
Ⅳ．学生生活に関すること



１．大学からの連絡等

大学からの連絡事項や学生の呼び出しなどは、ポータルサイトと学内掲示板を使用します。

少なくとも１日２回程度はこれらを確認し、すみやかに対応して下さい。見落としにより生じ

た不都合に対する異議申し立てには一切応じられません。

なお、原則として、学外からの学生への電話取り次ぎ、呼び出し、伝言、問い合わせなどに

は応じません。ただし、家族や近親者の生命に関わること、災害等の緊急事態はこの限りでは

ありません。このことは、学生自身はもちろん、家族・友人などにも十分伝えておいて下さい。

注）ポータルサイトによる連絡は便利ですが、通信環境の影響を受けたり、一時的に通信が遅滞

することもあります。ポータルによる連絡だけではなく、掲示板は毎日確認してください。

＊ポータルシステム＊

本学のポータルシステムは、皆さんが学生生活を送る上で必要な情報を大学から連絡するシ

ステムです。自分のパソコンから本学のポータルシステムのサイトに入り、大学からのメッセ

ージや学校行事などの予定の確認に利用します。インターネットに接続できる環境があれば、

学内だけでなく自宅からもポータルシステムへのアクセスは可能です。

ポータルシステムは ID とパスワードを入力してログインします。使用方法等の詳細は、本

ガイド本ガイド巻末の（参考）「WEB履修申請ガイド」を参照してください。
＜ポータルシステムによる配信参考画像↓＞

丸で囲っている部分は、配信時に添付している添付ファイルです。

このように文章と同時に添付ファイルを配信する場合がありますので、配信文と添付ファイ

ポータルサイトの URL
http://portal.tenriyorozu-u.ac.jp/cp-portal/login/welcome.do

掲示板

1階 A棟事務室前（主に、成績や学生の呼び出し連絡の掲示）
3階 ブリッジ（主に、学生自治会からのお知らせ等の掲示）



ルの有無の確認は必ず行ってください。

・携帯電話・スマートフォンへの転送設定も出来ますが、パソコンでの確認も必ず行ってく

ださい。（転送設定のみでの確認の場合、大学の方で既読しているかの確認が取れないた

め。）

・転送設定で添付ファイルの確認が出来ない場合があります。

（代表的な例）

(症状) （対策）

①PDFファイルが開けない → PDF閲覧アプリのインストールが必要

②ｴｸｾﾙ･ﾜｰﾄﾞが閲覧できない → ｴｸｾﾙ･ﾜｰﾄﾞ閲覧アプリのインストールが必要

※上記に記載したとおり、転送設定を行っただけでは確認出来ない部分もあります。

パソコンでの確認も併せて行うようにしてください。

※添付ファイルを開くことができない場合や内容を見ることができない場合は、学生支援課

に問い合わせください。

２．各種手続き

１）証明書発行

各種証明書は学生支援課で受付・発行します。必要な場合は、申込用紙に必要事項を記入

して学生支援課に申し出てください。証明書の種類や発行までの期間および手数料は下表の

とおりです。（急ぐ場合は、学生支援課に相談してください。）

*健康診断を受けていない場合は発行できません。

**学生証は紛失時のみ再発行します。

＊通学定期・学割の使用方法＊

・通学定期を購入するには、学生証の他に通学証明書が必要です。また、通学定期を利用

して乗車する場合は、必ず学生証を携帯し、利用交通機関の職員から提示を求められた

場合には応じる義務があります。

・学生割引（学割）は「修学上の経済的負担を軽減し、学校教育の振興に寄与する」とい

う趣旨で定められた制度で、原則として帰省・見学旅行・課外活動・実習・就職活動な

どを目的とする場合のみに使用することができます。JR を利用する片道 100 キロを超

証明書種別 発行までの標準期間 手数料

在学 ３日 100円

卒業見込 ３日 100円

卒業 ３日 100円

成績 ３日 500円

健康診断* ７日 500円

通学 １日 100円

学割 １日 (無料)

上記証明のもの 内容による 500円

学生証再発行** ３日 1,000円

仮学生証 即発行(当日限り有効) 300円



える場合に限り、普通運賃の２割引です。

・発行日から３ヶ月経過もしくは使用しなかった学割証はすみやかに学生支援課に返却し

てください。

・他人名義の学割証もしくは学生証の使用や学生証を携帯せずに乗車してはいけません。

学割証を不正に使用した場合、当該者は普通運賃の３倍の割り増し料金が追徴され、個

人だけでなく本学への学割証の発行が停止されることがあります。

２）追試験・再試験受験手続き

追試験および再試験を受験するためには、所定の手続きが必要です。

（１）追試験

追試験を受けようとする学生は、「追試験願」(様式３)と「理由を証明する書類」を直

ちに学生支援課に提出してください。追試験の受験料は１科目1000円です。

（２）再試験

再試験を受けようとする学生は、「再試験願」(様式４)を再試験実施前日（前日が祝日

祭日の場合はその前日）までに学生支援課に提出してください。再試験の受験料は１科目

1000円です。

（３）確認試験

確認試験を受ける学生は、「確認試験願」を学生支援課から受け取り、確認試験実施前

日（前日が祝日祭日の場合はその前日）までに学生支援課に提出してください。確認試験

の受験料は１科目1000円です。

３）海外渡航時の手続き

海外旅行やボランティア活動等で、海外渡航をするときには届出が必要です。出発までに所定の

用紙を学生支援課に届け出てください。

４）授業・実習で外部施設へ行く場合の交通費の請求

授業や実習を学外で行う場合、交通費が支給されます。

教員の指示・確認を得て「学生実習交通費請求書」(様式５)を学生支援課に提出してくだ

さい。

３．チューター制度

本学はチューター制度を導入しています。チューター制度とは、学生の学習と生活上の困り

ごとを相談する制度です。各学年学科別にクラスに２～４名の教員がおり、みなさんの学業や

学生生活が円滑に進むように応援します。各学年の４月に自分のチューター教員を確かめてく

ださい。

チューターはいろいろな相談に応じます。科目の履修方法や進路の相談、アルバイトや交友

関係など、気がかりなことがあれば気軽にチューターに相談してください。学生からの相談内

容は本人の承諾なしに他の教員・保護者に伝えられることはありません。

４．ハラスメント相談

ハラスメントとは、相手の意に反する不適切な言動等によって、相手が不快な思いをしたり、

傷ついたり、脅威に感じたりすること、またそれによって学業の遂行を阻害したり、学習環境



を悪化させることです。

学生の皆さんには、個人として尊重され、良好な教育環境の下で平等に学ぶ権利があります。

本学は、学生のこの権利を守るために、ハラスメントの防止やその対応について所定の規則を

定めています。もしあなたがハラスメントを受けていると感じたら、一人で悩まず、まず相談

しましょう。

相談したい人は、下記の「ハラスメント相談の窓口と相談方法」に示すいずれかの方法で連

絡してください。相談者の意向を尊重し、解決の方向性を探ります。

ハラスメントかどうかよく分からないという場合や、あなたの周囲でそういう事態を見聞き

した場合も同様です。何か気がかりなことがあれば、相談窓口に連絡してください。

相談者のプライバシーは守りますので、安心して相談してください。

（ハラスメント相談の窓口と相談方法）

①専用メールアドレス（h-sodan@tenriyorozu-u.ac.jp）にメールしてください。

送信者のメールアドレスに返信します。

②事務室前に置いてある「ハラスメント相談箱」に連絡先と可能であれば相談内容の

概要をメモして投函してください。書かれた連絡先に連絡します。

③部署等に関係なく本学の教職員の誰にでも相談してください。

５．健康管理

１）健康相談

本学には、健康管理室と学生相談室が設置されています。

（１）健康管理室

健康管理室では、健康管理担当者が学生の健康状態を管理します。気になることがあれ

ば、気軽に相談してください。

原則として、月曜日から金曜日に担当者が健康管理室またはＡ棟事務室にいます。

電話やメールでの問い合わせの場合は、以下の連絡先にお願いします。

●利用案内

場 所：Ａ棟１階（巻末の校内地図参照）

開室時間：月曜日～金曜日 9:00～17:00

連 絡 先：0743-63-7811（保健室(内線208)またはＡ棟事務室・中村(内線274)）

メ ー ル：kenkan@tenriyorozu-u.ac.jp

（２）学生相談室

学生相談室では、日常生活や友人関係など学生が抱えるさまざまな悩みをカウンセラー

と一緒に考えます。困ったことがあれば気軽に相談して下さい。

・相談内容は口外されません。相談は匿名でもかまいません。

・相談内容によっては、学生の了承を得て学外の相談機関を紹介することもあります。

・相談がある場合、学生相談室を訪ねる、あるいは訪問日時を予約するという方法がありま

す。ただし、すでに予約が入っている場合は相談を受けられない場合もあります。

・相談の予約は電話でもメールでもできます。メールは、相談したい日の一週間前までに連

絡して下さい。電話予約は開室時のみ受付可能です。

・相談は学生だけでも、ご家族や友人と一緒でも結構です。



●利用案内

場 所：Ａ棟１階

開室時間：毎週木曜日 16：30～18：30

連 絡 先：0743-63-7811(内線207)

メ ー ル：g-sodan@tenriyorozu-u.ac.jp

２）定期健康診断

学生の健康増進、疾病の予防・早期発見・治療に役立てるため、毎年４月～５月に学生全

員を対象とした定期健康診断を実施します。当日は健康手帳を必ず持参して下さい。

・定期健康診断を受けなかった場合、試験の受験資格を失います。また、健康診断証明書

および学割証も発行されません。必ず健診を受けてください。

・健康診断実施時に大学の承認のもとに欠席または休学していたなどの正当な理由により

定期健康診断を受診できなかった場合、別に健康診断日を設けます。連絡を受けたらす

ぐに対応してください。

・受診の際は必ず学生証を持参してください。

・定期健康診断の結果は学生に個別に通知します。疾病や異常が発見された場合は、公益

財団法人天理よろづ相談所病院など医療機関への紹介や健康管理室でのサポートをしま

す。

・定期健康診断結果を指定期間内に受領しない場合、結果通知書は当該年度末に破棄しま

す。

・結果通知書を紛失した場合や期間外の発行を希望する場合は、有料で再発行します。再

発行には日数を要しますので、必要な場合は早めに健康管理室にご相談ください。

３）ワクチン接種

本学では、臨地実習での感染予防のために予防接種が必須条件となっています。ワクチン

が未接種の場合、臨地実習ができないこともあります。

なお、予防接種にかかわる費用は自費となります。

・１回生は、本学入学前までの次のワクチン接種状況を確認し、ワクチン接種の日時を健

康手帳の３１ページに記入してください。

麻疹（はしか）、風疹、水痘（みずぼうそう）、流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）

・２回生以降は、ワクチン接種した日時を健康手帳に追加記載してください。健康手帳に

記入がない場合は、ワクチン未接種とみなします。

・季節性インフルエンザウイルスワクチンは毎年後期、Ｂ型肝炎ウイルスワクチンは２回

生後期～３回生前期に受けていただきます。必ずワクチン接種の日時を健康手帳に記入

してください。

本学では、健康手帳は４年間使用するので紛失しないでください。もしも紛失した場合は、

健康管理室に申し出てください。

４）学校感染症に感染した時の対応

集団生活を行う学校において麻疹やインフルエンザ等の予防すべき感染症（学校感染症）

と診断された場合は、すみやかに学生支援課に届け出てください。その際、原則として主治

医の登校許可証明書または検査を受けたことや投薬などの治療内容がわかる領収書等を提出

してください。なお、感染症の種類によって出席停止期間が異なりますので、１９ページを

確認してください。



６．学生保険制度

本学では、演習や実習中などの事故発生に対応するため、学生保険に加入いただいています。

ただし、履修内容の相違により、学科によって保険の種類が異なります。看護学科は「総合補

償制度Will」、臨床検査学科は「学生教育研究災害障害保険」と「学研災付帯賠償責任保険」

です。それぞれ補償期間や補償範囲、保険加入金も異なります。不明な点は学生支援課にお尋

ねください。

事故等(通学途中の交通事故を含む)が起こった場合は、保険の対象となる場合もありますの

で、土･日･祝日にかかわらず、速やかに本学(0743-63-7811または080-8311-9821)に連絡して

ください。事故対応の処置方法やその後の対応などを説明します。

７．奨学金制度

本学には、以下のような奨学金制度があります。

公益財団法人天理よろづ相談所奨学金制度

経済的な理由により修学が困難な学生が安心して学業に専念できるように、母体である公

益財団法人天理よろづ相談所の奨学金制度に応募することができます。この奨学金には、入

学者を対象に「奨学金」と「貸費制度」の２種類があります。

「奨学金」は年間１００万円の奨学金が貸与され、卒業後に返済することになります。

ただし、一定の条件を満たした場合返済は免除されます。

「貸費制度」は月額１〜５万円（上記奨学金を併用して受けている場合は月額１〜２万

円）が貸与され、卒業後に返済することになります。なお、日本学生支援機構奨学金との併

用も可能です。

独立行政法人日本学生支援機構奨学金

国の育成事業としての奨学金制度で、第１種(無利子)と第２種(有利子)があります。

採用されると卒業時まで奨学金が支給され、卒業後に返済することになります。奨学金を

希望する場合は学生支援課に相談してください。

奈良県看護師等修学資金

奈良県が県内の看護師等の充足を図るため、将来県内で看護師等の業務に従事しようとす

る者を対象に資金を貸与する制度です。免許取得後、県内の医療機関に一定の期間就業する

と返還が免除されます。

なお、県による貸与者の決定は、希望者全員とならない場合がありますので留意してくだ

さい。県修学資金を希望する場合は学生支援課に相談してください。

８．特待生制度

本学では、成績優秀者に対して、学費を免除する「特待生制度」を設けています。

学年次ごとの成績や学業姿勢などを総合的に審査し、他の学生の模範となる者として、特待生

が決定されます。



９．通学マナー

１）自転車・オートバイでの通学

（１）許可申請

自転車やオートバイで通学する場合は本学の許可を必要とします。自転車あるいはオー

トバイでの通学を希望する場合は、必ず事前に「車両通学許可願」(様式６)と添付書類を

学生支援課に提出し許可を受けてください。許可された学生には許可シールを発行します

ので、受領後直ちに自転車あるいはオートバイ車両後部に貼り付けてください。

なお、自動車での通学は許可していません。自動車での通学あるいは許可なくオートバ

イで通学している者を発見した場合、「天理医療大学学生車両等通学規程」に基づいて処

分されますので、厳に慎んでください。

（２）駐輪場と保管

必ず指定の場所の駐輪場を利用してください。また、自転車やオートバイに施錠をして

ください。自転車は指定された駐輪場に端から並べて置いてください。迷惑駐輪は撤去し

ます。

２）交通事故防止

自転車あるいはオートバイを運転する際は、安全運転を心がけてください。万一事故に遭

った場合は、被害加害に関わらず直ちに本学(0743-63-7811または080-8311-9821)に連絡し

てください。

10．マナー

常に本学学生としての自覚をもって行動し、恥ずかしくないマナーを身につけましょう。

１）禁煙

本学敷地内は禁煙です。絶対に煙草を吸ってはいけません。喫煙者本人だけでなく、受動

喫煙により他人に迷惑が及び、火災の原因にもなります。医療人を目指す者として禁煙に努

めましょう。

２）携帯電話

授業中は携帯電話の電源を切るか、マナーモードにしてください。授業中に携帯電話で撮

影(写メなど)することも禁止です。また、学内での携帯電話の充電は禁止されています。

多機能で便利なスマートフォン(スマホ)は便利な反面、ウィルスに感染したり、個

人情報が流出するなど注意すべき点も多々あります。また、使い方によっては個人情

報保護に反したり、著作権侵害にあたる場合もあります。安全な使い方を身につける

とともに、法令とマナーを守りましょう。

３）学習環境の整備

教室等の使用後は、消灯、冷暖房装置の停止、窓等の戸締まりを行ってください。また、

校舎を清潔に保つよう、すすんで環境の美化に努めましょう。

特に、各教室や実習室は皆が共同利用する場所です。私物等は置かず、持ち帰るか貸ロッ

カーに収納してください。なお、教室内に許可なく放置された私物等は撤去する場合があり

ます。撤去された物に関しては本学では責任を負いかねます。



４）服装・履物

学生としてふさわしい服装や態度で学習してください。また、校舎内では大学指定の上履

きに履き替えてください。科目により、服装・履物が指定されることがあります。

５）学外でのマナー

信号無視・自転車の並走および二人乗りなど交通安全に反する行為、食べ歩き・路上での

喫煙など、社会人としてのマナー(常識)に反する行為は厳に慎みましょう。

11．自治会活動・課外活動

１）自治会活動

自治会は、天理医療大学学生が主体となって、「人に尽くすことを自らのよろこびとす

る」という天理医療大学の教育理念に基づき、天理医療大学に在籍する全学生によって組織

されています。

医療ならびに医学の進展に貢献しうる豊かな人間性を身に着け、充実した大学生活を実現

することが、天理医療大学自治会の活動内容の中心になっています。

２）課外活動

本学には、いくつかのサークルがあり、それぞれ活動しています。

サークル活動を１年以上継続して大学に団体として登録が認められれば、助成を受けて活

動することができます。登録団体として活動したい場合は、「天理医療大学学生団体に関す

る規約」に詳細な内容があります。不明な点は学生支援課に相談してください。

12．教員への連絡

教員に相談がある場合などは、できるだけ事前にメールで連絡を取り、アポイントメントを

取ってください。直接研究室を訪ねる場合は、各研究室のドアに所在等を示していますので、

参考にしてください。

13．その他

１）学生ホール

学生ホールは、学生自治会が管理するものです。

利用時間：月～金曜日 午前７時００分～午後８時００分

土曜日 午前７時００分～午後５時００分

掲示する場合は、決められた「学生掲示板」を使用し、それ以外の場所は使用しないでく

ださい。このほか、多くのみなさんが気持ちよく利用できるよう、次のことに心がけてくだ

さい。

①騒がない。

②汚さない。自分のゴミは自分で処理する。

③席を長時間独占しない。

④飲食はできますが、飲酒・喫煙は禁止です。食べ残し、容器などのゴミ処理は自分でき

ちんと分別処理する。



⑤備え付けの備品などを壊した場合は、直ちに学生支援課に届け出る。

⑥その他、他人の迷惑になる行為は慎む。

２）共有プリンター、コピー機

大学で使用するプリンターは共有としています。共有プリンターは、図書館と３階および

４階のブリッジに設置しています。パソコンとコピー用紙は各自で用意して下さい。コピー

機は、図書館とＡ棟１階に設置しています。料金は白黒10円、カラー40円です。

３）学生ロッカーの使用

本学では、学生一人一人に個人使用のロッカーを貸与しています。在学中は常に整理整頓

し、清潔を心がけ、鍵の管理を行ってください。

４）教室の使用

各クラスで主に使用する教室はありますが、クラスが占有するものではありません。

本学の学生・教職員だれもが使用できるよう、教室内に私物は放置せず、常に清潔を心が

けて使用してください。

５）アルバイト

アルバイトをする場合は、学業や健康に支障のないよう自己管理に留意してください。

臨地実習が始まると、実習開始時間が早くなったり、終了が遅くなるうえ、自己学習課題

も多くなります。常に学業と両立するように心がけることが大切です。修学困難をきたす前

にチューターや科目担当の教員などに相談しましょう。

６）寮

自宅からの通学が困難な場合、寮に入ることができます。寮は、天理よろづ相談所病院が

管轄する女子寮と男子寮があります。入寮に際しては審査が行われますので、希望される方

は学生支援課まで申し出てください。

７）薬物乱用

麻薬・覚醒剤・危険ドラッグなどの薬物乱用は法律で禁止され、法的に厳しく取り締まら

れています。絶対に薬物に手をつけない、誘惑に負けない強い意志を持ちましょう。

８）怪しい勧誘に注意

巧妙に仕組まれた罠にはまり、気が付けば高額な請求がきます。勧められるまま容易に契

約したり登録しないように、正しく理解し慎重に行動しましょう。

被害にあわないために

①必要なときは勇気をもって断ること。

②高額な契約やうまい話には警戒すること。

③その場ですぐ決めずに、家族・知人に相談すること。

④約束した内容は、必ず書面にしてもらうこと。

⑤契約書や申込書の内容をよく読んで確認してから、署名・捺印すること。

注）20歳を過ぎると、法律で保護されている「未成年」と違い、契約すると簡単に取り消すこ

とが難しくなります。




