
４）受験資格

いずれの試験も、以下の条件を満たしている場合に限り、試験を受けることができます。
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ません。
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り指示されたものに限ります。学生証は名札ケース等から取り出してください。

(5)時計は各自で準備してください。携帯電話を時計代わりに使用することはできません。

(6)時計のアラーム機能は解除してください。秒針の音がする時計や、計算機能計など時

計以外の機能が付いている時計は使用できません。
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ださい。
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ださい。

(9)試験中の物品の貸し借り、私語は禁止します。質問がある場合や体調不良が生じた場

合は、挙手してください。

(10)試験開始から30分後より退室できます。ただし、試験終了5分前以降の退室は認めませ

ん。

(11)原則として、試験終了後に問題用紙は返却しますが、問題用紙と解答用紙が一体とな

っている場合は、返却されないことがあります。

(12)試験終了後、解説または模範解答の掲示を行います。

(13)レポート試験については、決められた日時までに学生支援課に提出してください。提

出日時を過ぎたレポートは、原則として受理できません。

(14)不正行為が発覚した場合、該当科目の評価あるいはこの期の評価が全て取り消しにな

る場合があります。

①本人に代わって他人が試験を受けること。

②使用が許可されていないものを使用すること。

③携帯電話・スマートフォン・腕時計型端末などの電子機器を身に着けたり、手に持っ

ていること。

④他人の解答を写したり、他人に解答を写させたりすること。

⑤カンニングペーパーおよび所持品や机に試験に関連した内容を書き込むこと。

⑥解答用紙を提出しないこと、または試験会場外に持ち出すこと。

⑦監督者の指示に従わないこと。

⑧他の受験者の迷惑になる行為をすること。

⑨レポート試験の場合、他人が作成したものをコピーもしくは書き写して提出する、ま

た自分が作成したものを他人がコピーもしくは書き写すことを容認すること。

⑩上記①～⑨に準ずる行為

６）履修科目の合否通知

履修科目の合否通知は、開講科目について全て教育・研究審議会で確認された後、学生に

通知されます。

通知の方法は、ポータルサイトによるお知らせのほか、大学掲示板への掲示でも行います。

通知内容には、科目ごとに合格者の学籍番号が一覧で表示されています。

学生は速やかに自分の合否状況を確認し、不合格科目（否）のある学生は同時に発表され

る再試験の実施方法やスケジュール、事前の学習課題や補習等について把握してください。

なお、自分の履修科目について合否を確認せずに再試験の手続きを行わなかった場合は学

生の自己責任とみなされ、受験放棄となりその科目は不合格となりますので十分に注意して

ください。

５．成績判定

１）定期試験

成績は、筆記試験、レポートなど各科目で定められた評価方法を総合的に判断して判定さ

れます。その得点によって、100〜90点を「秀」、89〜80点を「優」、79〜70点を「良」、69

〜60点を「可」、59点以下を「不可」と評価し、「不可」は不合格となります。

ただし、科目によって点数化を行わない場合があり、その場合は「合」あるいは「否」と

評価し、「否」は不合格とします。

２）追試験

追試験による成績は、筆記試験、レポートなど各科目で定められた評価方法を総合的に判

断して判定されます。その得点によって、100～90点を「秀」、89～80点を「優」、79～70点

を「良」、69～60点を「可」、59点以下を「不可」と評価し、「不可」は不合格となります。

ただし、科目によって点数化を行わない場合があり、その場合は「合」あるいは「否」と

評価し、「否」は不合格となります。

３）再試験

再試験による成績は、60点を「可」、59点以下を「不可」と評価し、「不可」は不合格と

なります。

４）成績の通知と成績に関する問い合わせ

成績は、各学年の前後期終了の都度、保証人あてに郵送で通知します。通知内容は、既に

履修した科目の成績に当該学期の成績を追記した一覧表です。

成績に関する質問がある場合は、通知を受け取った日から１週間以内に「成績に関する問
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い合わせ書」(様式11号）を学生支援課に提出してください。回答は書面で行います。

なお、問い合わせが正当でない場合や口頭での問い合わせ、また期間を過ぎての問い合わ

せは、受け付けられません。

６．GPA（Grade Point Average）について

１）GPAの目的

天理医療大学では、2017(平成 29)年度よりこれまで開講した全科目において GPA
(Grade Point Average)制度を導入しています。GPAは、「秀」「優」「良」「可」「不可」

で成績を評定する科目について、評価内容に応じた GP（grade point）を付加し、各学期

の成績を平均で表すものです。それを用いて個々の学生の学期毎の成績の推移をみたり、

成績を比較したりする目的で使用します。また、個人 GPA は個々の学生に通知し、クラ

ス全体の GPA も開示しますので、以後の学修の方針を立てるときの参考にすることがで

きます。

２）成績評価基準と合格点

(1) 成績評価基準 … 成績評価基準は５段階制（秀、優、良、可、不可）です。

(2) 合格点 … 合格点は60点以上です。

【目標は「良」以上】

合格は60点以上ですが、これは合格と認められる最低の成績で、70点以上がその科目の

要求を満たす成績であると考えられています。「良」以上の成績を修めれば、その科目を理

解したという実感を得ることができるのではないでしょうか。

３）GPA制度について

(1) GP(Grade Point)について

５段階の成績評価（秀、優、良、可、不可）に各グレードポイント(Grade Point)がつ

きます。両者の関係を次のとおりとしています。

成績評価 秀 優 良 可

評価基準 100～90点 89～80点 79～70点 69～60点 59～0点 受験放棄他

不合格

不可

合格（単位修得）

(2) GPA(Grade Point Average)について

みなさんが履修した科目の成績評価として秀～不可までの５段階評価がつきますが、

５段階評価を４～０までのポイントに置き換え、履修した単位数を掛けたものがその

科目のポイント数になります。

さらに履修した全ての科目のポイント数を合計し、履修単位総数で割って平均を算

出したものが GPA(Grade Point Average)です。算出方法は次のようになります。

ポイント

□５段階評価ではなく、「合・否」で評価を行う科目は GPAの算定対象外です。

□履修登録を抹消しないまま放置した場合、その単位数が分母に加算されるため GPA は下

がります。受講放棄や試験放棄も同様です。

□不合格（不可）になった科目も再履修して単位が認定されれば、以前の評価に代わり最

後の成績評価を GPAに算入できます。

７．学籍

１）学籍番号

学籍番号は、入学時に各人に発行される番号です。在学中はもちろん、卒業後も大学に成

績等を照会する時に必要となります。

大学では、成績評価や個人確認は、学籍番号によって識別されますので、正確に記憶して

下さい。また、学籍の氏名は、入学手続き時に本人が届け出た住民票に記載されている氏名

です。本学が交付する書類はこれに基づいて処理されますので、氏名に変更が生じた場合は、

学生支援課まで必ず申し出て下さい。

２）学籍の異動

休学、復学、退学等の場合、学籍の異動が生じます。

(1)休学

学生は、病気その他やむを得ない事由により就学できない場合、学長の許可を得て休学

成績評価 秀 優 良 可

評価基準 100～90点 89～80点 79～70点 69～60点 59～0点 受験放棄他

GP 4 3 2 1 0 0

不可

合格（単位修得） 不合格

＝GPA
《履修登録した各科目のGP×その科目の単位数》 の総和

履修登録した全各科目の総単位数
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Ⅳ．学生生活に関すること

することができます。休学期間は当該年度以内としますが、特別の事由がある場合は１年

を限度として休学期間の延長を認めることがあります。ただし、休学期間は学則第７条に

規定する修業期間に算入されることに留意してください。

休学を希望する者は、チューターや学科長などとの面談を経て休学願を提出しなければ

なりません。休学願には本人および保証人の連署を必要とするほか、病気により休学する

場合は医師の診断書を添付しなければなりません。

(2)復学

休学者が復学する場合は、学長の許可を得た後、学年度当初に原学年、つまり休学時の

学年に復学することができます。復学を希望する者は、チューターや学科長などとの面談

を経て復学願を提出しなければなりません。復学願には保証人の連署を必要とし、病気に

より休学した場合は医師の診断書を必要とします。

(3)他学科への移籍

本学在学中は、他学科に転ずることはできません。

(4)退学

学生が、病気及びその他やむを得ない事由により退学するときは、本人と保証人が連署

した退学願を提出し、学長の許可を得なければなりません。

(5)除籍

次の事項に該当する者は、教育・研究審議会の議を経て学長が除籍を命じることができ

ます。

①所定の最長在学年数を超えた者

②所定の休学期間を超えてなお復学できない者

③長期にわたり行方不明の者

④正当な理由なく所定の期日までに学費等の納付を怠り、催促してもなお納付しない者

⑤性行不良で改善の見込みがないと認められる者

⑥本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者

８．学費

原則として、前期と後期に分けて、それぞれ所定の期日までに納付していただきますが、前

期と後期の一括納付も可能です。納付時期等については本学よりお知らせします。

なお、納付方法は原則として銀行振込となっています。銀行の振込控えを領収証に代えます

ので大切に保管してください。

所定の期日までに学費等の納付がなく、督促を受けてもなお納付しない場合は「除籍」とな

ります。止むを得ない事情によって、期日までに学費を納付できない場合は、必ずＡ棟事務室

（学生支援課）にご相談下さい。

なお、休学および退学時の学費については、学則第65条および第66条に基づいて対応します。
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