の大切な仕事の一
つになってきます。看護は、多様で幅広い
知識を必要とする分野なので、たくさんの
科目を学習する必要があります。

水戸メディカルカレッジの
オープンキャンパス

自分の目で見て
体感しよう！

さぁ、オープンキャンパスに行こう！

いばらき中央福祉専門学校の
オープンキャンパス

先輩たちと
たくさん話そう。

