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固因図目白図固回目印刷

約40年にわたって培ってきた臨床の森ノ宮の伝統を受け継ぐ医療人に！

園置盟国 10110 m I 刊／お｜包150111160121130]
午前コ ース※忍哩i i 30名

銭灸学科 医療資格者コ ース I 30名
［修業年数］3年 ｜昼間コ ース I 60名

夜間コ ース I 60名
m:I:I>｝｝｝はり師・きゅう師国家肱験受験資格
※授蝶時聞はAM9:20 ～ 12:30です。静し〈はI入鼠ガイド2011」を参照ください。

柔道聾復学科
アドバンスコ ース

昼間コ ース
［修業年数］3年

夜間コ ース

�＞＞＞栗遭聾復師国憲民験受験資格

30名

60名

60名

困園田国................................・ H・...............・H・.................…...・H ・.................…

入試方法 試験日 出願期間
10/10 （日） 9/21 （火〕～10/ 7 （木）
10/24 （目） 10/ 4伺）～10/21 （木）
11/ 7 （日） 10/18 （月）～11/ 4 （木）

高校生入試 11/23 （火・祝） 11/ 1 （月）～11/19 （金）
社会人入院

12/12 （目） 11/22伺）～12/ 9 （木）推薦入試
医療人入院 1/16 （日） 12/20 （月） ～ 1/13 （木）

2/ 6 （目〕 1/17 （月） ～ 2/ 3 （木）
2/27 （日） 2/ 7伺）～ 2/24 （木）
3/20 （日） 2/28伺） ～ 3/17 （木）

ナイター入院
10/13 （水） 9/21 （火）～10/ B （金）
12/15 (7.1<) 11/22明）～12/10 （金）

滋それぞれの入院で受酸科目が異なります。静銅はホームページもしくは入院ガイドをご確認ください。

入試方法 試験日 出願期間
10/10 （目） ※AO入院の出願につ

AO入試 11 I 7 （日） いては入試ガイドある
12/ 5 （日） いはホームページでご

1/16 （日） 確認ください．

10/10 （日） 9/21 （火）～10/ 7 （木）
11/23 （火・祝） 11/ 1 （月）～11/19 （金）

率業生
12/12 （日） 11/22 （月）～12/ 9 （木）

在校生入試 1/16 （日） 12/20 （月）～1/13 （木）
2/ 6 （目） 1/17 （月） ～2/ 3 （木）
2/27 （日） 2/ 7 （月） ～2/24 （木〉
3/20 （日） 2/28 （月） ～3/17 （木）

・学肉推薦入試1/25 （火）～28 （金） I 115 （火）～20 （木｝
※詳しくほ岡討の別紙「学内推薦のご寮内」をご覧ください。

「統合医療」を身につけ、チーム医療に貢献できる高度で総合的な医療人に！

巨頭1011o m 拠11117m 務J 112119m ：誘拐諒子さん

I[修業年数］4年
錫灸学科 I --- 60名

mEIJ:・�＞学士／はり師. t!ゅう師国家鼠験受験資格

理学療法学科 ｜［修業特］4年

I tm名
ma:I>）））学士／理学療法士園事鼠験受験資格

［修業年数］4年⑫ 看震学科
位。10年自月文信料準省届出受理｝ 80名

ma:I>）））看霞師・保健闘国家鼠蹟受験資格※
（看讃師は全員、保健師は10；名程度の温択制）

困園田園 H・H・ H・ H・－－－

入試方涼 試厳目

公募推麓入院①
社会人入院① 10/31 （日）
特別特待生入試

公募推薦入試① 11/23 （火・祝）
公募推薦入院＠ 12/11 （土）
一般入試① 1/30 （日）
一般入試＠ 2/20 （日）社会人入試②

一般入試＠ 3/12 （土）

時間aよぴ肉曹は変更される場合がありますので、ホームページでご確聞ください．

出願期間

10/12 （火）～10/27 （水）

11/ 1伺）～11/19 （金）
11/24 （水）～12/ 7 （火）

1 /11 （火）～ 1/26 （水）

1/31 （月）～2/16 （水）

2/21伺） ～ 3/ 9 （水）

［専門学校1 http://www.morinomiya.ac.jp/ ［大学1 http://www.morinomiya-u.ac.jp/

校友会より 緯務担当：清水尚道

大阪府舗灸師会共催「学術講習会」に約150名

5月23日（日）、大阪府誠灸師会との共催で学術講習会が
専門学校本校舎7階講堂にて行われました。テーマは「刺舗
における医療事故」で、昨年発生した大阪・池田の医療過誤
事故を含めて、鋸灸師・法律家・医師それぞれの回線から解説
していただきました。マスコミも含めてショッキングな事件で
あり、刺舗の安全深度等、時宜を得た内容に、約 150名もの方々
が熱心に聞き入っていました。

平成22隼度校友会実涜会...JjEll4蹄1300嶋崎〈献で～

校友会で毎年実施している地域交流会を、今年�t9月19日、
近畿の各府県に拡大し、平城遷都1300年に沸く奈良で実
施しました。例年、乙の時期には少し秋の気配が感じられると
ころ、今年はまだまだ猛暑の名残りで、汗ばむなか、復元され
た朱雀門などを見学し、1300年前 の都を偲びつつ奈良を散
策しました。

図固因固

平成22年度�Rt·会は11月3日（水・祝）に開催いたします。
お忙しいとは存じますが、校友会会員の皆様、講師の先生
方、教職員、在校生が年に一度一堂に会するよい機会です。
是非ご参加ください．

また、当日は午前10時より、専門学校文化祭も開催され
ますので、学生たちと一緒に楽しんでください。

＆）平成22年11月3日（水・祝）午後17:30～19:30
a， ハイアツトリージエンシ一 大阪3F

リ ージェンシーポールJレーム
a) 1,000円（平成2詳度3月卒業の方財00円です）
※ご出席いただける場合は、同封の「出席はがきjを投函ください．

近年、校友会会員の皆様へお送りしている郵送物の
返送件数が多くなっています。転居・転勤・婚姻等で住所が
変わった方は、至急ご連絡をお願いします。また、同窓生等
で校友会報等が届いていない方がおられましたらご一報
ください。
※校友会ホームページの登録内容変更フォームからも変更内容を

送信するZとカ句能です。
＊連絡先：校友会事務局または専門学校事務局
Tel: 06 ・6976 ・6889
e-mail: koyukai@morinomiya.ac.jp

永きにわたって地域医癒に貢献されてきた校友会会員
の皆様を表彰したいと考えております．下記の要項にて
公募いたします。皆様、どうぞご応募ください。

eJ::)20年以上地域医療に貢献されてきた方
6ZI)20年以上にわたる地域醸の

活動状況を記した経歴書
※書式は自由です．※率業された期を必ず明記ください．

C1:lt 轟ノ宮医療学園糠会表彰委員会
ED 森ノ宮医療学園版会交流会（ 11月3日）
&:Pla 融会事務局清水

アネックス校舎・北側校舎内の1室は、校友会鋪灸室です。
昨年10月に旧緑橋校舎からアネックス校舎に移転し、名
前も改称いたしました。校友会会員の皆様に、貸し治療
室として利用していただくために、利用者を随時募集してい
ます。率業後の鋸灸治療の練習場所、プレ開業、あ るいは
出張 ・往診時の治療所としてもご利用いただけます。また、
校友会鋪灸室では開業や鋪灸業界についての簡単な相談
にも応じていますので校友会鋸灸室までご連絡ください。
なお 、鋸灸室の 利用は登録制です．詳しくはホームページ
(http://morinomiya 1973. web.fc2.com）をど覧ください。
食お問い合わせ先：管理担当06-6976・6000 伊藤圭人

長年、臨床にたずさわってこられた先生方へ

「引退jだけでなく、長年、治療をしてとられた治療院を
さまざまな理由から閉院を考えられるとき、心配事の1つと
なるのが、 閉院によって患者 さんたちが治療を受けられ
なくなるのでは…というととではないでしょうか。その対策
の1つとして、「治療院を信頼できる後輩舗灸師へ任せて
みる」乙とを校友会では提案しています。また将来設計に
ついての悩みやお考えも聞かせていただきたいと思って
おります。校友会担当が全国の先生方の治療院までうかが
いますので、どうぞ校友会までご連絡ください．
官公お問い合わせ先；校友会事務局06・6976・6889清水
e-mail: shimizu@morinomiya.ac.jp
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