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本学はキリスト教精神に基づき、看護保健・公衆衛生の領域において、その教育・学術・実践活動を通

じて、国内外のすべての人の健康と福祉に貢献することを目的としています。この大学の理念実現のた

め、本学の教育は、看護保健・公衆衛生の領域において、指導者ならびに高度専門職業人として、国内外

のすべての人の健康と福祉に貢献する人材の育成を目標としています。 

 

 本大学院看護学研究科は、看護学・公衆衛生学の理論および応用を教授研究し、深奥な学識と高度な実

践・研究能力を養い、文化の進展に寄与することを目的としています。この本大学院看護学研究科の理念

実現のため、教育目標を次の通り定めています。 

 

 看護学を専門とし、その領域において指導者となる人材を育成する。 

 博士前期課程（修士課程）は、広い視野に立って精深な学識を授け、看護学の分野における研究能力

または高度の専門性を要する看護の実践および看護教育に携わる者等に必要な高度の能力を養うも

のとする。 

 博士後期課程は、人々の生活の質をさらに向上させるために、看護学の分野における研究者および指

導的な高度看護実践者として自立した研究活動、科学的根拠に基づく組織や保健医療システムの変

革およびその基礎となる豊かな学識を養う。 

 

入学者受け入れ方針（アドミッション・ポリシー）：博士前期(修士)課程 

看護学の視点から、その領域においてリーダーシップを発揮する人材を育成するために以下のような

人材を受け入れる。受け入れにあたっては、国籍・宗教・障がい等を問わず、最大限妥当かつ公平な方法

によって選抜する。 

１．グローバルな視点で研究と高度実践を行うために必要な語学力、実践と概念を結び付けるための抽象

的思考能力の基礎を備えている者 

２．自分の考えを表現し、他者からのフィードバックを柔軟に受け入れて統合する力を備えている者 

３．関心ある現象に迫るために、専門知識と実践力を生かして自ら行動し変化を起こす意欲を備えている

者 

 

本大学院看護学研究科修士課程看護学専攻およびウィメンズヘルス・助産学専攻では、大学院への進学

の意志が明確で、早期に進路決定を計ることによって安定した学習環境を整えることを目的として、聖路

加国際大学学生や学校法人聖路加国際大学やその附属施設に勤務する者、そして本学の指定する医療機

関等に勤務する者を対象に推薦入学者選抜を実施します。 

 

社会人入学について 

在職のまま在学することができる社会人入学を認めています。（大学院設置基準第 14 条特例）  
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1. 専攻および募集対象・募集人員 

専攻 定員 推薦入学者選抜 募集対象 推薦入学者選抜 募集人員 

看護学専攻 32 名 

聖路加国際大学在学生 若干名 

学校法人聖路加国際大学や 

その附属施設に勤務する者 

看 護 教 育 学 上 級 実 践

(CNE)コース 
5 名 

上記コース以外 若干名 

本学の指定する医療機関等※に 

勤務する者 

若干名 

ウィメンズヘルス・

助産学専攻 
18 名 

聖路加国際大学在学生 若干名 

学校法人聖路加国際大学や 

その附属施設に勤務する者 

若干名 

本学の指定する医療機関等※に 

勤務する者 

若干名 

※本学の指定する医療機関等は別紙参照 

 

2. 専攻・コース・専門分野 

志願者は出願時に「専攻」「コース」「専門分野」を選択・登録すること。また、出願に先立ち 

指導を希望する教員と必ず面談すること（p.15 教員連絡先参照）。 

出願時以降のコース変更は出来ません。 

※記号の見方 

Ｓ…日本看護系大学協議会の高度実践看護師教育課程の認定を受けているコース 

Ｅ…優れた実践能力を教育に結びつけ、看護ケアの質向上をはかる臨床実践指導者（Clinical Nurse Educator（CNE））

育成のためのコース 

保…保健師国家試験受験資格が取得できるコース。修士課程修了要件（30 単位）に加えて、保健師国家試験受験資

格に必要な 31 単位を修得するカリキュラム 

助…助産師国家試験受験資格が取得できるコース。修士課程修了要件（30 単位）に加えて、助産師国家試験受験資

格に必要な 31 単位を修得するカリキュラム 

養…条件により養護教諭専修免許の取得が可能なコース。 
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＜看護学専攻＞ 

コース 専門分野 ※ 入学時の要件 

修士論文コース 

専門分野の知識を深め、研究能

力の開発をめざすコース 

 

 

 

看護心理学   

看護社会学   

生命倫理学・看護倫理学   

看護情報学   

看護疫学・統計学   

看護とデータサイエンス   

基礎看護・看護技術学   

看護教育学   

看護管理学   

遺伝看護学   

ニューロサイエンス看護学   

小児看護学   

急性期看護学   

慢性期看護学   

老年看護学   

がん看護学・緩和ケア   

精神看護学   

在宅看護学   

公衆衛生看護学   

スクールヘルス 養  

国際看護学   

上級実践コース 

看護ケアのスペシャリストと

して機能することができるよ

うに、専門性を深めた実践能

力の開発をめざすコース 

入学時に看護師免許を取得し

ていることを必須とする。 

 

 

 

看護教育学 E 保健師、助産師、看護師免許のい

ずれかに基づく臨床経験が 5 年

以上ある者 

看護管理学  看護管理者の実践経験を有する

者 

遺伝看護学 Ｓ  

ニューロサイエンス看護学 

（CNS は「慢性疾患看護」での認定） 

Ｓ 看護師免許取得後の臨床経験を

持つ者 

小児看護学 Ｓ  
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コース 専門分野 ※ 入学時の要件 

上級実践コース 急性期看護学 Ｓ  

慢性期看護学 

（今年度は募集なし） 

  

老年看護学 Ｓ  

がん看護学・緩和ケア Ｓ 看護師免許取得後の当該分野で

の臨床経験を持つ者が望ましい 

精神看護学 Ｓ  

在宅看護学 Ｓ  

公衆衛生看護学 保  

国際看護学   

周麻酔期看護学 

（今年度は募集なし） 

 看護師免許取得後の手術室、救

急、ＩＣＵなどでの臨床経験が

3 年以上ある者 

 

 

＜ウィメンズヘルス・助産学専攻＞ 

修士論文コース 

専門分野の知識を深め、研究能

力の開発をめざすコース 

ウィメンズヘルス   

助産学   

上級実践コース 

看護ケアのスペシャリストと

して機能することができるよ

うに、専門性を深めた実践能

力の開発をめざすコース 

入学時に看護師免許を取得し

ていることを必須とする。 

 

ウィメンズヘルス Ｓ  

助産学① 

助産師コース 

助  

助産学② 

JICA 海外協力隊-大学連携事

業：JICA コース （募集はⅠ期

のみ）    

 日本国籍を有し、入学の時点で保

健師・助産師・看護師免許のいずれ

かに基づく臨床経験が３年以上あ

る者 
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3. 修業年限 

2 年間または 3 年間（選択制） 

 

 標準修業年限 3 年は、2 年間のカリキュラムを 3 年かけて学びます。 

 出願時以降に修業年限の変更はできません。 

 上級実践コースの以下の専門分野は標準修業年限に制限があります。 

2 年間のみ：公衆衛生看護学、精神看護学、ウィメンズヘルス、助産学① 

3 年間のみ：助産学② 

 上級実践コース標準修業年限(2 年間)に入学される方は学業に専念する必要がありますので、 

入学時に休職証明書、研修命令書 等の提出が必要となります。 

 看護教育学上級実践コースで 3 年間を選択する場合、所定の実習期間は学業に専念できることが

条件となります。 
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4. 出願資格 

  

 

聖路加国際大学 

看護学部在学生 

学校法人聖路加国際大学や 

その附属施設に勤務する者 

本学の指定する医療機関

等に勤務する者 

必

須 

 

(1) 合格した場合には必ず入学する意志のある者 

(2) 2024 年 3 月に本学看護学

部を卒業見込みの者（学士

編入生も含む） 

聖路加国際病院の推薦要件

を満たし、院長および所属部

門の部長（例、看護部長）の

承認を得ている者 

本学の指定する医療機関

等の長、または看護部長の

承認を得ている者 

(3) 以下のＡ，Ｂいずれかに該当する者 

＜Ａ＞ 

本学で履修した次の科目の成績（8 単位分）のうち 3 科目以上が「優」以上である者 

対象科目名※：英語Ⅰ・英語Ⅱ・英語表現法Ⅰ-W・英語表現法Ⅰ-S 

英語表現法Ⅱ-W・英語表現法Ⅱ-S 

※ 旧カリキュラムでも読み替え可能な場合があります。事前にお問合せ下さい。 

＜Ｂ＞ 

以下のいずれかの基準を満たすスコアを所有している者＜取得時期の制限なし＞ 

※1 TOEIC の IP（Institutional Program）は出願要件を満たす試験としては認めません。 

※2 AcademicModule の成績のみ有効です。 

 

TOEIC 

(L&R)※1 

TOEFL 

(PBT) 

TOEFL 

(CBT) 

TOEFL 

(iBT) 

実用英語 

技能検定 

IELTS 

※2 

586 点以上 500 点以上 173 点以上 61 点以上 2 級以上 

または 

CSE2.0 ｽ ｺ ｱ

1950 点以上 

4.0 以上 

(4) 入学時に看護師免許を取得している者（上級実践コース志願者のみ必須） 

い

ず

れ

か

必

須 

(5) 

 

大学を卒業した者(大学評価・学位授与機構による学士の

学位取得者および学位取得見込みの者を含む) 

(6) 外国において学校教育における 16 年の課程を修了した者 

(7) 文部科学大臣の指定した者（昭和 28 年文部省告示第 5 号） 

(8) 本大学院が前各号と同等以上の学力があると認めた者 

※個別の入学資格審査を行います。詳しくは本学 HP に掲

載している「2024 年度入学資格審査について」をご参照

下さい。 
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5. 出願書類 

 

 

聖路加国際大学 

看護学部在学生 

学校法人聖路加国際大学や 

その附属施設に勤務する者 

本学の指定する医療機関等に 

勤務する者 

(1) 入学願書 

所定の用紙に必要事項を記入し、出願前 3 か月以内に撮影した上半身正面の写真を貼付すること。 

この写真は入学が許可された場合、学生証貼付用に使用します。 

本学在学生と法人教職員にはメール配信、および希望者に大学窓口で配布いたします。 

指定医療機関等には施設長宛てに郵送いたします。 

(2) 本学の成績証明書 

厳封されたもの。 

成績証明書 

出願資格に該当する機関の長が作成し、厳封されたもの。 

なお、大学以外の教育機関で看護教育を受けた者は、当該校の

成績証明書も提出すること。 

大学評価・学位授与機構による学士の学位取得者は、大学評価・

学位授与機構発行の学位授与証明書を提出すること。 

(3) 4.出願資格（3）Ｂの該当者は、利用する検定試験の成績／スコア証明書の原本 

原本は本学で控えをとり、受験票返送時に返却します。 

(4) 入学検定料納入票 

入学検定料を 6 月 26 日(月)～7 月 10 日(月)に本学指定の銀行口座へ「電信扱い」で納入し、 

入金したことの証明書（銀行窓口の場合：振込証明書、ATM の場合：利用明細、インターネット

バンキングの場合：振込完了画面を印刷したもの等）を入学検定料納入票に貼付する。 

 

振込人名義は、アルファベットの M を頭に付した受験生氏名とすること。 

（例）M セイルカ ハナコ 

[入学検定料振込先] 銀行：三菱 UFJ 銀行 築地支店 

          店番：025 

          預金種目：普通預金 

          口座番号：0575678 

          口座名：ガッコウホウジン セイルカコクサイダイガク 

          金額：40,000 円 ※ 

          ご依頼人：「M 受験生氏名」 

※入学検定料は 2023 年 6 月上旬に改定する場合がある。その際は本学 HP にて周知を行う。 

※入学検定料の他に別途、振込手数料が必要です。 
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聖路加国際大学 

看護学部在学生 

学校法人聖路加国際大学や 

その附属施設に勤務する者 

本学の指定する医療機関等に 

勤務する者 

(5) 受験票 

入学願書に貼付した写真と同じものを貼付して提出すること。 

(6) 受験票返送用封筒 

願書等を入れる封筒とは別に、定形の封筒（角 2 サイズ：縦 33cm 横 24cm）を用意し、表に受

験票返送先、宛名を記入の上 140 円切手を貼付し、半分に折って同封する。 

(7) 

 

聖路加国際病院長の承諾書 

公印またはサインのあるもの 

勤務先医療機関等の長または 

看護部長の承諾書 

公印またはサインのあるもの 

(8) 推薦書（1通） 

本学所定の用紙に推薦者が作成し、厳封されたもの。 

なお、推薦者は出願者の専門能力を判断しうるものとし、配偶

者および 1 親等・2 親等の親族の方は認めません。 

推薦書は英文で作成しても構いません。 

(9) 卒業証明書（出願資格に該当するもの） 

厳封されたもの。 

なお、外国の大学出身者は、その大学の詳細がわかる資料（案

内パンフレット、HP のコピー 等）を添付すること。 

(10) 改姓を証明する書類 

(２)～(９)の各証明書の姓が出願時と異なる場合は、改姓したことがわかる書類（戸籍抄本等） 

 

6. 出願方法 

（1）願書受付：窓口に持参、または郵送で出願する。出願書類を入れた封筒（角２サイズ）の表に

は「看護学研究科修士課程 推薦入学者選抜出願書類在中」と朱書きし、裏には出願

者の住所・氏名を記載しておくこと。 

①持参の場合：大学本館１階 大学事務部・入試事務課の窓口へ提出する。（引き換

え時に受領書発行） 

【窓口取扱い時間：平日 9：00～17：30・大学休館日は除く】 

         ②郵送の場合：日本郵便の「書留」で送付する。 

（2）受 験 票：出願書類と入学検定料を受領後、大学から送付する。 
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7. 出願受付期間 

2023 年 7 月 3 日（月）～ 7 月 10 日（月）＜消印有効＞ 

 

8. 試験日 

2023 年 7 月 20 日（木） 

 

9. 試験場 

聖路加国際大学 本館 

 

10. 選抜方法 

（１）書類選考 

（２）面接（個人面接） 

 

11. 合否結果通知 

2023 年 7 月 26 日（水）に本人宛に合否の結果を発送する。 

（電話による問い合わせ、窓口での問い合わせには応じない） 

入学金および学費等の納入時期、方法など入学手続きに関しては、合格通知とともに案内する。 

 

12. 入学手続き 

(1) 入学手続きは入学金 40 万円の納入による。合格通知に同封の振込依頼書を用いて行うこと。 

納入期間：合格発表日～2023 年 8 月 3 日(木) 

所定の期日までに上記を受理したときは入学許可書を送付する。 

(2) 2024 年度授業料（前期分）および施設維持費（前期分）は入学許可書に同封の振込依頼書を用い

て行うこと。 

納入期間：2023 年 11 月 27 日（月）～12 月 8 日(金)  
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13. 学費（2023 年度実績） 

区    分 
修士論文コース 上級実践コース 

標準修業年限 2 年 標準修業年限 3 年 標準修業年限 2 年 標準修業年限 3 年 

入学金※ 400,000 円 400,000 円 400,000 円 400,000 円 

①授業料(年額) 1,200,000 円 800,000 円 1,350,000 円 930,000 円 

②施設維持費

(年額) 
150,000 円 100,000 円 150,000 円 100,000 円 

①+② 合計 1,350,000 円 900,000 円 1,500,000 円 1,030,000 円 

注）・2024 年度学費は 2023 年 6 月上旬に改定する場合がある。その際は本学 HP にて周知を行う。 

・入学金は合格時にのみ納付する。 

・授業料および施設維持費は、一年分を２期に分けて納付する。 

・2 年次以降の各年度の授業料・施設維持費については、前年度 2 月末日までに決定する。 

 

※以下①～④のいずれかに該当する者は、特別奨学金規程第 4 条に基づき、入学後に 40 万円を奨学

金として給付する制度があります。 詳細は別途お問い合わせください。 

① 本学学部を卒業した者 

② 本学看護学研究科を修了した者 

③ 本学公衆衛生学研究科を修了した者 

④ 学校法人聖路加国際大学の正規職員として 3 年以上の勤務経験を有する者 

 

14. 入学式 

2024 年 4 月初旬  詳細は改めて通知する。 
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15. その他 

(1) 出願書類が不備の場合、受理しないことがある。 

(2) 納入した入学検定料は返還しない。 

(3) 納入した入学金は返還しない。 

(4) 本学には教員の研究休暇制度があり、長期に不在となる教員がいる場合がある。 

(5) 聖路加国際大学の学生で 2024 年 3 月に卒業できない者は入学を許可しない。また、振り込んだ入

学金の返還も行わない。 

(6) 合格後の入学辞退は原則として認めない。やむを得ない事由が生じた場合は入試事務課に相談する

こと。 

(7) 大学卒業見込みまたは学位取得見込みで出願した者は、入学時に卒業証明書または学位授与証明書

の提出が必要である。 

(8) 上級実践コース志願者で出願時に看護師国家試験を受験予定であった者は、入学時に看護師免許

（写）または看護師国家試験合格証（写）の提出が必要である。 

(9) 上級実践コースに合格した者が入学時までに看護師国家試験に合格していない場合には、入学を許

可しない。また、振り込んだ入学金の返還も行わない。 

(10) COVID-19 対策でオンライン授業が一定数行われるため、自宅での遠隔授業に備えてカメラや

マイクが付いた PC や Wi-Fi 環境を入学時までに整えること。 
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16. 推薦入学者選抜結果データ（過去 5 年間） 

注：Ⅰ期・Ⅱ期選抜、外国人特別選抜を除く 

＜大学院看護学研究科修士課程（看護学専攻）＞ 

（単位：名） 志願者 受験者 合格者 入学者 

2023 年度 15 15 11 10 

2022 年度 11 11 11 10 

2021 年度 17 17 16 15 

2020 年度 6 6 6 6 

2019 年度 7 7 7 7 

 

＜大学院看護学研究科修士課程（ウィメンズヘルス・助産学専攻）＞ 

（単位：名） 志願者 受験者 合格者 入学者 

2023 年度 11 11 5 5 

2022 年度 18 18 8 8 

2021 年度 7 7 7 7 

2020 年度 13 13 13 12 

2019 年度 3 3 3 3 
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17. 教員連絡先 

＜大学院看護学研究科修士課程「看護学専攻」受験前面談 教員連絡先＞ ※は看護学研究科長 

専門分野 教員  専門分野 教員 

看護心理学 
糟谷知香江 

ch.ksy@slcn.ac.jp 

 

小児看護学 

小林京子 

kyoko-

kobayashi@slcn.ac.jp 

看護社会学 
木下康仁 

yasuhito@slcn.ac.jp 

 
急性期看護学 

吉田俊子 

tyoshidas@slcn.ac.jp 

生命倫理学・ 

看護倫理学 

鶴若麻理 

tsuruwaka＠slcn.ac.jp 

 

慢性期看護学 

林直子 

naoko-

hayashi@slcn.ac.jp 

看護情報学 
中山和弘 

nakayama@slcn.ac.jp 

 
老年看護学 

亀井智子 

kamei@slcn.ac.jp 

看護疫学・統計学 
八重ゆかり 

y-yaju@slcn.ac.jp 

 
がん看護学・ 

緩和ケア 

林直子 

naoko-

hayashi@slcn.ac.jp 

看護と 

データサイエンス 

奥山絢子 

okuyama.ayako.r3@slcn.ac.jp 

 
精神看護学 

瀬戸屋希 

setoya.nozomi.3d@slcn.ac.jp 

基礎看護・ 

看護技術学 

佐居由美 

yumi-sakyo@slcn.ac.jp 

 
在宅看護学 

山田雅子 

masaymd@slcn.ac.jp 

看護教育学 
小山田恭子 

oyamadak@slcn.ac.jp 

 
公衆衛生看護学 

麻原きよみ※ 

asahara@slcn.ac.jp 

看護管理学 
奥裕美 

hiromioku@slcn.ac.jp 

 
スクールヘルス 

歌川光一 

utagawa@slcn.ac.jp 

遺伝看護学 
青木美紀子 

aokim@slcn.ac.jp 

 
国際看護学 

大田えりか 

ota@slcn.ac.jp 

ニューロサイエンス 

看護学 

大久保暢子 

nobu-okubo@slcn.ac.jp 

 

＜大学院看護学研究科修士課程「ウィメンズヘルス・助産学専攻」受験前面談 教員連絡先＞ 

専門分野 教員 

ウィメンズヘルス 
五十嵐ゆかり 

yukari@slcn.ac.jp 

助産学 

片岡弥恵子（修士論文・上級実践コース担当） 

yaeko-kataoka@slcn.ac.jp 

堀内成子（修士論文・JICA コース担当） 

shigeko-horiuchi@slcn.ac.jp 

教員の研究業績は、researchmap（https://researchmap.jp/）をご参照ください。 

志望領域が定まらない、判断がつかない等の場合は看護学研究科長（※）にご相談ください。適切な領域・教員をご案内

いたします。他、ご不明な点は入試事務室にお問い合わせ下さい。 

mailto:junko-tashiro@slcn.ac.jp
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18. Q&A 
 

１．学生生活、学内施設 

Q：大学院看護学研究科の説明、入試や学生生活等の話を直接聞くことは出来ますか。 

A： 5 月下旬と 11 月初旬に大学院オープンキャンパスを開催しています。 

プログラムなどの開催情報は大学ホームページならびに入試サイトに掲載します。 

オープン研究室や在学生との相談コーナーもあります。ご都合がつくようでしたらぜひお越し下さい。 

※COVID-19 感染拡大防止のため、対面型に代え、オンラインでのオープンキャンパスを開催する場合

があります。詳細は入試サイト TOP ページリンクからご確認下さい。 

 

Q：学生寮、学生会館等の入居施設はありますか。 

A：学生寮、学生会館等の入居施設は設置致しておりませんが、ご希望の方には、アパート・マンション・

学生会館等の資料をお渡ししています。必要な方は、大学事務部大学事務課学学生係（03-5550-2345

（直通）平日 9：00～17：30、土日祝・大学休館日除く）へお問い合わせ下さい。 

 

２．受験について 

Q：受験を考えているのですが、事前の面談をする際にはどのように連絡をとれば良いですか。 

A：受験希望の方は、指導を希望する教員または看護学研究科長に、教員連絡先一覧ページ掲載のメールア

ドレスから訪問日時等の相談をして下さい。 

 

Q：推薦書はどのような方に記載していただくのが良いのでしょうか。 

A：推薦書の記載は、出願者の専門能力を判断しうる方で、配偶者および 1 親等・2 親等の親族の方以外で

あればどなたでも構いません。 

 

Q：仕事を続けながら大学院で学ぶことはできますか。 

A：本学は在職のままの社会人入学を認めています。社会人入学を希望される方は、入学時に在職証明書(書

式自由)をご提出いただきます。 

ただし修士課程の上級実践コース標準修業年限(2 年)に入学される方は、在職証明書の代替として、入

学時に休職証明書、研修命令書等の提出が必要となっていますので学業に専念して下さい。 

 

Q：受験生の年齢制限はありますか 

A：大学院の各課程とも受験生の年齢制限はありません。 

 

Q：試験当日に受験票を忘れた場合はどのようにしたら良いですか。 

A：本学の教職員にお申し出下さい。入試本部で本人照合を行い、受験票を再発行します。 

 

 



17 

 

 

Q：英語資格・検定試験について 

A：下記ホームページ等を参照のうえ、試験日程、申込期間、受験方法、証明書取り寄せ方法など確認して

下さい。 

◇TOEIC(国際ビジネスコミュニケーション協会) http://www.toeic.or.jp/ 

◇TOEFL(ETS Japan) https://www.toefl-ibt.jp/ 

◇実用英語技能検定(日本英語検定協会) http://www.eiken.or.jp/ 

◇IELTS(日本英語検定協会) https://www.eiken.or.jp/ielts/ 

 

 

 

 

〒104-0044 東京都中央区明石町 10-1 

聖路加国際大学 大学事務部 入試事務課 

電話 03-5550-2347 

メールアドレス nyushi@slcn.ac.jp 

（平日 9：00～17：30・大学休館日除く） 


