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ホームページでは様々な動画を掲載しています！

森ノ宮医療学園　校友会

　既にいくつかの勉強会・セミナー等の学術系動画を掲
載しておりますが、8月には新たに校友会勉強会で人気の
お世話人、本学非常勤講師の木塚敬生先生によるスト
レッチ『スタティックストレッチング』を掲載しました。

今後は学術系動画に加え、内輪受けに留まらないグ
ローバルにツイートしていただける動画も掲載していきた
いと考えています。会員の皆様からの情報提供をお待ちし
ています！　

 

優秀賞 昼間コース 宮本  旬子
 夜間コース 新田  耕三
 午前コース 上田  悠加
 午前コース 宮下  真菜
 昼間コース 祝　  美嘉
 昼間コース 大江  耕平

皆勤賞 昼間コース 大橋  睦美
 昼間コース 北尾  法子
 昼間コース 中山  和美
 昼間コース 堀　  正彦
 夜間コース 西山  あい
 夜間コース 矢田  梓恩
 午前コース 宮下  真菜
努力賞 昼間コース 三木  翔太
 夜間コース 西山  あい
 午前コース 奥村　  将

みどりの風賞 午前コース 松﨑  光希
 昼間コース 大江  耕平
 夜間コース 西山  あい

学校表彰 クラス 氏　名

最優秀賞 夜間コース  矢田 梓恩
団体及び業界からの表彰 クラス 氏　名

 午前コース 平田  笑子
 昼間コース 祝　  美嘉
 昼間コース 堀　  正彦
 午前コース 新木 夕可里
 昼間コース 上野 奈々絵
 昼間コース 中渡瀬 智子
 午前コース 松﨑  光希
 昼間コース 小嵜  英治

東洋療法学校協会会長賞
日本鍼灸師会賞
全日本鍼灸マッサージ師会会長賞
全日本鍼灸学会会長賞
大阪府鍼灸師会会長賞
大阪府鍼灸マッサージ師会会長賞
職業教育・キャリア教育財団賞
大専各賞

鍼灸学科

氏　名賞　名

全日本鍼灸学会会長賞 内田 裕一朗
鍼灸学系大学協議会会長賞 光  　健志
全日本鍼灸マッサージ師会会長賞 阪本  怜奈
大阪府鍼灸師会会長賞 上村  優衣
大阪府鍼灸マッサージ師会会長賞 石原  大輝

最優秀賞 田村 未来

鍼灸学科

氏　名賞　名

日本理学療法士協会会長賞 山下 なのは
全国リハビリテーション学校協会優秀賞 平井  沙弥

最優秀賞 辻　 歩高

理学療法学科

氏　名賞　名

日本私立看護系大学協会会長賞 井上  未結
大阪府看護協会会長賞 浪切  奈々

最優秀賞 原田 葉奈

看護学科

氏　名賞　名

日本作業療法士協会優秀学生賞 細川  真由
大阪府作業療法士会会長賞 宮下  湧毅
全国リハビリテーション学校協会優秀賞 曽根  里美

最優秀賞 川﨑 胡桃

作業療法学科

氏　名賞　名

日本臨床衛生検査技師会会長賞 栗  　千尋
大阪府臨床検査技師会会長賞 平松  　歩

最優秀賞 橘髙 捺実

臨床検査学科

氏　名賞　名
大阪府助産師会会長賞 森脇  愛絵

助産学専攻科

優秀賞 アドバンスコース 山崎　  拓
 夜間コース 熊田  侑毅  

皆勤賞 アドバンスコース 石上  一友
 アドバンスコース 大木　  晃
 アドバンスコース 大西  朋芳

努力賞 昼間コース 館坂  佳菜
 昼間コース 前川  陽希
 夜間コース 中原 利志子

みどりの風賞 アドバンスコース 久保  龍雅
 アドバンスコース 塔野  優生

学校表彰 クラス 氏　名

最優秀賞 昼間コース  中西 勇貴
団体及び業界からの表彰 クラス 氏　名

 アドバンスコース 白石 ひなた
 昼間コース 山本  翔也
 アドバンスコース 大谷  勇人
 夜間コース 榊　  直人
 アドバンスコース 大木　  晃
 夜間コース 白井  孝英
 昼間コース 角田  大介

大阪府知事賞
全国柔道整復学校協会賞
日本柔道整復師会会長賞
日本柔道整復接骨医学会会長賞
大阪府柔道整復師会会長賞
職業教育・キャリア教育財団賞
大専各賞

柔道整復学科

 段位 クラス 氏　名
      初段 アドバンスコース 奥野  莉瑠
      初段 アドバンスコース    百山  敏裕
      初段 夜間コース 大原  和貴

柔道精励賞

学　科 氏　名

鍼灸学科 岡本 　　礼
理学療法学科 山口  天音
看護学科 友利  桃香
作業療法学科 中西  朱花
臨床検査学科 前田  香里

優秀賞優秀賞

 午前コース 希吉日格日勒鍼灸学科

 アドバンスコース 古橋 崇志

学科 クラス 氏　名

校友会会長賞校友会会長賞

柔道整復学科
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