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現場に強い医療人とは、自分の知識や判断に自信を持ち、

つねに信頼できる態度で行動できる人。

実践経験を重視するびわこリハビリテーション専門職大学は、

今後医療現場で仲間からも、患者さんからも頼りにされる

医療現場の軸となる人物を育成します。
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学校法人藍野大学は、2004年に開学の藍野大学を中心とした学校法人です。前身となる1968年から始まった
医療法人恒昭会藍野病院附属准看護学院から通算すると、短期大学、専門学校など累計で10,064人の医療人を輩出
しています。この長い歴史の中で、少人数制教育の実践や、今日では常識となったチーム医療の理念を早くから提唱し、
確固たる「藍野ブランド」を構築してきました。その証として本法人の設置校で学んだ学生は、揺るぎのない医療人
としてその力が認められ、多くの卒業生が活躍しています。

A INO力を、
社会に生きるチカラに変える。

コミュニケーションマーク
一つひとつのエレメントは、藍野のAの形であり、
同時にハートマークでもあります。実践的な医療
技術（藍色）と、患者さんに対する思いやりの心
（ピンク）を併せ持つ臨床現場に強い医療人を、
4つの学校で育んでいくことを表現。新しい医
療人を育んでいく愛にあふれた教育機関であ
ることを、象徴的に示しています。

びわこリハビリテーション
専門職大学
シンボルマーク
リハビリのプロを育てる専門職大学

ということから、人を支え、

人に寄り添う様子を表現しています。
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特定の職業のプロフェッショナルになるために必要な知識・理論、そして実践的なスキルの両方を身に付けることができる大学です。

教育課程（カリキュラム）は、産業界、地域社会と大学が連携して編成し、講義だけでなく、学内・学外での実習が豊富に組まれています。

卒業後は、即戦力の専門職として、そして現場の最前線に立つリーダーとして活躍が期待されます。

さらに、専攻する職業に関連する他分野の学びとかけあわせることで、前例にとらわれないイノベーションを起こし、就職した業界や

職業の変化をリードする人材が育つことも期待されています。

専 門 職 大 学とは

専門職大学は、一般の大学と同様に

幅広い教養教育や学術に基づく

専門教育を実施することに加え、

実践的な教育や関連する他分野の

教育を取り入れたハイブリットな大学です。

びわこリハビリテーション専門職大学の教育目的

①　子どもから高齢者までの多様な年齢層の地域住民を対象として、健康で幸福な生活の獲得に向け、意味のある生活行為とそれを行う
ために必要な心身の活動に対して環境面に働きかけながら作業を手段あるいは目的として利用できる人材を養成する。

②　地域住民が抱える暮らしの中での課題を発見し、多職種や産業界と連携しながら新たな支援や支援体制の構築ができることによって
社会適応力の向上を促し、地域共生社会の実現に向けて保健・福祉・就労等の面から貢献できる人材を養成する。

びわこリハビリテーション専門職大学の目的1
　教育基本法及び学校教育法の定めるところに従うとともに教育理念に則り、リハビリテーションに関する実践的かつ応用的な能力を展
開するための教育研究により、高い倫理観と豊かな人間性、実践の理論に裏付けられた専門的な知識と技術を身につけた有能な人材を
養成することで、地域共生社会の実現に貢献することを目的とする。

①　理学療法士として、子どもから高齢者までの地域住民を対象に、住み慣れた地域で生活を維持するために、多職種と協働し、科学的
な根拠に基づく最適な理学療法を実践できる人材を養成する。

②　理学療法士の専門性を活かし、地域住民の健康寿命延伸とQOL維持・向上のために、身体活動に関わる生活の側面から、多職種と
の連携を通じて地域が抱える課題を発見し解決することで、健康・スポーツ・福祉の分野において地域共生社会の実現に向けて支援でき
る人材を養成する。

理学療法学科の目的2

作業療法学科の目的3

3つの履修モデル

理
学
療
法
学
科

作
業
療
法
学
科

13つの履修モデル 23つの履修モデル 33つの履修モデル

※ヘルスプロモーション…世界保健機関によって「人々が自らの健康とその決定要因をコントロールし改善できるようにするプロセス」と定義。

　ヘルスプロモーション支援では、子どもから
高齢者まで各ライフステージに合った健康づ
くりを支援するため、余暇や趣味活動を通じて
の「いきがい創造」、心の健康管理の「メンタ
ルヘルス」、運動実践も通じて「健康増進」を
中心に、健康な地域をつくるための支援につ
いて学ぶ。

■ヘルスプロモーション※

　生涯スポーツ支援では、スポーツを通じて健
康寿命延伸を図るため、健康と体力の維持・
増進に効果的なトレーニング方法や、指導方
法を中心に、すべての人が安全にスポーツを
実施するための支援を学ぶ。

■生涯スポーツ

　生活工学では、地域共生社会の実現に向
けて、福祉ロボットの活用や労働環境の改善、
地域への理学療法士の派遣の要請など、医
療・介護の枠を越え、理学療法技術を活用して
地域が抱える問題解決につながる支援を学ぶ。

■生活工学

　特別支援学校・学級に通う生徒が増加す
る社会状況に対応し、児童の身近な憩いの
場で児童の発達や能力に合わせた働きかけを
行うための支援について学びます。

■児童期

　施設生活や在宅生活、さらに就労まで多岐
にわたる成人期の障がい者のさまざまな課題
を解決するために、その人の特性を評価し、能
力を最大限発揮できるよう働きかけを行う為の
支援について学びます。

■成人期

　高齢者が住み慣れた地域で自立した生活
が続けられるようにするため、生活にまつわる
課題を地域と連携しながら支援する方法につ
いて学びます。

■老年期

「専門職大学」の5つの特徴

授業の3分の1以上は
実習・実技1 ▶豊富な実習で、就職後に役立つ高度な「実践力」を身に付ける

理論と実践を
バランスよく学ぶ2 ▶理論に精通した研究者と、各業界の現場経験豊富な実務家の両方から授業を受けられる

▶原則40人以下の少人数教育

超・長期の企業内
実習で現場を体験3 ▶学外の企業等での実習は、通算600時間以上

　　実際の現場で知識と技術を学び、問題解決できる思考力も養う
※1日あたり8時間、週5日で実習を行った場合、3～4か月（15週間）が学外実習期間

専攻する職業に関連する
他分野も学び、
応用力を身につける

4 ▶一つの専門にとどまらない学びにより、新しいアイデアを生み出せる人材、
　就職した業界・職業の変化をリードする人材になれる

大学卒の学位がとれる5
▶卒業生には「学士（専門職）」の学位が授与される

▶大学卒の人材として就職や大学院進学、留学ができる

新しいタイプの大学

専門職大学・
専門職短期大学
産業界等と連携した高度で実践的な職業教育

（かつ学術に基づく教育も重視）

教養教育
教養教育

専門教育
（学術重視）

職業/実際生活に
必要な能力の
育成等

専門教育
(職業/実際生活)

教養教育

専門教育
（学術重視）

専門教育
(職業重視)

隣接他分野の教育

大学 短期大学 専門学校

大　学

専門職大学
専門職短期大学

その他の教育施設

職業重視学術重視
実践的な教育に意欲・適性を持つ学生、 

スペシャリスト志向の学生
アカデミックな教育に
意欲・適性を持つ学生

※一般の大学・短大の一部における
「専門職学科」も制度化

●授業の１/３以上は実習・実技
●理論（学術）と実践（職業）をバランスよく学ぶ
●他分野も学び創造力を身に付ける
●原則40人以下の少人数

産業界等
専門職大学・短大

連携協議会高度な
実践力

豊かな
創造力

長期の企業内実習

実務家教員
（教員の4割以上）

さらに

一般大学や
短期大学との違い

出典 ： 文部科学省「専門職大学等制度説明パンフレット」
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地域住民の課題を解決する技術を学修し
健康、スポーツ、福祉の分野で活躍する力を養成
超高齢社会で自助による健康維持が求められるなか、疾病や障がいを予防し、運動処方の
専門職である理学療法士の力が必要です。
本学科では理学療法士が不足する健康分野で、地域住民の身体活動に新たな支援展開
（ヘルスプロモーション、生涯スポーツ、生活工学）を創造できる人材を養成します。

理学療法学科

理学療法士とは
さまざまな疾病・障がいに対して、医師の指示により、関節可動域や筋力、協調性などの検査
に基づいた最適な運動療法や物理療法を施行し、基本動作能力の回復や維持、障がいの
悪化を予防し、自立した生活が送れるように支援していく専門職です。

※1については、関連した授業を選択することで取得可能。（ただし在学中に８０時間の活動実績が必要になります。）
※2～3については、資格取得に必要な授業を選択し、資格認定試験に合格することによって資格を取得できます。

取得可能な資格

理学療法士
（国家試験受験資格）

P . 0 8

「すべての人」のライフステージで活躍できる

従来の作業療法教育だけでなく、時代のニーズに合わせた作業療法士を養成すべく、展開科
目にて、児童期・成人期・老年期それぞれのライフステージで必要な生活課題の解決に向けて
知識・技術を応用、刷新する力を育み、高い専門性を持った「地域共生社会」で貢献できる
作業療法士を育成します。

作業療法学科

作業療法士とは
身体や精神に障がいのある患者さんに対し、健康と幸福を促進するために、作業に焦点を当
てた治療、指導、援助を実施する専門職です。作業とは、対象となる人々にとって目的や価
値を持つ生活行為を指し、食べる、着替える、入浴する、手工芸、スポーツ、仕事、コミュニ
ケーションなど幅広い生活行為から適したものの獲得に向けて支援します。それらを獲得しな
がら、その人らしい生活が送れるように支援し、心も身体も改善していく専門職です。

取得可能な資格

P . 1 0
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卒業後の進路（想定）

介護老人保健施設

通所リハビリテーション

訪問リハビリテーション

特別養護老人ホーム

地方自治体

保健所

理
学
療
法
学
科

作
業
療
法
学
科

卒業時

地方自治体（健康教室、高齢者サロン）、健康増進施設、企業の健康推進室、健康関連企業

教育機関（部活指導）、体育協会、スポーツクラブ、フィットネスクラブ、
スポーツ・健康・食・ファッション関連企業

通所介護施設（デイサービス）、就労支援事業所（作業所）、放課後等デイサービス、
グループホーム、特別支援学校、福祉機器メーカー

放課後等デイサービス、療育教室（発達支援事業所）、児童養護施設、保育所、
学童保育室、小学校

就労支援事業所（作業所）、障がい者を雇用している企業（就労支援）、障がい者支援施設、
生活訓練施設、グループホーム

通所介護施設（デイサービス）、障がい者支援施設、特別老人養護施設、
サービス付き高齢者住宅、グループホーム、有料老人ホーム

将来

本学の卒業後の進路は、地域包括ケアシステムを中心とした地域のリハビリテーションに関連する医療・福祉施設を想定しています。また、地域共生社会の実現に
向け、理学療法や作業療法の専門性を応用できることも人材養成の目的としており、卒業後一定期間キャリアを積んだ後、行政職（公務員）や教育職に進むことも
想定しています。また、卒業時に履修した履修モデルに関連した進路を選択する可能性もあるため、幅広い就職先を想定しています。

病院

診療所

リハビリテーション
センター

本学が目指す人材養成像
専門職大学では、大学としての学問レベルを保ちながらも、より実学的な研究が重視され、理論に裏付けられた実践力をもつ人材を養成する。さらに、社会のニーズに
即した新しい概念のプロフェッショナリズムを身に着けさせることを重視している。

人材養成の目的
（社会の要請等）

養成する
人材像

深く専門の学芸を教授研究し、専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を展開させること。

①高い倫理観と豊かな人間性、理論に裏付けられた専門的な知識と技術を身に付け、子どもから高齢者までの地域
住民を対象に、適切なリハビリテーションを提供できる人材を養成する。
②地域共生社会の実現に向け、理学療法士・作業療法士として保健・福祉・スポーツ・就労等の分野において、多職
種と連携・協力のもと、地域住民及び地域が抱える課題を発見し、解決することのできる創造性豊かな人材を養成する。

学びの強み

1
学びの
強み

40人での「少人数教育により専門知識や技
術」を習得。すべての授業において少人数教育
を実施。教員や学生同士のコミュニケーションを
通して、着実に力をつけることができます。

少人数教育

滋賀レイクスターズとの
アカデミックパートナー契約の締結

びわこリハビリテーション専門職大学では、滋賀県唯一のプロスポーツ
チームである滋賀レイクスターズとアカデミックパートナーとしての協定を
締結しています。
アカデミックパートナーとは、次世代のスポーツ産業で活躍する人材輩出を
目的に各種研究・調査活動をはじめ、インターンシップ実習の受入れや教
育プログラムの共同開発など、「スポーツ×教育」の新たな構築に滋賀レイ
クスターズと共に取り組む教育機関、またそのパートナーシップです。

中級障がい者スポーツ指導員※１

スポーツリズムトレーニング
（DIFFUSER）※3

作業療法士
（国家試験受験資格）

中級障がい者スポーツ指導員※1

福祉住環境コーディネーター2級※2

メンタルヘルス・マネジメント2種※3

ゴルフフィジオトレーナー※2

本学の特徴 ハイレベルな教員・設備・環境による「実践的な教育の場」を提供。

最前線で豊富な実績を持つ教員が、あなたの学びを導きます。

3
学びの
強み

実務実績豊富で研究力のある理学療法士・
作業療法士や基礎医学研究で業績の豊富
な医師が講義を行います。

バラエティー豊かな教員が在籍2
学びの
強み

授業の3分の1を実習・実技により構成。現場
で通じる「確かな実践力」を身につけられます。

豊富な実習時間

※1については、関連した授業を選択することで取得可能。（ただし在学中に８０時間の活動実績が必要になります。）
※2～3については、関連した授業を選択し、資格認定試験に合格することによって資格を取得できます。



理学療法学科  学びの特色
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基礎医学、疾患学を基に、理学療法の概念から評価、治療、実践について知識と技術を階層的に
関連付けて学ぶことができます。また、学内教育においても、豊富な実習により高い専門性を修得
することができます。

学内教育

各学年で学外実習を設け、見学実習から評価実習、臨床実習と理学療法技術を段階的に学ぶこ
とができます。また、4年生後期には「神経筋骨格障害応用論実習」、「内部障害応用論実習」、
「スポーツ障害応用論実習」の３つの実習により、卒業後のキャリアパスのための選択性を高め、
より多くの専門性の高い技術を学び、視野の広い理学療法士を養成します。

地域共生社会を実現するための方策と展開方法を学びます。
具体的には「ランニングトレーニング論」「子育て支援論」「福祉工学地域活用論」「体力測定論」
など理学療法以外の周辺領域について知ることにより新たな領域の理学療法を提案できる人材を
養成します。

理学療法士を目指すきっかけは家族が理学療法士にお世話になり、良くなってい
く姿をみて、私も体が不自由になってしまった人の社会復帰のサポートをしたいと
思ったからです。
本学を選んだ理由は専門性を生かした授業で自分自身の学びのために勉強がで
きると思ったからです。校内が綺麗で過ごしやすく、先生ともコミュニケーションがと
りやすい環境なので、勉強に集中できます。
みなさんと一緒に勉強できることを楽しみにしています！

1

臨床教育2

展開科目での教育3

理学療法士は医学に精通した
運動のスペシャリスト
理学療法士は、他のどの職種よりも運動学について詳しく学びます。単に運動の仕組みを学ぶだけではなく、整形外科領域、内科領域、脳神経領域、
さらには、心理領域などさまざまな問題を抱えている人に対して応用できる、治療としての運動学についても学びます。そのため、スポーツ選手に対しても
医療に精通したトレーナーとして活動することができます。
東京オリンピック・パラリンピックでのトレーナー活動を行う教員をはじめ、大学や実業団の陸上チーム、高校サッカー、国体の滋賀代表チームをサポート
している教員が多数おり、こうした教員によるスポーツ界での実習も設けています。スポーツ界での実習は他の大学の理学療法学科には通常ありません。
急成長するスポーツ界の“今”が学べるのも大きな魅力です。

理学療法学科
リハビリテーション学 部

Department of Physical Therapy

定員 8０名

川村 黎佳さん
滋賀県 彦根翔西館高等学校出身

理学療法士を目指そうと思ったきっかけは、実際、自分自身が怪我で理学療法士
にお世話になり、自分も怪我をした人の手助けをしたいと思い、目指すことを決めま
した。
本学を選んだ理由は、大学と専門学校のいいところを合わせた独自のカリキュラム
が組まれているところに魅力を感じたからです。
また、本学は1年生の頃から様 な々実習に行き、見学や体験をするので、早い段階
でリハビリのノウハウが身につきます。将来は国内だけでなく、海外でも活躍できる
ようになりたいと思っています。そのため、授業から学ぶだけでなく、さらに独学で医
療英語等を題材にした参考書を使って、英語を話す練習にも力を入れています。

金時 拓海さん
理学療法学科　2年理学療法学科　2年

滋賀県 虎姫高等学校出身

在学生
MESSAGE

在学生
MESSAGE

1年次 2年次 3年次 4年次 4年次
・理学療法見学
　実習Ⅰ・Ⅱ

・理学療法見学
　実習Ⅲ

1年次 2年次 3年次 4年次

4年間の学びのイメージ

基礎科目

職業
専門科目

・理学療法評価実習
・理学療法総合臨床実習Ⅰ・Ⅱ
・理学療法地域実習

理
学
療
法
士

国
家
試
験

理学療法の医学的な
基礎となり、人体の構造
と機能を学ぶ

疾病と障害の成り立ち及び
その回復過程の促進について、
人体の構造と機能を学修した
ことを基盤とし、学ぶ

理学療法治療技術の基礎と
理論科目群の疾患学とを
関連づけ、学習する

習得した知識を総合し、
実践的かつ応用的な能力を
総合的に高める

・解剖学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
・生理学Ⅰ・Ⅱ
・運動学Ⅰ  など

・内科学Ⅰ・Ⅱ
・神経内科学Ⅰ・Ⅱ
・整形外科学Ⅰ・Ⅱ
・小児科学
・精神医学  など

・神経障害系理学療法学実習Ⅰ・Ⅱ
・運動器障害系理学療法学実習Ⅰ・Ⅱ
・義肢装具学Ⅱ
・内部障害系理学療法学実習Ⅰ・Ⅱ
・小児理学療法学演習
・老年期理学療法学演習
・スポーツ障害系理学療法学実習  など

・協働連携論総合実習
・理学療法総合実習  
 など

臨地実務実習

展開科目 「地域共生社会の実現に向けて地域住民を支援できる人材」を育成することを目的とし、
地域住民の身体活動に新たな支援展開を創造できる能力を習得します。

総
合
科
目

これまで学んだ知
識や技術を統合し、
地域住民が抱える
課題に対し、理学
療法士として、実践
的かつ応用的な能
力を総合的に高め
ることを目標に学習
します。

時 間 割
●時間割モデル（理学療法学科1年前期）

1限 生理学Ⅰ

Mon Tue Wed Thu Fri

2限 学びの
基盤 社会学 生涯

スポーツ論 生理学Ⅰ

3限 物理学Ⅰ 解剖学Ⅰ コミュニケー
ション論

リハビリテー
ション概論

4限 生理学 解剖学Ⅰ 倫理学
入門 教育学

5限

●時間割モデル（理学療法学科2年前期）

1限 整形
外科学Ⅰ

運動
療法学

2限 日常生活
活動学

理学療法
評価学実習

物理
療法学

理学療法
評価学実習

3限 教育
支援論

義肢
装具学Ⅰ

神経
内科学Ⅰ

4限 小児科学 運動学Ⅱ

5限 経営学
入門

Mon Tue Wed Thu Fri

老年医学

※理学療法学科は2クラスに分かれるため、
　記載の授業内容とは異なる場合があります。
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1年次 2年次 3年次 4年次

4年間の学びのイメージ

作業療法士として、一般的な教養を培い、
キャリア形成を進める基盤となるような学習をします。基礎科目

職業
専門科目

展開科目 「地域共生社会の実現に貢献する人材」を育成することを目的とし、
地域住民の生活課題に関する新たな支援展開を創造できるよう学習します。

理論科目群と実践科目群に分かれており、作業療法士の専門知識を学ぶ科目です。
医学に必要な知識から、作業療法士の高い専門性を学び、その知識を実習を通して学習を深めていきます。

作
業
療
法
士

国
家
試
験

総
合
科
目

これまで学んだ知
識や技術を統合し、
地域生活で障がい
者が抱える暮らし
の中の課題に対し、
作業療法士として、
解決できる能力を
習得します。

1年次 2年次
・作業療法
　見学実習Ⅰ

・作業療法
　見学実習Ⅱ

3年次
・作業療法
　評価実習
・作業療法
　臨床総合実習Ⅰ

・作業療法
　臨床総合実習Ⅱ
・作業療法地域実習

4年次

臨地実務実習

作業療法士はさまざまな地域課題を
解決するスペシャリスト
作業療法士は、対象者のさまざまな作業活動について学びます。東近江市は古くから地域共生社会が根付いた地域です。この地域で学ぶことは、障が
い者だけでなく、高齢者、子ども、心の悩みを感じている人など、さまざまな人たちを通して実践を学ぶことができます。しかし、まだまだ解決すべき課題が多く
あります。町の活性化の問題、引きこもりの方への支援、高齢者の方の生活の満足度に焦点を当てた支援など、地域住民一人ひとりが自分らしい生活
を過ごせる町づくりについて多くの課題があります。作業療法士は、障がいのある方には医学的側面からの評価、ヘルスプロモーションが課題になる方
には精神面、環境面からの評価をし、対象者、地域住民と共に課題の解決を図っていきます。
このような学習の機会が豊富にあること、それが本学で学ぶ魅力です。

作業療法学科
リハビリテーション学 部

Department of Occupational Therapy

定員 4０名

作業療法学科  学びの特色

子どもとの関わりを通して、「遊び」や「学習」の支援について学びます。また、保護者との関わり
方、制度や環境について学びます。

【児童期】チャイルドサポート

障がいのある方の「働く」ことの支援について学びます。病気や障がいによる仕事への影響、職場
環境について学びます。

高齢者の特徴、アンチエイジングに向けた支援について学びます。健康的で「いきいきした」生活が
できるような活動について学びます。

1

【成人期】ワークライフサポート2

【老年期】エイジングサポート4

「スポーツ」を通した生活の支援について学びます。また、余暇を充実させるような幅広い活動に
ついて学びます。

【成人期】スポーツライフサポート3

人を支援する職業に就きたいと思い、心理の分野にも興味があったので作業療
法士を目指しました。
本学を選んだ理由は、専門職大学ならではの高度な知識と実践力を身につける
ことができるからです。
本学は先生との距離が近いのでアットホームで勉強がしやすい環境です。
みなさんも自分の目標に向かって頑張ってください！

毛利 美緒さん
滋賀県 高島高等学校出身

作業療法士を目指そうとしたきっかけは様々な分野で活躍する作業療法士を知り、
将来、作業療法士になったときに自身の可能性を広げたいと思ったからです。将
来は身体のことで困っている人を、学んで培った知識や経験で助けたいと思って
います。
本学を選んだ理由は、オープンキャンパスに参加した際に熱心な先生方の姿に
惹かれたからです。大学の雰囲気は休み時間と授業もメリハリがしっかりしていて
とても良い雰囲気です。
みなさんが入学したら、一緒に切磋琢磨して頑張りましょう！

田中 大樹さん
作業療法学科　2年作業療法学科　2年

滋賀県 大津商業高等学校出身

在学生
MESSAGE

在学生
MESSAGE

時 間 割
●時間割モデル（作業療法学科1年前期）

1限 日本の
近代史

学びの
基盤

地域社会
共生論 生理学Ⅰ 基礎

作業学

2限 生物学 基礎作業
学実習Ⅰ

作業療法学
総論 生理学Ⅰ 解剖学Ⅰ

3限 リハビリテー
ション概論 数学 哲学入門 英語Ⅰ 解剖学Ⅰ

4限 日本の
伝統文化 運動学Ⅰ 教育学

5限

●時間割モデル（作業療法学科2年前期）

1限 精神障害作業
療法評価学実習

2限 身体障害作業
療法評価学実習Ⅱ

日常生活
活動論実習 小児科学

内科学Ⅰ

身体障害作業
療法評価学実習Ⅰ

3限 整形
外科学Ⅰ

社会生活
行為論実習

発達障害作業
療法評価学実習

運動
学実習

4限 子育て
支援論

神経
内科学Ⅰ

5限

Mon Tue Wed Thu Fri

Mon Tue Wed Thu Fri

老年医学

精神医学 地域生活作業
療法学総論



Q どんなことが
学べるの？

カリキュラムは基礎科目、職業専門

科目、展開科目、総合科目の4区分

構成とし、それぞれの科目で専攻す

る職業に関連する分野はもちろん、

それ以外の分野も学び応用力を身

に付けます。また、さまざまな職域で

活躍できる力（高度な実践力）を養

うため、医療施設以外での実習も

積極的に実施する予定です。

Answer

Q オープン
キャンパス内容は？

体験型イベントが盛りだくさんです。

理学療法士・作業療法士の仕事

内容や、大学、入試のことがよく分

かるコーナー、模擬授業、学科別体

験型イベントなど充実しています。

みなさんの参加をお待ちしています！

Answer
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B I W A
R E H A

Q & A

びわリハのある湖東エリアは、

歴史と自然、美味しさいっぱいの

魅力あふれる地域。

在学生と教職員が

おすすめスポットを

ご紹介します！

百済寺
1400年以上前に、聖徳太子の勅願により
創建された近江国最古の寺院。広い境内は
四季折々の景色が美しく、特に紅葉時季の
ライトアップは圧巻。

道の駅 あいとうマーガレットステーション
英国風の建物×お花畑がフォトジェニック♪ 
東近江産食材100％の直売エリアや、花と
ハーブの販売＆体験エリアなど地元の農作
物が集まる道の駅。春にはいちご狩りも。

OHMI

TAGA

H IKONE

学長オススメ!

歴史映画やドラマの
ロケ地としても知る人
ぞ知るスポット！

～東近江エリア～
OHMI

「ココ行こ」スポット
びわリハ近くの

永源寺温泉 八風の湯
愛知川の自然を一望しながら、ゆったり浸かる露
天温泉が最高！ お食事処もあって、心も体もリフ
レッシュしたい時におすすめの場所。

池田牧場
しぼりたての牛乳を使った「季節のジェラート」が
地域を越えて有名。バターやピザ作りを楽しめる
体験教室のほか、キャンプ＆バーベキュー施設も。

できたてジェラートはホントに絶品。
ただし大人気なので行列覚悟で！

太郎坊宮 阿賀神社
古くは聖徳太子や源義経、現在はプロスポーツ選手
などから深く信仰される“勝運の神様”が御祭神。神社
を守護する天狗の名から「太郎坊」と呼ばれています。

自分だけの「おまもりづくり体験」が
できちゃいます

職員オススメ!

「旬の食材が安く買え
る」と大評判

「おすすめ」スポット ～湖東・湖北エリア～
KOTO・KOHOKU

彦根城
国指定の特別史跡で、天守が国
宝に指定されている天下の名城
の一つ。ひこにゃんにも会えるかも。

夢京橋キャッスルロード
城下町をイメージした散策＆お買
い物ストリート。彦根名物を食べら
れるレストランから伝統工芸品の
お店までいっぱい。

多賀大社
古くから「お多賀さん」と親しまれる
滋賀県第一の大社。縁結びや延
命長寿の御利益がいただけ、豊臣
秀吉ゆかりの庭園は国の名勝。

ヤンマーミュージアム
アタマもカラダも使って楽しめる
チャレンジエリアのほか、ビオトープ
や足湯などコンテンツが目白押しの
体験型ミュージアム。

ご近所

MA P
見どころ& お出かけ
びわリハ生いち押し! !

MA P

お肌すべすべ、美肌の湯♪在学生
オススメ

Q 授業の
雰囲気は？

大学の1コマの授業時間は90分

です。少人数教育により、担当教

員がしっかりとサポートする体制が

整っています。分からないことはすぐ

質問できる環境なので、疑問点が

あったら積極的に質問してくださいね！

Answer

Q 学校までの
交通手段は？

本学～JR能登川駅と本学～近江

鉄道八日市駅で授業時間に合わ

せてスクールバスの無料送迎を

行っています。また、自転車及びバイ

ク通学、学生専用駐車場も完備し

ているので車での通学も可能です。

なお、2021年度から1限目の授業

開始が9:30に繰り下げられ、中～

遠距離からの通学も可能です。

Answer

びわリハのこと、もっと詳しく知りたい！

理学療法学科
教員オススメ

作業療法学科
教員オススメ
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奨学金制度 学長挨拶

学費

本学独自の修学支援制度

● 日本学生支援機構奨学金（給付型・貸与型）
世帯の所得金額に基づく区分に応じて支給します。申し込み方法や区分、
支給金額等、詳しくは学生支援グループにお問い合わせください。

● 高等教育の修学支援新制度
本学は、2020年4月から始まった文部科学省「高等教育の修学支援新制度」
の認定校です。条件により、学費の減免が見込めます 。
※詳しくは学生支援グループにお問い合わせください。

本学では、学力優秀な方や自宅から離れ一人住まいで通学する方、また通学
費用が一定額を超える方に対し、給付型の奨学支援制度を設けています。

一般選抜入試A日程で特に優秀な成績の者をスカラシップ生として認定し、
スカラシップ生Aに対して初年度年間授業料相当額を、優秀な成績の者
（スカラシップ生B）に対して初年度年間授業料の半額相当を給付します。

主要鉄道路線による1か月の通学定期代が10,000円を超える場合、
10,000円を控除した差額について本学が負担（上限月額10,000円）します。
※詳細はホームページ等をご覧ください。

● 自宅外通学者スカラシップ制度
本学に入学を決めた方で自宅外通学を余儀なくされる学生に賃貸住宅費用
の半額、上限3万円（月額）を大学が補助します。補助期間は入学後2年間
です。人数の制限はありません。手続きなど詳細は入学後に説明します。
※本制度と通学費用補助制度を併用することはできません。

（例）京都～能登川（￥11,600） 

￥11,600 ー￥10,000＝￥1,600（本学負担金額）

本学が指定する高等学校で、かつ本学が指定する学習成績の状況（評定平
均値）を満たし高等学校長から推薦された方が入学を決定した場合、指定校推
薦スカラシップ生として認定し、入学金の一部を給付します。（推薦条件等詳細
は、各高等学校に通知します。） 現代医療では、日々技術や知識が進化します。そのため医療やリハビリ

に携わる者は社会に出てからも最新知識の習得に努め、学び続けなけ
ればなりません。専門職大学は、最先端の情報と研究成果を集積し、広
く社会に解放された学びの場として、卒業生もしっかりサポートしていき
たいと考えています。
リハビリ職は人々の健康と命を預かる責任の重い仕事です。本学で学
ぶ学生たちには、地域で活躍できる総合的な力を身につけ、滋賀県と日
本医療の発展をリードしてほしいと願っています。

地域に根ざした「専門職大学」として、
実務力と創造力を兼ね備えた
人材の輩出に取り組んでいきます。

山川 正信

C A M P U S
FACILITIES

びわリハ

びわこで過ごす4年間で、
夢を育み、思い出を作る。

1F 機能訓練室

エントランス

4F 図書館

アスリートがトップスピードで走り抜けることを可能とする40mの走路を完備しています。ここでは、リアルタイムで身体の動きを3次元的
にとらえる動作解析システムVICONや、床反力計、筋電図といった人間の体をバイオメカニクス的に分析する最新機器を導入しました。
アスリートのスキル向上のための資料の提供から、高齢者の健康に貢献するための歩行分析などさまざまな研究活動に活躍します。

本学では、メディカルオンラインという日本中の和文医学論文の検索、閲覧、ダウンロードが学外からでも利
用できるシステムを導入しています。メディカルオンラインとは、日本語の医学文献の検索データベースをは
じめ、医療に関連する幅広い情報が提供されている、会員制医学・医療の総合サイトです。現在国内の数
多くの医療機関や医療系大学、研究機関等で利用されています。また英語の文献検索の場合は、
「PubMed」という別のデータベースも利用できます。

本学図書館は、「リハビリテーション医学」に関する資料を中心に、約13,216
冊、雑誌数35誌を所蔵しています。また、これまでの冊子体資料に加え、
医学/医療データベースや電子ジャーナルの閲覧も利用でき、学生の主体
的な学修・教育、研究活動を促進します。 経歴

●滋賀医科大学医学部　助手・学内講師
●ハワイ大学医学部　客員研究員
●大阪教育大学教育学部　教授
●大阪教育大学附属池田中学校　校長
●宝塚大学看護学部　教授・学長

BF 食堂

アルバス

4F ミーティングルーム

初年度納入額（学費）

万円
（入学金25万円を含む）
2年次以降は125万円

入学金

理学療法学科

250,000

1,450,000

900,000
（各期1/2）

100,000
（各期1/2）

200,000
（各期1/2）

250,000

1,450,000

900,000
（各期1/2）

100,000
（各期1/2）

200,000
（各期1/2）

作業療法学科

年額（単位：円）

授業料

実験実習費

施設設備費

初年度合計

※その他、初年度教科書代、保険代、実習着代等、約15万円が必要となります。

Albus 145

● 通学費用補助制度

● 一般選抜スカラシップ生制度

● 指定校推薦スカラシップ生制度
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