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聖路加国際大学 看護学部
聖路加臨床学術センター（CCA)

聖路加国際大学本館

聖路加国際病院
（実習病院）見学ツアー
学食体験

OPEN CAMPUS
JULY 2019

２DAYS
7/27（土）
7/28（日）



学生による
キャンパスツアー

本館3階

実習服試着コーナー
本館3階

聖路加国際病院
（実習病院）見学ツアー

本館２階 ラウンジ

学食体験
本館２階 ラウンジ

休憩所・自販機コーナー
本館２階 ラウンジ

歴史展示室・図書館
本館２階 図書館

総合案内
本館1階 ロビー

学部ガイダンス
本館1階 アリスホール

模擬授業
本館1階 アリスホール

看護実技体験
本館地下1階 アーツルーム

学部受験相談コーナー

CCA３階 ３３０３

アンケート回収
グッズ交換&2019年度
入試問題配布コーナー

本館1階 ロビー

３１０

３04 305 306 307

7.27
11:30　12:00　12:30　13:00　13:30　14:00　14:30　15:00　15:30　16:00　16:30　17:00　17:30

ルカ生による、少人数のグループで学内全体をまわる
ツアーです。（30分程度）予約不要です。

実習服に着替えて、気持ちはもうルカ生！記念撮影もで
きます。

主な実習施設である聖路加国際病院を、現役看護師
や教員がご案内します。
当日整理券を配布します。

学食を数量限定でご用意しております！（有料）

休憩スペースです。ご自由にご利用ください。

歴史展示室は2010年1月に開設されました。写真およ
びケース展示により創立から現在までの歴史の流れを
ご覧ください。

オープンキャンパスの案内図や、大学パンフレットなど
をお配りしております。

聖路加国際大学の建学の理念や、カリキュラム、学生
生活、入試要項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。

①科目名：周産期看護　　②科目名：英語　
本学の教員が模擬授業を行います。
一足早くルカ生になった気分で参加してみよう！

看護学生になったつもりで様々な実技体験ができます。
また、教科書や授業の課題、e-learning教材の展示も
あります。

みなさんの聖路加に関する疑問に、在学生・教員がお
答えします。受験勉強法や入試、リアルな学生生活、授
業内容、実習、etc…
詳しく聞きたいという方は是非お立ち寄りください♪

※13：00～、15：00～学士編入のガイダンスを行いま
す。

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。

アンケートにご協力いただいた方には、ルカのグッズ（
先着順） & 2019年度一般入試または学士編入学入試
問題をプレゼントいたします。オープンキャンパスの思
い出に、是非お持ち帰りください♪

聖路加臨床学術センター（CCA）

聖路加国際大学本館

３年次学士編入

学部受験相談コーナー

奨学金・住宅情報
コーナー

CCA３階 ３３０1
一般・推薦・帰国

CCA３階 ３３０2

本学の留学に関してお気軽にご質問頂けるコーナーで
す。

オープンキャンパスの案内図や、大学パンフレットなど
をお配りしております。

留学相談コーナー
CCA３階 ３３０2

総合案内
CCA1階 ロビー

オープンキャンパスの案内図や、大学パンフレットなど
をお配りしております。

予備校講師が一般入試「英語」「小論文」について解説
します。（50分）

総合案内
CCA1階 ロビー

入試解説講義
CCA地下1階 日野原ホール

アンケートにご協力いただいた方には、ルカのグッズ（
先着順） & 2019年度一般入試または学士編入学入試
問題をプレゼントいたします。オープンキャンパスの思
い出に、是非お持ち帰りください♪

アンケート回収
グッズ交換&2019年度
入試問題配布コーナー

CCA1階 ロビー

11:30　12:00　12:30　13:00　13:30　14:00　14:30　15:00　15:30　16:00　16:30　17:00　17:30

11:30　12:00　12:30　13:00　13:30　14:00　14:30　15:00　15:30　16:00　16:30　17:00　17:30

11:30　12:00　12:30　13:00　13:30　14:00　14:30　15:00　15:30　16:00　16:30　17:00　17:30

12:05-12:35 14:45-15:15

13:00-13:20
学士編入ガイダンス

15:00-15:20
学士編入ガイダンス

タイムテーブル 7.28 タイムテーブル

15:30-16:20
「英語」

16:30-17:20
「小論文」

12:45-13:30
周産期看護

13:45-14:30
英語

12:00-17:00

12:00-17:00

11:30-17:00

11:30-14:00

11:30-17:00

12:00-17:00

12:00-17:00

12:00-17:00

12:00-17:00

12:00-17:00

11:30-17:00

12:00-17:00

12:00-17:00

12:00-17:00

13:00-17:00

学生による
キャンパスツアー

本館3階

実習服試着コーナー
本館3階

聖路加国際病院
（実習病院）見学ツアー

本館２階 ラウンジ

学食体験
本館２階 ラウンジ

休憩所・自販機コーナー
本館２階 ラウンジ

歴史展示室・図書館
本館２階 図書館

総合案内
本館1階 ロビー

学部ガイダンス
本館1階 アリスホール

模擬授業
本館1階 アリスホール

看護実技体験
本館地下1階 アーツルーム

学部受験相談コーナー

CCA３階 ３３０３

アンケート回収
グッズ交換&2019年度
入試問題配布コーナー

本館1階 ロビー

３１０

３04 305 306 307

11:30　12:00　12:30　13:00　13:30　14:00　14:30　15:00　15:30　16:00　16:30　17:00　17:30

ルカ生による、少人数のグループで学内全体をまわる
ツアーです。（30分程度）予約不要です。

実習服に着替えて、気持ちはもうルカ生！記念撮影もで
きます。

主な実習施設である聖路加国際病院を、現役看護師
や教員がご案内します。
当日整理券を配布します。

学食を数量限定でご用意しております！（有料）

休憩スペースです。ご自由にご利用ください。

歴史展示室は2010年1月に開設されました。写真およ
びケース展示により創立から現在までの歴史の流れを
ご覧ください。

オープンキャンパスの案内図や、大学パンフレットなど
をお配りしております。

聖路加国際大学の建学の理念や、カリキュラム、学生
生活、入試要項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。

科目名：形態機能学
本学の教員が模擬授業を行います。
一足早くルカ生になった気分で参加してみよう！

看護学生になったつもりで様々な実技体験ができます。
また、教科書や授業の課題、e-learning教材の展示も
あります。

みなさんの聖路加に関する疑問に、在学生・教員がお
答えします。受験勉強法や入試、リアルな学生生活、授
業内容、実習、etc…
詳しく聞きたいという方は是非お立ち寄りください♪

※13：00～、15：00～学士編入のガイダンスを行いま
す。

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。

アンケートにご協力いただいた方には、ルカのグッズ（
先着順） & 2019年度一般入試または学士編入学入試
問題をプレゼントいたします。オープンキャンパスの思
い出に、是非お持ち帰りください♪

聖路加臨床学術センター（CCA）

聖路加国際大学本館

３年次学士編入

学部受験相談コーナー

奨学金・住宅情報
コーナー

CCA３階 ３３０1
一般・推薦・帰国

CCA３階 ３３０2

本学の留学に関してお気軽にご質問頂けるコーナーで
す。

オープンキャンパスの案内図や、大学パンフレットなど
をお配りしております。

留学相談コーナー
CCA３階 ３３０2

総合案内
CCA1階 ロビー

オープンキャンパスの案内図や、大学パンフレットなど
をお配りしております。

予備校講師が一般入試「英語」「小論文」について解説
します。（50分）

総合案内
CCA1階 ロビー

入試解説講義
CCA地下1階 日野原ホール

アンケートにご協力いただいた方には、ルカのグッズ（
先着順） & 2019年度一般入試または学士編入学入試
問題をプレゼントいたします。オープンキャンパスの思
い出に、是非お持ち帰りください♪

アンケート回収
グッズ交換&2019年度
入試問題配布コーナー

CCA1階 ロビー

11:30　12:00　12:30　13:00　13:30　14:00　14:30　15:00　15:30　16:00　16:30　17:00　17:30

11:30　12:00　12:30　13:00　13:30　14:00　14:30　15:00　15:30　16:00　16:30　17:00　17:30

11:30　12:00　12:30　13:00　13:30　14:00　14:30　15:00　15:30　16:00　16:30　17:00　17:30

13:00-13:20
学士編入ガイダンス

15:00-15:20
学士編入ガイダンス

15:00-15:50
「英語」

16:00-16:50
「小論文」

12:45-13:30
形態機能学

12:05-12:35 14:00-14:30

12:00-17:00

12:00-17:00

11:30-17:00

11:30-14:00

11:30-17:00

12:00-17:00

12:00-17:00

12:00-17:00

12:00-17:00

12:00-17:00

11:30-17:00

12:00-17:00

12:00-17:00

12:00-17:00

13:00-17:00
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