
階段

エレベーター

多目的トイレ

女子トイレ

男子トイレ

B1

アーツ
ルーム

看護実技体験

学部ガイダンス
塾講師による入試解説
聖路加の英語・在学生メッセージ（6/20,8/1）
模擬授業
受験生のための学生シンポジウム（6/20,8/1）

1F
アリスホール

学生支援
センター

総合案内

入口

生支援

学部過去問販売

大会議室

アンケート回収＆
グッズ交換コーナー

2F

ラウンジ

図書館

休憩所・飲み物コーナー

教員の書籍販売コーナー

歴史展示室

聖路加国際病院（実習病院）
見学ツアー

3F
302

310

301

学部受験生相談コーナー
　（推薦・学編）
奨学金・住宅情報コーナー
留学相談コーナー

学部受験生相談コーナー
（一般入試）

学生による大学案内ツアー

4F

研究室

コンピュータ
ルーム

402401

オープン研究室受付
大学院過去問閲覧

オープン研究室会場

大学院ガイダンス
大学院受験相談コーナー

https://www.facebook.com/SeiLuka　 https://twitter.com/slcn_pr　 @st_luke

Facebook、Twitter、LINE で入試情報やオープンキャンパス情報を
チェックしよう！ LINE アプリを起動し、[その他 ]→[ 友だちを追加 ] 

→[QRコード ] より下記QRコードを読み込み

聖路加国際大学
オープンキャンパス2015
フロアマップ

1 階

403



開場 開始 受付終了 閉場

13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30

オープン研究室受付

⼤学院過去問題閲覧

⼤学院ガイダンス 15：00～15：20

⼤学院受験相談コーナー

403 オープン研究室会場 オープン研究室の会場です。

301 学部受験相談コーナー（⼀般⼊試） みなさんの聖路加に関する疑問に、学⽣がお答えいたします。受験勉強法や⼀般⼊試について知りた
い、学⽣とお話してみたい、という⽅は是⾮お⽴ち寄りください♪

学部受験相談コーナー（推薦・学編） 推薦⼊学、学⼠編⼊学を⽬指している⽅、実際に聖路加の学⽣とお話してみませんか？受験対策や学
⽣⽣活のことまで知ることができます！

奨学⾦・住宅情報コーナー 事務職員から、学費・奨学⾦・住宅の情報がもらえるコーナーです。受験⽣・保護者問わず、ご質問
のある⽅は是⾮ご利⽤ください。

留学相談コーナー 本学の留学に関してお気軽にご質問いただけるコーナーです。

310 学⽣による⼤学案内ツアー ルカ⽣による、少⼈数のグループになって学内全体をまわるツアーです。ルカ⽣になった気分でご参
加ください。所要時間約15分。

聖路加国際病院（実習病院）⾒学ツアー 実習先の聖路加国際病院の⼀部を⾒学できます。卒業⽣が病院紹介を⾏います。所要時間約30分。＜
整理券配布＞受験⽣のみの参加とさせていただきます。

休憩所・飲み物コーナー 来場者向けにお⼀⼈様1本、冷たい飲み物を⽤意しております。

教員の書籍販売コーナー 本学教員の著書を販売します。

図書館 歴史展⽰室・図書館

ロビー 総合案内 オープンキャンパスの案内図や、⼤学パンフレット、⼊試要項などをお配りしております。

学部ガイダンス 13：30～14：00 15：30～15：50
聖路加国際⼤学の建学の理念や、カリキュラム、学⽣⽣活等について説明いたします。2回開催いた
しますが、内容は同じです。（約30分）

⼊試解説 予備校講師が⼀般⼊試「英語」について解説します。（60分）

聖路加の英語・在学⽣メッセージ 17：00～17：30 ⼤学で学ぶ英語とは？教員と在学⽣がお話します。

模擬授業 14：35～15：05
教員が⾏う模擬授業です。6⽉20⽇は「養護について」、8⽉1⽇は「周産期看
護学」です（約30分）。

受験⽣のための学⽣シンポジウム 14：00～14：20 ルカ⽣が語る⼊試対策と学校⽣活、ルカ⽣になるまでのリアルな話が聞けます。（20分）

(⼤)会議室 アンケート回収＆グッズ交換コーナー アンケートにご協⼒いただいた⽅にはルカのグッズをプレゼントいたします。オープンキャンパスに
来た思い出に、是⾮お持ち帰りください。

学⽣⽀援センター 学部過去問題集販売窓⼝ 学⼠編⼊学の過去３年間分の問題集と、⼀般⼊試（昨年分）の問題集を販売しています。
解答はついておりません。価格は１冊５００円です。

地下 アーツルーム 看護実技体験
⾎圧測定、実習着試着＆写真撮影、⾚ちゃん⼈形抱っこ体験、妊婦体験など、看護学⽣になったつも

りで様々な体験ができます。また、教科書や授業の課題、e-learning 教材の展⽰もあります。

階 場所 コンテンツ 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30  内 容

  聖路加国際大学オープンキャンパス2015　プログラム（入退場自由）
6月20日（土）・8月1日（土）13:30～17:30（13:00開場～17:00受付終了）
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⼤学院⽣との相談コーナーです。15:00〜15:20は 大学院ガイダンスを⾏います。

⼤学院の過去問題の閲覧ができます。また、オープン研究室を希望する受験⽣はこのコーナーの受付
に申し出てください。

ラウンジ

1
アリスホール

16：00～17：00

2

アンケートに答えて聖路加グッズを貰おう！
アンケートにお答えいただいた方にはもれなく聖路加グッズを差し上げます。



開場 開始 受付終了 閉場

11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30

オープン研究室受付

⼤学院過去問題閲覧

⼤学院ガイダンス 14：30～14：50

⼤学院受験相談コーナー

403 オープン研究室会場 オープン研究室の会場です。

301 学部受験相談コーナー（⼀般⼊試） みなさんの聖路加に関する疑問に、学⽣がお答えいたします。受験勉強法や⼀般⼊試について知りた
い、学⽣とお話してみたい、という⽅は是⾮お⽴ち寄りください♪

学部受験相談コーナー（推薦・学編） 推薦⼊学、学⼠編⼊学を⽬指している⽅、実際に聖路加の学⽣とお話してみませんか？受験対策や学
⽣⽣活のことまで知ることができます！

奨学⾦・住宅情報コーナー 事務職員から、学費・奨学⾦・住宅の情報がもらえるコーナーです。受験⽣・保護者問わず、ご質問
のある⽅は是⾮ご利⽤ください。

留学相談コーナー 本学の留学に関してお気軽にご質問いただけるコーナーです。

310 学⽣による⼤学案内ツアー ルカ⽣による、少⼈数のグループになって学内全体をまわるツアーです。ルカ⽣になった気分でご参
加ください。所要時間約15分。

聖路加国際病院（実習病院）⾒学ツアー 実習先の聖路加国際病院の⼀部を⾒学できます。卒業⽣が病院紹介を⾏います。所要時間約30分。＜
整理券配布＞受験⽣のみの参加とさせていただきます。

休憩所・飲み物コーナー 来場者向けにお⼀⼈様1本、冷たい飲み物を⽤意しております。

教員の書籍販売コーナー 本学教員の著書を販売します。

図書館 歴史展⽰室・図書館

ロビー 総合案内 オープンキャンパスの案内図や、⼤学パンフレット、⼊試要項などをお配りしております。

学部ガイダンス 12：00～12：30 14：00～14：30
聖路加国際⼤学の建学の理念や、カリキュラム、学⽣⽣活等について説明いたします。2回開催いた
しますが、内容は同じです。（約30分）

⼊試解説 予備校講師が⼀般⼊試「⼩論⽂」について解説します。（60分）

模擬授業 教員が⾏う模擬授業です。（約30分）

(⼤)会議室 アンケート回収＆グッズ交換コーナー アンケートにご協⼒いただいた⽅にはルカのグッズをプレゼントいたします。オープンキャンパスに
来た思い出に、是⾮お持ち帰りください。

学⽣⽀援センター 学部過去問題集販売窓⼝ 学⼠編⼊学の過去３年間分の問題集と、⼀般⼊試（昨年分）の問題集を販売しています。
解答はついておりません。価格は１冊５００円です。

地下 アーツルーム 看護実技体験
⾎圧測定、実習着試着＆写真撮影、⾚ちゃん⼈形抱っこ体験、妊婦体験など、看護学⽣になったつも

りで様々な体験ができます。また、教科書や授業の課題、e-learning 教材の展⽰もあります。

階 場所 コンテンツ 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 内 容

  聖路加国際大学オープンキャンパス2015　プログラム（入退場自由）
8月2日（日）12:00～16:30（11:30開場～16:00受付終了）
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コンテンツ

401

15：00～16：00

⼤学院の過去問題の閲覧ができます。また、オープン研究室を希望する受験⽣はこのコーナーの受付
に申し出てください。

⼤学院⽣との相談コーナーです。15:00〜15:20は⼤学院ガイダンスを⾏います。402

302

1
基礎看護学

12：40～13：10
国際看護学

13：20～13：50

アンケートに答えて聖路加グッズを貰おう！
アンケートにお答えいただいた方にはもれなく聖路加グッズを差し上げます。
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