
1. 学生の修学に関する支援 
１）担任・チューター制度 

各学科では担任・チューター制度等を採用しています。いずれも、学業のみならず学生生活全般に

わたる問題の相談に応じます。課外活動や将来の進路および休退学等、個人的な問題についても、

遠慮なく気軽に相談して下さい。 

 

２）オフィスアワー 

「オフィスアワー」とは、教員と学生がコミュニケーションを取るために設けられた時間です。授業内

容についての質問はもちろん、教員との親交を深める時間として大いに利用して下さい。教員によっ

てオフィスアワーにあてる時間が異なります。シラバスや MORIPA、または各教員へ直接確認の上、活

用下さい。 

 

３）学修支援センター 

学修支援センターは、学生への総合的な学修相談および学修指導等の支援を行い、本学の学修

教育の充実を図ることを目的としています。 

学生のみなさんが、それぞれの国家試験、および教員採用試験に合格できるよう、学修支援センタ

ーは各学科と連携・協力しあいながら全学生を対象にサポートします。 

入学してからレポートの書き方がわからない、勉強の仕方がわからない、また国家試験対策勉強の

アドバイスが欲しい等、学修面で戸惑った際は学修支援センターを活用して下さい。 

講座等の開催時間や担当者については、掲示板またはイーストポート１階学生支援室にて確認し

て下さい。 

 

４）奨学金制度 

本学では下記の奨学金制度を取り扱っています。奨学金に関する連絡事項はすべて奨学金掲示板

を通して行います。詳細は学生支援室へ問い合わせて下さい。 

 

１．森ノ宮医療大学独自の奨学金制度（給付型） 

この制度は、入学試験結果において優秀な成績を修めた者や学業ならびに成績が優秀でありながら、

経済的理由により修学を継続することが困難な学生に奨学金を給付し、学業の継続を支援するもので

す。 

名称 対象学科・学年 給付金額 

入学時成績優秀者
奨学金 

全学科受験生 

年間 100 万円 
※一般入試前期（3 科目型）に合格した保健医療学部全体の成績上

位者 5 名程度以内 

※原則 4 年間給付（毎年度末に審査あり） 

スポーツ特別奨学
金 

鍼灸学科受験生 
入学金 25 万円、授業料の一部 30 万円 
※スポーツ AO 入試に合格した者 

※原則 4 年間給付（毎年度末に審査あり） 

ひとり住まい支援奨
学金 

全学科入学生 

20 万円（入学年度 1 回のみ給付） 
※公募推薦入試前期および一般入試前期（3 科目型）に合格した各

学科の成績上位者 5名程度以内（該当者へは通知済み）で入学後

にひとり住まいをする者 

成績優秀者給付奨
学金 

全学科 2～4 年
生 

学業成績（前年度末の GPA）により、給付額（20 万円と 10
万円の 2 段階）を決定 
※各給付金額につき各学科各学年 2 名（作業療法学科は各学年 1

名）以内 



キャリア活用社会人
給付奨学金 

全学科満 25 歳
以上で入学した
2～4 年生 

30 万円（3 名程度）  
※対象となる方に一部制限がありますので、詳細は学生支援室へ問

い合わせて下さい。 

森ノ宮医療大学教
育ローン利子補給
奨学金 

全学科 2～4 年
生 

本学の指定する教育ローン会社等より融資を受けた者に対
して、学生納付金相当額の在学中における借入金に係る
当該年度の利子相当額（千円未満切捨）とし、5万円を上限
とする（6 名程度） 

森ノ宮医療学園ファ
ミリー奨学金 

全学科入学生 10 万円（入学年度１回のみ給付） 

応急支援授業料減
免制度 

全学科在学生 当該年度の授業料の 2 分の 1 相当額を給付 

 

※上記以外に給付要件および選考基準（学業成績・家計基準等）等があります。 

※給付を受けるには、書類の提出および審査があります。本学の他の奨学金との重複は認められませ

ん。 

※在学中の年度ごとの学業成績や家庭経済の環境変化等により、各規程で定めている条件に満たない

場合は、給付が中止あるいは取り消しとなり、給付された金額の返還を求めることがあります。 

※詳細は各奨学金申請時に配布している規程にて確認して下さい。 

 

２．日本学生支援機構奨学金 

＜貸与型＞ 

日本学生支援機構「貸与奨学金」は、返還義務のある奨学金です。経済的理由により修学に困難があ

る優れた学生および生徒に対し、学資として貸与されます。 

貸与奨学金種類 貸与月額 

第一種奨学金 
（無利子） 

2017 年度 
入学生まで 

【自宅通学者】30,000 円・54,000 円 
【自宅外通学者】30,000 円・64,000 円 

2018 年度 
入学生から 

【自宅通学者】20,000 円・30,000 円・40,000 円・54,000 円 
【自宅外通学者】20,000 円・30,000 円・40,000 円・50,000 円・64,000
円 

第二種奨学金 
（有利子） 

20,000 円～120,000 円の中から選択 

 

＜給付型＞ 

 日本学生支援機構「給付奨学金」は、意欲と能力のある若者が経済的理由により進学および修学の

継続を断念することのないよう設けられた、原則として返還義務のない奨学金です。 

採用年度 給付金額 

2017 年度から 2019
年度までに採用され

た者 

【自宅通学者】30,000 円 
【自宅外通学者】40,000 円 

2020 年度に 

採用された者 

【自宅通学者】 
38,300 円（第Ⅰ区分）・25,600 円（第Ⅱ区分）・12,800 円（第Ⅲ区分） 

【自宅外通学者】 
75,800 円（第Ⅰ区分）・50,600 円（第Ⅱ区分）・25,300 円（第Ⅲ区分） 

※給付金額は世帯の所得金額に基づく区分に応じて決定されます。 
※生活保護を受けている生計維持者と同居している人及び児童養護施設等
から通学する人は、選択できる金額が異なります。 

※前年の所得金額等に基づき、毎年度 10 月に区分（支給額）が見直されま
す。 

※詳細は、日本学生支援機構ホームページあるいは学生支援室まで問い合わせて下さい。 

※日本学生支援機構推薦基準により審査の上、適格者を推薦します。 

※第一種奨学金を受けている人が、2020 年度に給付奨学金に採用された場合、第一種奨学金で選択 

できる貸与月額が制限されます。 



※2020 年度に給付奨学金に採用された場合、国の授業料減免制度も同時に受けることができます。 

※学校が行う説明会には必ず出席し、提出を求められる書類等は必ず期限までに提出して下さい。 

※期限までに提出しない場合は採用取消や廃止となる可能性がありますので、注意して下さい。 

※提出した書類の返却はできませんので、本人控または写しを必ず保管して下さい。 

 

３．教育ローン 

森ノ宮医療大学と三井住友銀行グループとの提携教育ローン 

三井住友銀行 問い合わせ先：三井住友銀行 梅田支店 教育ローン係 TEL：06-6315-1122 

セディナ学費ローン 
問い合わせ先：セディナ カスタマーセンター TEL：0120-686-909 

URL：https://www.cedyna.co.jp/loan/alliance/tuition/ 
 

森ノ宮医療大学と滋賀銀行との提携教育ローン 

ジャストサポート提携型 
（教育資金） 

問い合わせ先：滋賀銀行クレジットセンター TEL：0120-889-201 

 

森ノ宮医療大学とオリエントコーポレーションとの提携 

オリコ学費サポートプラン 
問い合わせ先：株式会社オリエントコーポレーション 学費サポートデスク  

TEL：0120-517-325 

URL: http://www.orico.tv/gakuhi/login.php 
 

森ノ宮医療大学とジャックスとの提携 

ジャックス悠裕プラン 
問い合わせ先：株式会社ジャックス・コンシュマーデスク TEL：0120-338-817 

URL：http://www.jaccs.co.jp/yuyu/ 
 

その他 

日本政策金融公庫 
「国の教育ローン」 

問い合わせ先：国民生活金融公庫 教育ローンコールセンター TEL：0570-008656 

URL: https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/ippan.html 

※対象者・融資額等の内容は異なります。詳細については、各問い合わせ先やホームページ等に

て確認するか、学生支援室まで問い合わせ下さい。 
 

 

2.学生の進路選択に関する支援 
１）基本方針 

本学の就職支援の基本方針は、個々の学生の個性と就職志望先に即した就職指導と、それに基づく

医療系の施設・機関の就職先開拓、および就職斡旋を行うことを主としています。 

 

２）キャリアサポートプログラム 

皆さんの卒業後の進路には、医療を学んだ者に与えられる魅力溢れる仕事があります。多くの選択肢

からベストな未来（キャリア）を選ぶためには、あらゆる可能性に目を向け、4年間の教育で得た知識や技

能を使って、社会にどう貢献できるのか、どんな働き方をしたいのか、自己分析をしてキャリアデザインを

考える必要があります。 

学生支援室では、皆さんが将来の方向性を見出すことができるよう、様々な角度からサポートを行っ

ています。学年に関わらず、気軽に立ち寄って利用して下さい。また、キャリア支援に関する案内等は掲

示板・MORIPA・求人検索 NAVI にて行いますので、各自確認するようにしましょう。 

 

①個別指導の強化 

全学年を対象に個別進路相談を受け付けています。学生支援室員・キャリアカウンセラーにより、



自分の適性、進路選択、就職活動、選考試験に関する相談や履歴書・エントリーシートの添削、模

擬面接練習等についてサポートしています。キャリアカウンセラーによる面談予約は求人検索 NAVI

にて受け付けています。 

 

②求人情報検索 

本学に届いている求人に関する情報は、下記で確認することができます。 

（１） 学生ホール（イーストポート 1 階）の求人票ファイル 

各施設から届いた求人票や施設パンフレット、勉強会の案内等をファイルにまとめ、設置して

います。 

（２） MORIPA の求人情報検索 

MORIPA の求人情報検索機能より本学に届いている医療職に関する求人情報や過去の採

用試験（筆記試験・面接試験）情報を閲覧することができます。3・4 年生は「JOB GUIDE 

BOOK」で詳細を確認することもできます。 

＜MORIPA の利用方法＞ 

① 下記 QR コードの読み取り、もしくはアドレスを入力してアクセスして下さい。 

【スマートフォン版 QR コード】 
 
 
 
 
 
 

【PC 版アドレス】 https://portal.morinomiya-u.jp/up/faces/login/Com00505A.jsp 

【スマートフォン版アドレス】 https://portal.morinomiya-u.jp/up/up/co/smartphone/login.jsp 

②「就職」欄から「企業求人検索」を選択し、企業名称もしくは求人職種、勤務地を検索すると、

求人票や過去の採用試験情報を閲覧することができます。 

（３） 求人検索 NAVI 

本学に届いている医療職をはじめ、教員や企業等の求人情報を業種・職種・勤務地等の希

望条件を入力し、検索することができます。下記の利用方法に従って登録し、最新の情報を確

認するようにしましょう。3・4 年生は「JOB GUIDE BOOK」で詳細を確認することもできます。 

＜求人検索 NAVI の利用方法＞ 

①右記 QR コードの読み取り、もしくは下記アドレスからアクセスして下さい。 

アドレス http://www2.kyujin-navi.com/gakugai 

②次の項目を入力し、【ログイン】をクリックして下さい。 

►ユーザー名：morinomiya 

►学籍番号：自分の学籍番号 

►パスワード：初期値の生年月日西暦 8 桁 

③「初期登録」→「►会員登録・変更」から会員登録（初期設定）をすると、求人票の検索・閲

覧、キャリアガイダンス・個人面談の予約ができます。 

 

３） JOB GUIDE BOOK 

全学年を対象に JOB GUIDE BOOK を配布しています。大学生活の過ごし方や就職活動のポイン

ト等、キャリアに関する情報が各学年に合わせて詳しく書かれていますので、参考にして下さい。授

業やガイダンス等で使用しますので、大切に保管しておきましょう。 



４） キャリアガイダンス 

皆さんの就職活動に役立つ自己分析講座、マナー講座、履歴書や小論文の書き方講座等、様々

な講座を実施しています。低学年から参加できますので、積極的に参加し、スキルアップに繋げまし

ょう。 

 

５） キャリア支援セミナー 

教育後援会協力のもと、医療、スポーツ等、各業界の最前線で活躍されている著名人の講演会を

実施しています。 

 

６） 学内就職説明会 

教育後援会協力のもと、求人先の医療施設や企業等を本学に招き、就職説明会を実施していま

す。施設の概要や現場で活躍されている方のお話を聞くことができ、就職に関する情報収集の場と

なっています。 

 

７） 卒業生による就職相談会 

本学卒業生を招き、入職を決めた理由や仕事内容、職場の雰囲気等を聞くことができる就職説明

会を実施しています。 

 

３．心身の健康等に関する支援 
１）健康管理センターについて 

健康管理センターでは、充実した学生生活が送れるように、「からだ」と「こころ」の両面をサポートしま

す。急病対応・怪我の処置、健康相談、メンタルヘルス相談、カウンセリング、学生保険「Ｗｉｌｌ」への対

応、感染症対策等を実施しており、また禁煙、ＤＶ、ハラスメント等の相談も受け付けます。気軽にイー

ストポート１階健康管理センターまで来て下さい。健康管理センターには、医師・看護師・カウンセラー

がいます。 

 

２）急病対応・応急処置 

ケガをしたとき・急病のとき・体調が悪いときは健康管理センターの医務室を利用して下さい。医師・

看護師等が対応します。必要な場合は医療機関の紹介をしています。 

受付場所 受付時間 場所 

健康管理センター窓口 月～金 9：00～18：00 医務室 

※急病の際は、ご家族の方にお迎えに来ていただくことがあります。 

※急病の際は、病院へ教職員が付添い、タクシー搬送することがあります。タクシー代金は原則学生

負担となります。 

 

３）学生相談 

大学生活や学業についての相談は日頃よりクラス担任やチューターの教員が対応しますが、学生支

援室および健康管理センターでも、健康や進路のこと、その他大学生活全般に関わることについての

相談を受け付けています。また、個人的な悩みやストレスに関するカウンセリングも行っています。プラ

イバシーに関しては十分配慮し、守秘しますので安心してお話し下さい。相談・カウンセリングを希望す

る場合は、学生支援室・健康管理センターに申し込みをして下さい。カウンセリング予約方法は「Ⅺ. ヘ

ルスプロモーション（「からだ」と「こころ」の健康づくり）」の「２．健康管理センター利用について」の頁を



参照して下さい。 

また、24 時間電話健康相談サービス・メンタルヘルスのカウンセリングサービスを設置しています(外

部委託)。相談内容は学生本人の許可なく大学に情報提供されることはありませんので安心して利用し

て下さい。詳細は学生支援室に配置しているパンフレットを参照して下さい。（電話番号 0120-718998） 

（１）カウンセリング 

カウンセリングは予約制です。予約は健康管理センター窓口・予約専用電話・予約専用メール・学

生相談申込みポストで受け付けをしています。 

＜予約方法＞ 

平日（月～金）9：00～18：00 のみ以下の方法で受付けます。 
※電話・メールは予約専用です。電話・メールでの相談は受け付けていません。 
予約方法 受付場所等 

直接予約 健康管理センター窓口 
予約専用電話 電話受付 080-9454-2281 
予約専用メール メールアドレス kenkoukanri@morinomiya-u.ac.jp 

【件名】学生相談申込み 
【本文】①氏名 ②学籍番号 ③連絡先（電話番号・メールアドレス） 

 ④カウンセリング希望日時（第 3 希望まで記入） 
 
※事前に「kenkoukanri@morinomiya-u.ac.jp」からのメールが受信可能
な状態にしておいて下さい。  

※返信は、大学開館日（土曜日除く）の平日 9：00～18：00 に行います。
また、申し込みをされてから２～３日後の返信となる場合があります。 

学生相談申込みポスト 『学生相談申込用紙』に相談内容を記入し投函すれば健康管理センターよ

り予約日時等の連絡をします。 
 

（２）その他 

 受付場所 受付時間 場所 

健康相談 

メンタルヘルス相談 

その他 

健康管理センター窓口 月～金  9：00～18：00 
健康管理センター 

相談室 他 

学生保険（Ｗｉｌｌ） 健康管理センター窓口 月～金 9：00～18：00 健康管理センター 

匿名電話相談 電話受付 080-3901-9135 月～金 9：00～18：00 電話対応 

 

（３）24 時間「からだ」と「こころ」の健康ホットライン(外部委託) 

 対応 受付時間 受付場所 

健康相談 

応急手当の方法 

医療機関の紹介 

電話 24 時間・年中無休 

 

電話番号 0120-718998 

 

悩み 

ストレス 

電話 9：00～22：00 年中無休 電話番号 0120-718998 

Ｗeb 24 時間・年中無休 

ログイン方法は学生支援室

に配置しているパンフレット

を参照 

※プライバシーは厳守され、相談内容を学生本人の許可なく大学に情報提供されることはありません。 

 



（４）ハラスメント相談窓口(外部委託) 

電話・Web による外部相談窓口を設けています。詳しくはオリエンテーション時配布のパンフレットを

ご確認ください。 

 

（５）悪徳商法、破壊的カルト等 

学生支援室・クラス担任・カウンセラーが相談に応じています。 

 

 

４）学生保険 「Ｗｉｌｌ 3DＸ」について 

学生生活を送るにあたって、事故やケガがないように注意することは当然であり、大切なことです。 

しかし、万一事故が発生した場合に備えて、大学では全学生を対象とした日本看護学校協議会共済

会「Will 3DＸ」に加入しています。この保険は、自身の傷害事故に加えて、実習先を含む 24 時間の賠

償事故、さらに実習中の微生物による感染事故にも対応する医療系学生のために創られた補償制度

です。詳細は、Will パンフレットを参照して下さい。 

次のような事故は保険の対象となりますので、必ず担任・チューター及び健康管理センターに連絡を

して下さい。 

【給付対象となる事故】 

・ 急激かつ偶然な外来の事故によるケガ（国内外 24 時間補償） 

・ 偶発的事故によって、他人にケガをさせたり、他人の物を壊してしまった場合（国内外 24 時間補

償） 

・ 臨地・臨床実習先における感染事故（針刺し・接触感染・飛沫感染他） 

・ 対象となる感染症に罹患した場合（国内外 24 時間補償） 

・ その他 

 

 

５）附属クリニック・附属鍼灸施術所の利用について 

（１）附属クリニックの利用（みどりの風クリニック／場所：大阪市東成区中本 3－15－18） 

学園の附属クリニックでは、内科、整形外科等の診療を行っています。 

（２）附属鍼灸施術所の利用 

本学の附属鍼灸施術所（ウエストポート１階）で治療を受ける場合、鍼灸施術所の受付で学生証を提

示することによって治療費の一部が減免されます。 

 

 
※ 本学では上記の内容について『学生手帳』等に掲載・告知し、学生の修学支援を行なっています。 

 

 


