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第５回就職相談会　実施報告書
　去る 11 月４日（日）、本校舎４階教室を会場に、第５
回就職相談会を実施いたしました。
　今回は３年ぶりに文化祭と併行してではなく、単独で
の開催となり、学生の参加が危ぶまれたものの、同日、
走り幅跳びの池田久美子選手をゲストに松下美穂先生の
特別講義が行われたため、例年に比べて遜色ない参加者
となりました。
　現在、求人数に対して学生の応募が減って来ています。
今後、鍼灸・柔道整復業界を含め医療業界全体が目まぐ
るしく変動すると予想され、それに適宜対応できるよう
に求職に対する学生の意識をより把握することも必要と
なってきます。

　今回相談会においての問題点や反省点を踏まえ、求人
先と学生双方のニーズにより一層応えられるよう、レベ
ルアップを図っていきたいと思っています。

就職相談会実行委員会

20年度入試状況（2 月末現在）

【大学入試】19 年度は大学開学ということで前年 11 月末
日の文部科学省認可を受けて 12 月から翌年 3 月まで 7
回の入試を実施し、出願者計 1,091 名の中から 150 名の
1 期生が誕生しました。2 期生募集となる 20 年度は 9 月
の AO 入試を皮切りに 2 月初旬まで、公募推薦入試 3 回、
社会人入試・一般入試各 1 回を実施し、両学科合わせて
延べ 762 名の出願者を得ています。とりわけ鍼灸学科へ
の出願者数は昨年比で 3 倍近く伸びており、選抜により
さらに優秀な学生の入学が期待されます。
　出願者増の最大の理由は合計 10 回におよぶオープ
ンキャンパスの実施とその内容にあります。参加者は
１千名を超え、総勢 40 名を超える 1 期生有志たちが
後輩を迎えたい思いを持って、学生スタッフとして誘
導・受付からキャンパスツアー、体験実習での模範実
技、個別相談等で教職員をリードするほど意欲的に高
校生や保護者の皆さんと交流を図ってくれました。

【専門学校入試】２月末時点で 2 回の入試を残し、ほ
ぼ 20 年度の大勢が決まりつつありますが、鍼灸・柔
道整復両学科を合わせた出願者はおよそ 500 名（実数）
と昨年と変わらず横ばいです。再受験者や志望コース
の併願者数等を数えた出願者延べ数となると 700 名ほ
どになり、実質競争率は 2 倍強。大学開学がオープン
にされた昨年、一旦出願が低迷し、危機感を持った時
期もありましたが、大学開学後は上向きに転じ、競争
率もここ数年同様の倍率に戻るなど安定した様相を見
せています。鍼灸学科アドバンスコースに代わりス
タートした医療資格者入試も学内推薦を利用する本校
卒業生をはじめ有資格者の方たちに反響大でした。
　新入生を迎えると、春からはや 21 年度の入試に向
け様々な企画がスタートします。皆さん、ご協力をお
願いいたします。

求人情報
　現在、学校にいただいている求人について有資格者
募集を中心にピックアップしたものを掲載しておりま
す。就職・転職を考えていらっしゃる方は気軽にお問
い合わせください。学校紹介でいくと「断りづらい」「辞
めにくい」等を懸念されるかもしれませんが、そのよ
うなことは一切ありません。
　なお、優先的に急募扱いのものを掲載しています。
他にも常時 300件以上、求人募集が寄せられています。
条件等をご連絡いただければ探すこともできます。ま
ずは、ご連絡ください。

学生支援課

種別 募集資格 条件等
1 鍼灸／整骨院 鍼灸師 月給 160,000 円～

2 鍼灸／整骨院 鍼灸師　柔道整復師 月給 230,000 円～

3 クリニック 柔道整復師　あんまマッサージ指圧師 月給 180,000 円～

4 整骨院 柔道整復師　あんまマッサージ指圧師 月給 240,000 円～

5 鍼灸／整骨院 鍼灸師　あんまマッサージ指圧師 月給 190,000 円～

6 鍼灸／整骨院 学生アルバイト 時給 750 円～

7 整骨院 学生アルバイト 時給 1,000 円～

8 クリニック 鍼灸師　あんまマッサージ指圧師 月給 135,000 円～

9 クリニック 鍼灸師　柔道整復師　あんまマッサージ指圧師 月給 135,000 円～

10 鍼灸／整骨院 鍼灸師 月給 135,000 円～

11 鍼灸／整骨院 鍼灸師 柔道整復師 あんまマッサージ指圧師 月給 135,000 円～

12 鍼灸／整骨院 学生アルバイト 時給 850 円～

13 鍼灸／整骨院 鍼灸師 月給 150,000 円～

14 クリニック 学生アルバイト 時給 850 円～

15 鍼灸／整骨院 学生アルバイト 時給 750 円～

16 鍼灸／整骨院 鍼灸師 柔道整復師 あんまマッサージ指圧師
スポーツトレーナー 月給 180,000 円～

17 鍼灸／整骨院 鍼灸師 柔道整復師 あんまマッサージ指圧師 月給 130,000 円～

18 鍼灸／整骨院 鍼灸師　柔道整復師 月給 200,000 円～

☆問い合わせ先：学生支援課　川鍋 , 向山
　☎ 06-6976-6889, kawanabe@morinomiya.ac.jp

東洋療法学校協会第 29 回学術大会で小林英恵さんが発表
　去る 10 月 11 日、（社）東洋療法学校協会 第 29 回学術
大会（メインテーマ：統合医療―新たな医療を目指して
―）が吹田メイシアター（大阪・吹田市）で行われ、森
ノ宮医療学園専門学校鍼灸学科夜間部 3 年生 小林英恵
さんが研究成果を発表しました。
　タイトルは「鍼灸施術が月経困難症や月経周期に及ぼ
す影響―スポーツ選手の基礎体温を指標として―」。小
林さんはこの発表に向けて、松下美穂先生の指導の元、
女性アスリートにとって避けて通れない月経と鍼灸の関
係を明らかにしようと、スポーツ選手を対象にデータを
収集するなど研究を続けてきました。その成果に、本学
生はもとより他校の学生も熱心に聞き入っていました。

だんじり祭りだ ! いざ出陣⁉

10 月 7 日、岸和田だんじりを前にはっぴとぱっち、地下足袋に鉢巻き姿の中村允之先生（大
学准教授・専門学校講師／左）、外林大輔先生（専門学校柔道整復学科教員／右）。外林先生
はテーピングでもバックアップ！

入試事務局

「森ノ宮柔道整復卒後研修会 
論文集　No.2」発刊

　「森ノ宮柔道整復卒後研修
会」は、卒業生を中心とし
た会員発表や、講師の先生
による講演を通して技術と
知識の研鑽はもとより、会
員相互の情報交換を目的と
して発足し、今年で 5 年目
を迎えます。
　本年度も、これまで開催
してきました研修会の実績
を論文集として残していくべく、「森ノ宮柔道整復卒後
研修会 論文集 № 2」を発刊いたします。会員による論
文に加え、19 年度卒業論文から特に興味を引く 2 題を
掲載しております。
　有益な情報満載の論文集を多くの方にご活用いただけ
ればと考えております。論文集希望、入会についてのお
問い合わせは、下記担当までお願いいたします。
☆問い合わせ先　
　担当：教務部 柔道整復学科　外林、伊黒　
　☎ 06-6976-6889　　　　　　　　
　E-mail：sotuken@morinomiya.ac.jp

「第1回　森ノ宮柔道整復学術集会」
5月11日、開催決定！

　柔道整復学科が設立されて 8 年が経過します。卒業
生を中心に発足した森ノ宮柔道整復卒後研修会を開催
してきましたが、これまで積み重ねてきた成果を学術
集会という形で発展させ、学術の向上と情報交換の場
の拡大を目指して、「第 1 回　森ノ宮柔道整復学術集
会」を実施することになりました。
　会員の発表に加え、教育講演も予定しており、森ノ
宮医療学園専門学校と卒業生、さらに在校生との情報
交換の場としてはもちろん、卒業生の研究内容や、貴
重な臨床経験を聞くことのできるよい機会です。また、
本集会を通じて、森ノ宮医療学園の発展、柔道整復業
界全体の発展に貢献して行きたいと考えております。
卒業生に限らず、在校生からも多くの方の参加をお待
ちしております。
開催日程：2008 年 5月 11日（日）
時　　間：11：00 ～ 15：00
会　　場：森ノ宮医療学園専門学校 7 階講堂
参 加 費：会員･卒業生1,000円、一般3,000円、学生無料
◆教育講演
　「TFCC（三角線維軟骨複合体）損傷（仮）」
　　関目病院リハビリテーション科リハビリ担当主任 大森淳次先生
　「後療法について考える（仮）」
　　森ノ宮医療学園専門学校　柔道整復学科　川畑浩久先生
☆問い合わせ先　担当：教務部 柔道整復学科伊黒、外林
　☎06-6976-6889　E-mail：sotuken@morinomiya.ac.jp

森ノ宮柔道整復卒後研修会

森ノ宮柔道整復卒後研修会主催


