
Ⅰ．学生へのメッセージ



天理医療大学での学びに向けて

理事長 奥村 秀弘

2012(平成24)年4月に開学した学校法人天理よろづ相談所学園天理医療大学

(医療学部 看護学科・臨床検査学科）も8年目を迎えました。

今春、第4期生の94名を卒業生として輩出することができ、公益財団法人天

理よろづ相談所病院をはじめとする全国各地の医療機関で医療人の第一歩を踏

み出してくれました。

２月に臨んだ国家試験では、両学科とも高い合格率を達成してくれており、

これからは、それぞれが天理教の信条教育に培われた「ひのきしん」の精神を

持って各々の職場で活躍してくれることを期待しています。

本学は、前身の天理看護学院ならびに天理医学技術学校から「人に尽くすこ

とを自らのよろこびとする」という教育理念と実績を受け継いでおり、今後も、

天理教の信条教育の実践と人格の陶冶に努め、より質の高い看護師・臨床検査

技師の育成に邁進する所存です。

また、本学の設立母体である天理よろづ相談所病院『憩の家』は、身上事情
み じよう

に苦しむ人々の「からだ」「こころ」「くらし」をサポートするため昭和41年に

設立され、以来50年以上にわたり、広く病む人の憩いの場となるべく「笑顔と

親切」をモットーに全人的包括的な医療を提供し、最新の医療機器設備のもと、

高度先進医療を提供できる地域の基幹病院として評価を得ているところです。

このような立派な病院で看護・臨床検査の実習をできることは本学の誇りで

あり、学生にとっても最良の学びの場であります。

学生諸君は優れた環境の中で4年間悔いのない充実した学生時代を過ごされ

ることを心から願っています。



学生諸君へ

学長 吉田 修

「人に尽くすことを自らのよろこびとする」という本学の理念には、大変深

い意味があります。「人に尽くす」ということは、人間がこの世に誕生して以

来の根本的な哲理と言えます。なぜならば、人間は一人では生きていけず、社

会があってはじめて生きていけるからです。そしてそれを「自らのよろこびと

する」ことは、われわれが望み得る最高の境地と言えるでしょう。そこに到達

するのは至難の業だと思います。しかし、あきらめてはなりません。この理念

を常に心に留め置くことからはじめましょう。とくに医療従事者を目指す皆さ

んが生涯の信条とすべきことです。

人の一生は歓喜の連続ではありません。生老病死は必然であり、それを四苦

とも言いますが、避けて通ることはできません。医療はそのいずれにも関わり

これらの苦しみを時に癒し、時に和らげ、時に慰めます。そのために医療人に

は深い人間理解が必要です。皆さんは専門的な学習にのみに追われることなく、

基本的な幅広い教養を身に付けるように心がけ、人間理解を深めてください。

大学では専門的知識や技能を修得しますが、それを向上させるためにも、さら

に人間として大きく成長するためにも必要なのはこの幅広い教養です。

皆さんは大学へ入るまでは受身の学習をしてきました。しかし、大学でぜひ

とも身に付けて欲しいのは、自ら主体的に学習を進める自己主導型学習です。

また本学は皆さんに、自分の行為を規制し、自分の立てた規範に従って行動す

る「自律」を強く望みます。

この美しい「青垣の聖地」での皆さんの学生生活が、明るく、楽しく、そし

て実りの多いものとなるよう心から願っています。



天理教について

公益財団法人 天理よろづ相談所

天理教は、教祖（「おやさま」と称す）中山みき様の口を通して啓示された

親神天理王命の御教えであり、天保9年10月26日（西暦1838年）、現在の奈良県

天理市三島町（天理教教会本部）に初まる。

原典は、教祖自ら書き記した「おふでさき」と自ら教えられたおつとめの地

歌「みかぐらうた」そして教祖が取り次いだ親神様の口実筆記「おさしづ」で

ある。

親神様は、「人間が互いに助け合い睦み合う陽気ぐらしするのを見て、共に

楽しみたい」との神意からこの世人間を創造された。

その最初に人間を宿し込まれた「ぢば」の地点を定め、その上に人間創造の

証拠として「かんろだい」を据え、そこに親神天理王命の神名を授け、ここが

全ての御守護の根源であり信仰の中心である。

親神様は、人間創造の時の「からだは神のかしもの、心一つが我の理」との

思召により、心通りの守護を約束された。そしてまた「せかいぢういちれつわ

みなきよたいや たにんとゆうわさらにないぞや(おふでさき13号43番)」と教

えられる。

ゆえに、人間お互いは「きょうだい」として互いに助け合い睦み合う陽気ぐ

らしすることがその存在目的であり、日々借り物である身体を元気に使えるこ

とを感謝してその喜びを行動に表わすことが求められる。この生かされている

喜びを行動に表わすことを「ひのきしん」と教えられる。そしてこの日々生か

されて生きている喜びを味わい、それを行動に表わして、世の為、人様の為に

尽くすことが、人間の親である親神様へのご恩報じになると説かれる。

天理教では、この御教えを信条信念として教育する学校施設を幼稚園から大

学院まで整え、世界各地にも学校や文化施設及び福祉施設なども多く有して活

動を展開している。また医療面に於いても公益財団法人天理よろづ相談所の下

で医療活動を行い、これまでには日本国内では災害時の医療隊派遣や海外では

ラオスやコンゴ・ブラザビル等の国の医療の発展にも貢献している。

こうした活動は、全て天理教の信条教育を通して社会に有為な人材を育てあ

げることを目的としている。

西の空から見た教会本部棟（中央）と天理よろづ相談所





Ⅱ．教育の基本姿勢



第１．教育理念
本学は、「人に尽くすことを自らのよろこびとする」という天理教の信条教育を基調とし

て、専門領域のみならず社会人としての豊かな知識を持ち、真摯に科学する精神に裏打ちさ

れた医療に関わる専門性の高い技術や研究する能力を備え、人に対する深い愛情と自分を律

する謙虚な心を持つ者を育成することを理念としています。

第２．ディプロマ・ポリシー（卒業認定に関する方針）
本学では、所定の単位を修得し、以下に到達した学生に学士の学位を授与します。

１．豊かな人間性、高い倫理観とプロフェッショナリズムを持って行動できる。

２．良好な人間関係を築くためのコミュニケーション能力を身につけている。

３．看護学あるいは臨床検査学の専門性の高い知識と技術を持ち、それらを総合的に活用で

きる思考力・分析力を持っている。

４．医療チームの中で専門性を発揮するための自律する力とチームの力を引き出すための協

働する力を兼ね備えている。

５．常に学習し、医療の中で直面する課題を真摯に科学する心を持って探究する力を身につ

けている。

第３．カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成及び実施に関する方針）
本学の教育理念およびディプロマ・ポリシーに基づいて、以下の基本方針で教育課程を編

成・実施します。

１．豊かな人間性、高い倫理観とプロフェッショナリズムの育成

ひとりの社会人であると同時に医療のプロフェッショナルとなるためには、人を愛し、深

く理解し尊重する姿勢やプロフェッショナルとしての自覚・意識を持つことが必要です。

豊かな人間性を育むために、生命、宗教、法律、身体、心理などさまざまな角度から人の

営みを伝える科目群を通して、いのちの尊厳、人間の理解を深め、社会を知るための教育を

行います。これらの科目は、講義と小グループでの演習を基本とし、講義で学んだ知識を基

盤に、他者の考えを聴き、自分の意見を伝えることで、人間と社会について基本的な知識を

学べるようにします。

また、高い倫理観とプロフェッショナリズムを育むために、医療の分野に関わる社会のし

くみとそこで働く人々を深く理解し、そこで活躍するプロフェッショナルとしての社会的な

責任や守るべき規則を学習できるようにします。総合基礎科目で基本的な考え方を学び、専

門科目で看護学あるいは臨床検査学それぞれの学問領域における倫理的課題や科学的根拠に

基づいた看護技術・医療技術を学び、臨地実習や研究活動を通して体験的に学習できるよう

に教育します。

これらの学修成果は、筆記試験、レポート試験、実習中の行動・態度・姿勢などで評価し

ます。

２．良好な人間関係を築くためのコミュニケーション能力の育成

社会人として社会の中で働くということ、そして「人に尽くす」ことの意味を理解して行

動するためには、他者との良好な関係をつくることができるコミュニケーション能力が不可

欠です。初年時教育として、学生間のコミュニケーションからさまざまな年齢層の方とのコ

ミュニケーション、医療者とのコミュニケーションへと発展させながらコミュニケーション

を段階的に学習できるようにしています。

また、社会では、立場や年齢などの異なる人々と関わることが多く、医療現場では、多職

種と協働する力も必要です。その力を高めるため、看護学科と臨床検査学科という異なる２

つの専門領域の学生が合同で学習する科目を多く配置し、１年次から縦断的に学習してチー



ム医療に不可欠な他職種への理解を深め、臨地実習で医療チームの実際を体験したのち、４

年次に医療チームにおいて専門性を発揮しながら他職種との良好なコミュニケーションを実

現する方法を学んでいきます。

これらの学習は少人数でのグループ学習が中心で、そこで学び得たことから自己の考えを

まとめたレポートで学修成果を評価します。

３．専門性の高い知識と技術の習得と思考力・分析力の育成

生化学、栄養、薬理、感染のような横断的な科目と解剖、生理、病態・病理、疾病の治療

を臓器別に学ぶ系統的な科目を配置し、体のしくみと医療を立体的に学ぶことができます。

そして膨大な知識の習得に向けた探索的・自主的学習を支援するために、e ラーニングを導
入し、予習や復習、自己学習と自己評価ができるようにします。このことで、自ら積極的に

知識や技術を学びとる学習態度を身につけることがきるようにします。

ますます高度・専門化する医療現場では、遭遇する問題を解決するための知識や技術を身

につけるだけではなく、問題を多面的にとらえて分析し解決策を模索するという飽くなき探

究心が不可欠です。入学後の早い時期に臨地実習を行い、学生の知的好奇心と医療のプロフ

ェッショナルとして学習に取組み始める自覚を育みます。そして、専門科目では、医療施設、

介護施設、行政関連施設などで実習を行うとともに、それらの施設から、看護職者・臨床検

査技師・医師等を講師に迎え、それぞれの施設で行われている医療の最新の知識や技術を学

習できるようにしています。

これらの学修成果は、筆記試験、レポート試験、実技試験から総合的に評価します。

４．医療チームの中で専門性を発揮するための自律する力とチームの力を引き出すため

の協働する力の育成

医療においてそれぞれの専門性を高め、協働して活動するためには、医療者に共通した知

識や考え方を習得する必要があります。そのために、両学科の学生には、医療の歴史、医療

における科学的思考、法律、福祉、医療安全、情報科学などの科目を配置しています。そし

て、協働的実践のアーリー・エクスポージャーとして医療の現場を見学する実習を行い、２

年次には社会の中の相互扶助の活動を合同で調査し、４年次にはそれぞれ学んできた専門的

な知識を踏まえて、チーム医療の中で日常的に行われているケース・カンファレンスを実際

の事例を用いて行います。評価は、学んだことをまとめて記載するレポートの内容で行いま

す。

５．常に学習し、医療の中で直面する課題を真摯に科学する心を持って探求する力の育

成

大学を卒業後も常に学習し、医療の中で直面する課題に取り組み、解決に向けて努力して

いける力を養うために、３年次・４年次には、既習学習や臨地実習で芽生えた課題や疑問に

ついて、研究計画を立案あるいは研究を実施し、将来、自律して課題を探究し続ける１つの

方法として研究プロセスを学習します。演習科目として学生と教員とが１対１で指導する体

制を組み、看護学科においては研究計画の立案、臨床検査学科においては実験計画の立案・

実施を行います。評価は、研究の成果を研究計画書あるいは論文・抄録として作成したもの

および成果報告会で行うプレゼンテーション内容によって行います。

第４．学科別教育課程
具体的には各学科ごとに教育課程を編成しています。

両学科に共通する科目群として、医療人の基礎をつくる【総合基礎科目】、総合基礎科目

を発展させ各専門科目の基礎をつくる【共通専門基礎科目】、そして、各学科の専門科目群

として、【看護専門科目】あるいは【臨床検査専門科目】を置いています。



１．【総合基礎科目】

人文・自然・社会に関する基礎的な科学を学び、広い教養と豊かな人間性を養い、社会人

として土台を築きます。また、医療人として社会の中で働くために最も重要なコミュニケー

ションの能力を高めるための科目群でもあります。この科目群は、『こころと身体』『生活

と社会』『コミュニケーション』『言語と国際性』の４つの小区分から成り立っています。

これらの科目はすべて選択科目で、自分の興味を持つ科目を複数の中から選んで受講します。

(1) 『こころと身体』

こころと身体の働きを理解するための基礎的な科学について基本的な内容を学びます。

(2) 『生活と社会』

人が生活をしていく上で必要な社会との関わりを科学的に学びます。

(3) 『コミュニケーション』

社会の中で円滑に活動するために必要なコミュニケーションの理論を学び、演習により

実践力を磨きます。

(4) 『言語と国際性』

グローバルな視点を持ち、他の言語の人々と交流をするために必要な言語の能力を高め

ます。

２．【共通専門基礎科目】

体のしくみや疾病の成り立ちを中心に、医療人として基本的に必要な知識を修得するとと

もに、専門科目で得た知識や技術を実践するときに必要な方法を学びます。この科目群は『体

のしくみと医療』『協働的医療実践の基礎』の２区分から成り立っています。基本的には必

修科目ですが、いくつかの選択科目もありますので、興味を持った科目を選択してください。

(1) 『体のしくみと医療』

健康を維持し、疾病を診断・治療するために必要な基本的な知識を学びます。

(2) 『協働的医療実践の基礎』

社会の中で医療がどのように実践されているかを多面的に学び、将来医療者として働く

ときの基礎となる知識と実践方法を学びます。

３．【看護専門科目】

看護専門科目では、基礎看護学および成人看護学で看護の基礎を学び、誕生から老年期ま

での人間の発達段階に応じた看護、さらには個人を対象とする看護から家族や地域といった

集団を対象とする看護へと発展させるように科目を設定しています。

具体的には、『基礎看護学』『成人看護学』『老年看護学』『小児看護学』『母性看護学』『精

神看護学』『地域・在宅看護学』『臨地実習』および『看護の統合』の９つの科目群で設定

しています。

４．【臨床検査専門科目】

基礎・基本から実践・応用まで、学生一人ひとりが臨床検査技師として実践に必要な、よ

り専門的知識と質の高い技能を系統的に学習し、社会に貢献できる臨床検査技師としての資

格に対応できる科目を設定しています。

すなわち臨床検査技師として必要な専門的知識、技能を深め、実践能力を培う科目を、『臨

床検査ガイダンス』『臨床病理学』『形態検査学』『生物化学分析検査学』『病因・生体防御

検査学』『生体機能検査学』『検査総合管理学』および『臨床検査卒業研究』の８つの科目

群で設定しています。



Ⅲ．学修に関すること



第１．単位制度と学修時間

１．単位制度
大学における学修の特徴として、自立した学修により、自ら申請した科目をその量を数値

化した「単位」という形で修めていきます。各授業科目には単位が定められ、これを修得す

ることにより学修の達成度や進行度が確認できるとともに進級および卒業が判定されます。

(1) 単位数と学修時間
大学で開講される各科目には単位数が定められています。単位とは、科目を修得するた

めに必要な学修量（時間）を数で表したもので、本学では45時間の学修時間を必要とする

内容の授業科目に１単位を設定することを標準としています。学修時間には、授業時間だ

けではなく、準備学習（予習・復習）時間も含まれます。

(2) 授業形態と授業時間
各科目の授業形態は、講義、演習、実験・実習に区分されます。

ア．講義科目…原則として15時間の授業をもって１単位とします。

イ．演習科目…原則として30時間の授業をもって１単位とします。

ウ．実験・実習科目…原則として45時間の授業をもって１単位とします。

※授業科目の内容に応じ、教育効果を考慮して授業時間数が変わる場合があります。

＜単位と学修時間数の考え方＞

単位あたりの時間数は、90分の授業時間を2時間分とみなして計算します。

例えば、2単位の科目を修得する場合、授業時間と自主学修時間は合計で90時間必要となります。

講義であれば、授業時間は2時間×15回の30時間となり、単位修得に必要な自主学習時間は

「90時間-30時間＝60時間」となります。

（2単位の講義科目の例）

※1単位の科目を履修するために必要な学修時間(45時間)の例

各科目の目的や内容・方法・準備するもの・事前学習・評価方法は、シラバスに明記され

ています。また、シラバスや e-learning には各科目からの課題も提示されます。履修する
科目については、授業に出る前に必ずシラバスを確認して事前学習を行い授業に臨みましょ

う。授業後は提示される課題を確認して復習を行いましょう。

２．単位認定
原則として、各科目の授業終了後に試験を行います。試験の結果に、レポート課題や授

業への取り組み状況などを加えて総合的に評価し、一定の成績をおさめた学生にはその単

位を認定します。各科目の評価方法や評価基準はシラバスに記載されています。

授業時間 自主学習時間
単位修得に必要な

学修時間

30時間 60時間 90時間

（2時間×15回）

＋ ＝

授業の方法 講義 演習 実験・実習

自主学修時間
(15時間)

授業時間
(15時間)

自主学修時間
(30時間)

授業時間
(30時間)

授業時間
(45時間)

1単位あたり
必要な
学修時間



３．卒業要件
本学に４年以上在籍し、各学科で決められた必要な単位数を修得した者は、卒業が認定さ

れ、看護学科は「学士(看護学)」、臨床検査学科は「学士(臨床検査学)」の学位が授与され

ます。そして、同時に、看護学科は「看護師国家試験受験資格」、臨床検査学科は「臨床検

査技師国家試験受験資格」を得ることができます。

各学科の「卒業に必要な単位修得要件」は次のとおりです。

卒業に必要な単位修得要件（最低限修得すべき単位）
＜看護学科＞

合計124単位以上
必修科目 102単位
総 合 基 礎 科 目 5単位
共通専門基礎科目 28単位
看 護 専 門 科 目 69単位

選択科目 22単位以上
総 合 基 礎 科 目 9単位以上
共通専門基礎科目 5単位以上
看 護 専 門 科 目 8単位以上

＜選択要件＞

総合基礎科目

①こころと身体

・「生物学・遺伝学」「化学」「物理学」「生命と科学」から2単位

・「心理学」「宗教と科学」「発達とライフサイクル」「生命と倫理」から2単位

・「身体の人類学」「身体の生理学」「臨床心理学」から１単位

②生活と社会

・「環境とくらし」「文化とくらし」から1単位

・「家族とくらし」「政治経済とくらし」「法律とくらし」から2単位

③言語と国際性

・「医療英語Ⅰ」「医療英語Ⅱ」から1単位

共通専門基礎科目

①体のしくみと医療

・「臨床薬理学」「臨床栄養学」「体のしくみと疾病の成り立ちⅦ」から3単位

②協働的医療実践の基礎

・「医療における科学的思考」「保健統計学」から1単位

・「障がい論」「衛生管理学」から1単位

看護専門科目

看護の統合

・「緩和ケア論」「パブリックヘルスケア論」「ウィメンズヘルスケア論」「家族看護論」「健康支援看護論」

「クリティカルケア論」「メンタルヘルスケア論」から8単位

卒業に必要な単位修得要件（最低限修得すべき単位）
＜臨床検査学科＞

合計124単位以上
必修科目 104単位
総 合 基 礎 科 目 5単位
共通専門基礎科目 28単位
臨床検査専門科目 71単位

選択科目 20単位以上
総 合 基 礎 科 目 9単位以上
共通専門基礎科目 7単位以上
臨床検査専門科目 4単位以上

＜選択要件＞

総合基礎科目

①こころと身体

・「生物学・遺伝学」「化学」「物理学」「生命と科学」から2単位

・「心理学」「宗教と科学」「発達とライフサイクル」「生命と倫理」から2単位

・「身体の人類学」「身体の生理学」「臨床心理学」から１単位



②生活と社会

・「環境とくらし」「文化とくらし」から1単位

・「家族とくらし」「政治経済とくらし」「法律とくらし」から2単位

③言語と国際性

・「医療英語Ⅰ」「医療英語Ⅱ」から1単位

共通専門基礎科目

①からだのしくみと医療

・「臨床薬理学」「栄養学」「臨床栄養学」「体のしくみと疾病の成り立ちⅦ」から4単位

②協働的医療実践の基礎

・「保健統計学」「関係法規」「保健医療福祉行政論」から2単位

・「社会福祉原論」「障がい論」から1単位

臨床検査専門科目

・「専門的臨床検査実習」、「形態検査学特論」、「生物化学分析検査学特論」、「病因・生体防御検査

学特論」、「生体機能検査学特論」から4単位

４．進級条件
本学では、原則として、各学年に配当された必修単位のすべての科目と選択必修の各学年

に必要な単位を修得することを進級条件としています。

なお、修業年限は４年と定められており、８年を超えて在籍することはできません。

第２．履修

１．申請手順
科目を履修するには、定められた期日までに履修する科目を申請しなければなりません。

履修申請を行い履修登録が受け付けられていない科目は、授業を受けることができず、試

験の受験資格も得られないため、単位は認定されません。

(1) 履修申請
各学期の初めに、Web 履修申請及び紙面による履修申請(一部の科目)を行います。履

修申請の期間は本ガイドの「年間行事予定」および「年間スケジュール」で確認してくだ

さい。履修申請をした科目については、必ず自分で確認をしてください。履修申請した選

択科目を取り下げる場合は、履修取り下げ期間内に手続きをしてください。履修取り下げ

期間内に履修申請を取り下げない科目について、途中から出席しなかった場合や試験を放

棄した場合、成績は不可となります。

※他大学等において履修した単位があり認定を希望する場合は、「既修得単位認定申請書」に必要書類を

添えて学生支援課に申請して下さい。認定された単位は、「既修得単位認定通知書」で通知されます。

通知内容について質問がある場合は、既修得単位認定通知書の発行から１週間以内に「既修得単位認

定に関する問い合わせ書」を学生支援課に提出してください。問い合わせには、文書で回答します。

なお、口頭または期間が経過しての問い合わせについては受け付けません。

(2) 手続の流れ
必修科目は自動的に履修登録されます。

選択科目の履修申請や登録状況の確認、所定の期間内での申請の取り下げは、ポータル

サイトから行います。これは、学内ネットワークを通じてパソコンで履修申請をするシス

テムです。添付の手順書をよく確認し、所定の期間内に各自で行ってください。

２．履修登録

(1) 登録の確認
期日を確認し、確実に履修申請するとともに、登録されたかどうか必ず自分で確認する

ようにしてください。申請の際には、卒業要件を満たすために必要な単位数をよく確認し、

配当年次に履修するよう登録してください。

特に、総合基礎科目の選択科目については、履修申請前に【卒業に必要な単位修得要件】

をよく確認し、登録漏れ・登録間違いのないように注意してください。



なお、１年間に履修登録できる単位数の上限が４０単位であることに留意し、選択科目

を登録してください。

(2) 申請の確認および取り下げ
履修登録後、学生支援課から申請科目一覧表(「履修チェック結果(一覧型)」)を個別に

配布しますので、各自、必ず確認してください。間違っている場合は、直ちに学生支援課

に申し出てください。

履修登録後に、選択科目の履修を取り下げたい場合は、指定された期間に限り申請を取

り下げることができます。申請取り下げ期間は本ガイドの「年間行事予定」および「年間

スケジュール」で確認してください。

申請した選択科目の登録を取り下げる場合は、申請取り下げ期間内に「履修申請取り下

げ願」（様式10）に必要事項を記入し学生支援課に提出してください。わからないことは、

学生支援課に相談してください。また、選択科目を取り下げた場合、最終的に履修登録が

確定した科目について、再度、個別に書面を配布しますので、間違いがないか再度確認し

てください。

(3) 再履修
当該学年で配当された一部の科目が不合格となったにもかかわらず進級が認められた場

合、当該科目を再履修をすることができます。再履修する場合は、あらめて履修登録を行

い、授業に出席し、試験を受けなければなりません。

(4) 学修のための聴講
既に単位を取得した科目であっても、自身の学修を深めることを目的に聴講することが

できる場合があります。この「学修のための聴講」を希望する場合は、履修登録開始日ま

でに「聴講願」を学生支援課に提出してください。受講の受け入れの可否は、科目責任者

の判断を経て本学の教育・研究審議会の審議により決定されます。

第３．授業と受講

１．授業期間と授業時間

(1) 学期
学期は、前期と後期の２期に分かれます。

前期 4月1日～9月30日

後期 10月1日～翌年3月31日

ただし、大学が必要と認めた場合は、この時期以外に授業を行うことがあります。

(2) 開講日
授業の開講日は、月曜日から土曜日です。

原則として以下の日は授業を行いませんが、変更になることもあります。

・国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

・天理教祭日：4月18日(教祖誕生祭)、10月26日(秋季大祭)、1月26日(春季大祭)

・大学創立記念日：4月1日

※詳しくは本ガイドの冒頭にある学科別の年間スケジュールに掲載しています。

(3) 授業時間
１日の授業は下記のとおりです。

１限目 9:00〜10:30 ３限目 13:00〜14:30

２限目 10:40〜12:10 ４限目 14:40〜16:10

５限目 16:20〜17:50

２．授業計画（シラバス）



(1) 授業計画（シラバス）とは
授業計画（シラバス）とは、科目ごとの授業の概要や学習目標・到達目標、授業の進め

方及び毎回の予習・復習、評価方法、成績基準といった個々の授業の全体像をわかりやく

統一されたフォーマットで示されたもののことです。

選択科目の履修登録の際に確認し、自分が学ぼうとしている科目がどのようなものか確

認することができます。また、必修・選択の別に関わらず、「授業計画」には授業開始か

ら終了までの毎回の概要が示されていますので、全体の進度や展開の流れを把握し学習効

果を高めることができます。

※なお、シラバスは科目責任者が前もって作成するため、学修の状況によっては、授業内容や進度な

どが修正されることもありますので注意してください。

(2) シラバスの閲覧方法
各授業科目のシラバスは、前期・後期を通じて１年間分が公開されています。本学ポー

タルサイトから閲覧できるほか、大学ホームページでも公開されています。

↓



３．受講

(1) 授業の出席について
大学においては「自律した学修」が求められることを先に示していますが、将来、医療

職として社会で活躍しようと志す学生のみなさんにとって、いまや毎回の授業への出席は

必須（不可欠）です。

本学で展開される授業科目は、各学科のカリキュラムにおいて系統的な学修となるよう

構成・配置されており、内容や順序性が十分考慮されているものです。シラバスに掲げら

れた目標に到達できるよう、事前・事後の自主学修を行い、自律した学修のための受講準

備を整えて、毎回の授業に必ず出席し学修を積み上げていくことが求めれます。

(2) 授業を受講するうえでの留意事項
ア．学生の本分に反する行為の禁止

学修上、次のような行為は学生の本分に反する行為として処分されることがありま

す。学生としての自覚を持ち、十分注意してください。

〇レポート課題等を作成する際に他者の成果を盗用するといった不正行為。

〇授業において、代返（授業を欠席したにもかかわらず、他の学生に出席確認の依頼をす

る、または依頼を引き受けること）等、出席確認の際の不正行為。

〇受講時のマナーに反する行為

・授業中の私語

・授業中、担当教員の許可なく入退室を行う行為

・授業中、担当教員の指示等により使用する場合を除き、携帯電話やスマートフォン、

タブレット端末等の電子機器を使用する行為

・授業中、担当教員の許可なく飲食をする行為

イ．講義の録音、撮影

科目担当責任者の許可なく、講義の録画や録音、講義資料の撮影を行うことは禁止

されています。著作権・肖像検討の法令を遵守しましょう。

(3) 遅刻・早退
授業開始後30分までの入室を「遅刻」、終了前30分までの退室を「早退」とし、遅刻あ

るいは早退を３回すると、欠席１回と換算します。授業開始後30分を超えての入室およ

び授業終了前に30分以上早く退室した場合は「欠席」とします。なお、遅刻の場合は、

その授業が終了した直後に担当教員に申し出てください。後日になってからの申し出は

受け付けられません。

授業は、出席簿への直筆署名や出席カード、あるいは各科目責任者が個別に指示する

方法をもって出席を確認しますので、必ず指示に従ってください。提出物による出席確

認の場合は、指示されたものを提出してください。

(4) 休講
担当教員の急病等でやむを得ず授業が開講できず、休講になることがあります。

また、奈良県の北西部のいずれかの市町村に警報が発令されたことにより、授業が休講

になることもあります。さらに、近年の気象傾向を踏まえ、警報が発令されていなくても、

近々に警報が発令される見込が高く、通学することが危険と大学が判断した場合も休講と

なるなど例外もあります。

いずれも、本学ホームページおよびポータルサイトの情報をよく確認してください。

なお、災害時の警報の発令あるいは解除については、以下のように判断されます。



※災害発生時の休講措置

(5) 補充講義（補講）
休講になった授業については、同一期間内の可能な時限に補講を行います。学生支援課

から掲示板およびポータルサイトを通じて連絡しますので、休講になった場合はその後の

補講に関する連絡を必ず確認してください。

(6) 授業評価アンケート

本学では、すべての科目について、履修者を対象にした「学生による授業評価アンケート」を実施

しています。これは教員の授業改善に役立てることを目的として行われます。

アンケートは、学生の学習意欲や予習・復習、授業テーマや授業資料、授業の進行、学習環境等に

関する15項目と授業改善に関する各意見を記載できる「自由記述欄」があります。各科目の最終回も

しくは最終日を含めて１ヶ月以内は、e-learningシステムによる回答が可能です。
回答方法は、次のとおりです。

・個人のパソコンあるいはスマートフォンからアクセスします。

・スマートフォンの場合は、スマートフォンに内蔵されている、インターネット用ブラウザアプリ

（Safari等）を立ち上げ、下記のURL を入力するとe-learningのログイン画面に移ります。
https://e-learning.tenriyorozu-u.ac.jp/cl/login

・IDとパスワードを入力すれば、授業評価アンケートに回答することができます。
・授業評価アンケートは無記名による回答となっていますので、ご協力ください。

４．欠席について

(1) 公認欠席（公欠）
下表の正当な事由による欠席は、「公欠・欠席願（様式１）」と必要書類を学生支援課

に提出することで「公認欠席（公欠）」として取り扱います。緊急の場合は、本人または

代理人による口頭での速やかな報告後、指定された期日内に必要な手続きを行ってくだ

さい。

欠席事由 書類提出期限 必要書類等 許可日数

忌引き 事由が発生してから１０
日以内

会葬御礼はがき
保証人による証明書

①申請者の父母（養父母含む）、配偶者、
子（１親等）は７日以内
②兄弟姉妹、祖父母（２親等）は３日以内
なお、申請者の保証人が上記以外の場合
は②に準じる。

※日数の延長は、特別な事由がある場合
のみ２日を限度として許可される。（例え
ば、死亡者の居住地が離島等の遠方の場
合など。）別途、学部長あての申請が必
要。

伝染病（下表参照） 診断書による出席停止
終了後に速やかに提出
する

診断書 診断書により出席停止を必要とされた期間
に限る

警報の発令 警報の解除 授　業

午前７時までに警報が解除されたとき 通常どおりの授業

午前10時30分までに警報が解除されたとき

１限目・２限目は休講。
３限目以降は大学内の授業および天理よろづ相談
所病院での実習は通常どおりとするが、遠隔地の
実習等はその時点で大学が判断する。

午前10時30分以降に警報が解除されたとき すべて休講

午前７時以降に警報が発令
された場合

大学および天理よろづ相談所病院以外の実習は中断し、大学からの指示を待つ。
授業、実習の中止は状況により大学が判断する。

午前７時までに警報が発令
されている場合



＜学校保健安全施行規則第19条に示された伝染病と出席停止期間＞

※その他の伝染病に関しては、その都度、校医と相談し判断する。

(2) 公欠以外の欠席
下表の事由による欠席は、「公欠・欠席願（様式１）」と必要書類を学生支援課に提出し、

科目責任者がその事由の正当性を承認した場合、公欠と同等の対応とします。

※(1)(2)の欠席の場合、科目責任者に「補充教育」の受講を申請してください。申請により

補充教育を受講した場合は、出席授業時間数として申請することができます。「補充教育」

の対応が困難な場合については別途協議されます。

第４．試験

１．試験の概要等
１年間の各種試験日程は「年間行事予定」および「年間スケジュール」に掲載しています。

必ず日程を確認して計画的に学習を進めましょう。

(1) 定期試験
各学期末に一定の期間を定めて行う評価試験です。ただし、教育上の配慮からこの期間

以外に行う科目もあります。

試験実施の詳細（各科目の試験時間や試験方法等）は、試験開始日の２週間前までに公

示されます。

(2) 再試験
定期試験で不合格となった者に対して行われる試験です。再試験を受けようとする者は、

必ず定期試験で間違った部分や理解が十分でなかった部分を明らかにし、しっかりと学習

して試験に臨んでください。また、当該科目の再試験前日（前日が日曜・祝祭日の場合は

その前日）までに所定の手続きを行ってください。指定期日内に手続きを行わなかった者

は、試験放棄とみなされます。

(3) 追試験
※正当な事由によって、定期試験および再試験を欠席した者に対して行う試験で、原則

欠席事由 書類提出期限 必要書類等 許可日数

災害・交通機関の障害 原則として、欠席日から７
日以内

被災（罹災）証明書
遅延証明書

当該日のみ

傷病等における入院または通院 原則として、欠席日から７
日以内

診断書 診断書により療養を必要とされた期間に限
る

入学試験・就職試験 事前 その事由を証明できる書類 教育・研究審議会が必要と認めた日数

その他特別な場合
(公式試合・発表会等も含む)

事前 特別な事情を示す文書等 教育・研究審議会が必要と認めた日数

種別 伝染病の種類 出席停止期間の基準

インフルエンザ 発症した日を0日として、発症後５日を経過し、かつ解熱後２日を経過するまで

百日咳 特有の咳が消失するまで、または、５日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで

麻疹（はしか） 解熱後３日を経過するまで

流行性耳下腺炎（おたふくかぜ） 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後５日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで

風疹 発疹が消失するまで

水痘（みずぼうそう） すべての発疹が痂皮化するまで

咽頭結膜炎（プール熱） 主要症状が消退した後２日を経過するまで

結核 症状により、医師において伝染病のおそれがないと認めるまで

髄膜炎菌性髄膜炎 症状により、医師において伝染病のおそれがないと認めるまで

感染性胃腸炎 下痢・嘔吐症状が軽快し、全身状態が良ければ登校可能

流行性角結膜炎 症状により、医師において伝染病のおそれがないと認めるまで
第3種

第2種



として、各試験終了後７日以内に実施します。追試験を受けようとする者は、当該科目の

追試験前日（前日が日曜・祝祭日の場合はその前日）までに所定の手続きを行わなければ

なりません。指定期日内に手続きを行わなかった者は、試験放棄とみなされ、受験するこ

とができません。

※正当な事由…「第３．授業と受講」中の「４．欠席について」で記載の欠席の対応に準じます。

２．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。

①履修を認められた科目である。

②出席日数が授業時間数の３分の２以上である。

◇講義科目および演習科目は、授業時間数の2/3以上出席していなければ、定期試験の受験

資格を得ることができません。

（例講義：1単位15時間(8回)の科目の場合は6回、演習：1単位30時間(15回)の科目の場合は10回以上

の出席が必要）

◇実験科目および実習科目は、授業時間数の4/5以上出席していなければ、単位認定のための

評価の対象となりません。

④出席日数が３分の２に満たない場合であっても、科目責任者から「正当な事由がある」

と認められ必要な教育の補充が行われている。

【受験上の注意】

(1) 筆記試験を受ける際には、必ず学生証を携帯し、監督者の指示した位置に置いてください。

学生証のない者は受験できません。

当日学生証を忘れた場合は、学生支援課で所定の手続きをしたうえで「仮学生証(様式２)」

の交付を受けてください（手数料300円）。

(2) 不測の事態（交通渋滞、寝坊、交通機関のストライキ、交通事故）で試験時間に間に合わ

ないと予測される場合、または試験時間に遅れて大学に到着する可能性がある場合は、ま

ず学生支援課に連絡を入れてください。

(3) 試験開始20分までは入室が認められます。しかし、それ以上遅刻した者の入室は認められ

ません。

(4) 筆記試験の際、机の上に置けるものは、学生証・筆記用具・時計および科目担当者より指

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。

(7) 携帯電話・スマートフォン・腕時計型端末などは電源を切り、鞄の中に入れてください。

(8) 机の中に物は入れず、テキストなどの荷物は鞄の中に入れて椅子の下に置いてください。

(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

３．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)のある学生は同時期に発表され

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再試験の手続きを行わなかった場合、学生

自身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。

第５．成績

１．成績判定

(1) 定期試験の成績
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(シラバスに記載)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。

(2) 追試験の成績
追試験による成績は、定期試験の成績に準じて評価が行われます。

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(シラバス

に記載)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) 再試験の成績
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。

２．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、学生本人とともに保証人宛てにも通知します。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

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、期間を過ぎての問い合わせは、

受け付けられません。



第６．GPA（Grade Point Average）

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。

(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。

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）

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



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。
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