
2021/1/15 更新箇所を黄色くマークしています

面接はどんな対策をすればよいでしょうか

1 学部１年生
A方式入学

塾や学校の先生に相手になっていただいて練習をしていました。学校の先生には、過去に聖路加の面接で聞
かれたことをまとめたプリントをいただいたりもしました。また、他の大学の看護学部で出された質問の答えを
考えたりしました。

2 学部1年生
A方式入学

私は高校の先生に面接練習をしてもらいました。人前で話したときにどのような印象を持たれるのかを伝えて
もらったことで、面接官に自分の考えていることが伝わりやすくなったと思います。また、面接練習をする際に、入
退室の所作等を確認しておくと当日の安心につながると思います。
他には、予想される主な質問（志望動機、将来像、高校で頑張ったこと等）への答える内容をまとめておき、言
葉にするという練習をしました。
当日は答えを用意していないことも聞かれると思います（私は志望動機の一部を深く聞かれました）。
そのような時は焦らず、自分の思うことを正直に丁寧な言葉で話せば大丈夫だと思います！

3 学部1年生
A方式入学

面接練習は学校の先生にお願いして、面接官となってもらい、実際の面接試験を想定して、何度も模擬面接を
行っていました。予め自分の将来像、大学の志望理由などよく質問されることを書き出してみて、整理すること
をオススメします。

4 学部１年生
A方式入学

何回か実際の面接を想定した練習を行うと良いと思います。自分が実際された面接のアドバイスの中で、最も
ためになったのは「面接はプレゼンではなく対話だ。試験官との会話のキャッチボールを楽しんで。」でした。一
方通行ではなく、対話を心掛けた流れが作れるといいと思います。

5 学部1年生 面接は夏休みくらいから、塾の先生と週に1回練習していました。週1以外は面接ノートを作ったりもしていまし
た。

6 学部１年生
A方式入学

面接は地元の近くの病院が看護大の面接練習をする活動があったのでそれに参加しました。また、高校でも3
年の12月あたりから、担任の先生と面接の練習をしていただきました。面接の対策の１つとして、高校の保健
室の先生に看護師の仕事について一度お話を聞いてみるといいと思います。看護師や保健師の仕事について
の理解が深められ、より内容の濃い志望理由を見つける機会にもなるのではないでしょうか。

7 学部1年生
一般(ABC併願)

学校で1番話しやすかった信頼できる先生に面接の相手になってもらうよう頼みました。色々なサイトや、赤本
の「傾向」のページを沢山読んで、どんな形式でどのようなことが聞かれることが多いのかを調べ、全てノート
にまとめて、全ての質問に対する回答を準備しました。そのノートを先生に渡して、最初は、回答内容をより良く
するために先生とカウンセリングのような話し合いを行い、その後本番のようにきちんと受け答えする練習をし
ました。準備していたことが聞かれないことの方が多いですが、私の場合はノートにまとめて練習した、というこ
とが自信につながったし、ネタ帳のような感覚で自分の思ったことを沢山書いてみるといいと思います。



1 入試事務室 一般選抜において追試を実施いたします。
詳細は「2021年度聖路加国際大学看護学部看護学科一般選抜（A方式・B方式・C方式）概要」ｐ10の13.
追試験をご確認ください。
また、合格者数についてはお答えできかねます。ご了承ください。

1 入試事務室 CSE2.0スコアにつきましては設定点数を満たしていれば、試験の級に関わらず、換算されます。そのため、ご
質問にあったとおり、2300点を満たしていれば英検2級でも100点換算になります。又、80点換算利用の受
験生の方は、当日試験でより良い点数を取得するため受験される方が多いです。（具体的な数や比率は非公
表のためご了承ください。）

1 入試事務室 選抜試験の合否は、出願書類の内容と試験結果を総合して判断しております。高校の成績によらず、本学への
進学を希望されている方の出願をお待ちしております。

今年は新型コロナウィルス対策などで追試を実施する可能性がある大学が多いとニュースで見ましたが、聖路加国際大学では追試
は実施しますか？実施する場合は、その前の入試で合格者を少なめに出しておくなどの対応はしますか？

入学者選抜要項の英語資格のみなし得点についてお尋ねします。
英検cseスコア換算は、例えば英検2級の満点は2600点です。この場合、英検2級取得でも(英検1級を取得していなくとも)cseスコ
アが2300点以上の場合は、英語試験100点(英検2級取得でcseスコア1950点以上の場合は80点)とみなされるのでしょうか。ま
た、80点換算利用の受験生は、英語入試も受験される方が殆どでしょうか。教えていただけましたらと思います。宜しくお願いします。

高校の成績があまり思わしくないのですが、学校の成績は合否に関与致しますか？



1 学部1年生
A方式入学

高2の夏から高3の春
 平日→5,6時間くらい(私は生徒会活動をしていたので平日はあまりできませんでした。)
 休日→7,8時間くらい
高3の夏休みから
 平日→10時間くらい
 休日→13,4時間くらい

2 学部1年生
A方式入学

時間を決めて勉強するというよりは、塾・学校の課題・過去問をどこまで終わらせるかにこだわって勉強してい
ました。受験期も、その日にやるべきことを決めて、塾の授業を受けつつ自分のしたい勉強をしていました。

3 学部3年生 受験勉強を始めたのが高2の2月(3学期の終わり)からで、6月末まで部活をやっていました。
 部活があったときは、平日、土曜日は毎日学校・部活が終わり次第すぐに塾に向かい、閉館時間まで勉強して
いました。(平日19:30〜21:45、土曜日18:00〜21:45)
日曜日は朝から夜まで塾にこもって勉強してました。(7:30〜19:00)
 部活を引退してからは、学校が終わり次第毎日塾に行って勉強してました。(平日17:30〜21:45、土曜日
14:00〜21:45、日曜日7:30〜19:00)
 夏休み等長期休みで学校がない日は朝から夜までずっと塾にいました(7:30〜21:45)
 塾以外(家や学校など)では一切受験勉強はしませんでした。

4 学部1年生
A方式入学

高2　平日…約３時間　休日…約５時間
高3　平日…約６時間　休日…約８時間

5 学部1年生
A方式入学

高2から高3の秋までは部活動が忙しかったので、平日は2時間、休日は3〜4時間の勉強をしていました。高3
の秋に部活動を引退してからは、平日は3〜4時間、休日は6〜7時間勉強していました。
部活で疲れていたため長時間の勉強はできず、受験期に入っても長時間集中することはできませんでした…。
私のように短時間で集中するもよし、時間をかけるのもよしだと思います。自分に合った勉強の仕方を探してみ
てください！
このような状況での受験勉強は本当に大変だと思いますが、心から応援しています！

6 学部1年生 私は高2の10月から塾に入ったので、そこからは学校の授業が終わって16時には学校を出て、塾に行き22時
までは勉強するようにしました。（部活があって、塾に着くのが20時頃になる日もありましたが…）
平均的には平日は4時間、休日は8時間くらいでした。高３の夏休みや冬休みでは1日15時間くらい勉強しまし
た。ただ、学校の行事や模試の成績が思うようにあがらなくて、モチベーションが下がる日ももちろんありまし
た。そんなときは、勉強の質問がてら先生に相談したり、友達や先輩の勉強方法を聞いたりして、モチベーション
を高めていました。

7 学部1年生
A方式入学

高校2年生から高校3年の5月までの部活引退するまでは平日は4時間勉強することを目標にしていました。部
活を引退し、本格的に受験モードになってからは平日は学校の授業時間を除き、7時間から8時間勉強してい
ました。

8 学部1年生
一般(ABC併願)

高2の時は部活で忙しかったので、学校の宿題とテストの勉強しかしていなかったです。平日1時間半、休日3
時間くらいだったと思いますが、同級生の中でも勉強していなかった方かもしれないです。私の場合は高3の春
ごろから塾にも通い始めて、ようやくしっかり勉強するようになりました。高3の時は、春は平日は3時間位、休日
は6時間位、夏休みは毎日6〜8時間位、冬は平日は5時間位、休日は8時間位勉強していたと思います。私の
場合は質が大事だと思ったので、家では勉強しないときっぱり決めており、勉強時間自体はあまり長くないかも
しれないです。

聖路加国際大学の看護学部に入学された先輩方は高2高3の時、平日休日何時間勉強されていましたか？



1 学部1年生
A方式入学

高3の夏休み後半。それまではセンターの対策などをやっていました。
小論文は、塾の先生曰く、大学入試で行われる小論文で最も難しいとされる大学の文学部の小論文を１０年
分解きました。医療系の小論文は全く解いていませんでした。また、聖路加の小論文の過去問は目を通しただ
けです。

2 学部1年生
A方式入学

過去問題は基礎固めを始める前に一度解き、おおまかな傾向をつかむようにました。勉強の重点を置く必要の
ある場所やその大学の問題に対する自分の弱点をはっきりさせてから勉強の計画をたてるようにしていました。
本腰を入れて取り組んだのはセンター(共通)試験後からです。
小論文は併願している大学のものも含めて過去問題を解き、国語科の先生に添削して頂いていました。10月
頃から取り組みました。私は小論文がとても苦手でした。対策も不十分だったと感じているので、あまり参考に
しない方が良いと思います…。

3 学部1年生
A方式入学

もともと国立が第1志望だったので、聖路加の過去問はセンター試験後にまとめて3年分解きました。
夏休みに過去問を入手し、何となく問題の傾向は掴むようにしてました。
小論文は高校3年の4月から月に１、2回のペースで書くようにしてました。聖路加の過去問以外に、医療系の
大学の小論文の過去問を学校で借りて、取り組んでいました。小論文は必ず親や学校の先生など第三者に添
削してもらうことをオススメします。

4 学部1年生
B方式入学

小論文は、今まではグラフ式の問題でしたが私の代からは文章に対して自分の経験を交えて意見を述べよと
いうものでした。字数に関しても６００字以内から１０００字以内に変更されています。なので、小論文は色々な型
に慣れておく必要があると思います。
私は、予備校で過去問や時事問題に対する小論文を沢山書いて練習しましたね。
でも、ただ書けばよいってわけではなくて、問題に対する様々な見解をきちんと考えることが大事だと思います。

5 学部1年生  小論文の勉強ではまず、医療に関する用語をインプットすることから始めました。聖路加の過去問を見ると、医
療の用語が出てくる問題は少ないのですが、最低限の用語をおさえるためと、小論文を書く上での知識にもな
ると思い、用語のインプットをしました。その際に使った参考書は旺文社の「小論文　時事テーマとキーワード」
と、角川の「書き方のコツがよくわかる　医系小論文　頻出テーマ20」です。後者の本は1つ1つのテーマに模
範解答が書いてあるので、小論を書く上でもとても参考にもなりました。
次に、聖路加のAとB方式の過去問をやり、高校の国語の先生に添削してもらっては書き直すを繰り返しまし
た。私は初めから時間を計って時間内にやるということは無理だったので、最初は時間を気にせず書きました。
小論文はとにかく数をこなして、「こういうテーマがきたら、こういう考えを書く」といった自分なりのプランを立て
ておくのも1つの方法だと思います。また、過去問だけでなく、時事問題にも対応できるように、新聞を読みその
テーマで小論文を書くということもやりました。聖路加の小論文は系統がなかなかつかめなかったのでそのよ
うな方法も対策になると思います。個人的には小論の対策を3年の9月頃から始めたため、冬休みはほぼ毎日
小論を書くというハードなスケジュールになってしまいました。なのでできるだけ早い段階から小論の勉強を始
めると良いと思います。

いつから過去問題に取り組みましたか？小論文対策はどのように行いましたか？



6 学部1年生 小論文は、医療問題の知識等をノートにまとめ、毎日1つ書きました。

7 学部1年生
A方式入学

小論文は聖路加の過去問を解き、高校の国語科の先生に添削していただき、再びそれを書き直すというのを
繰り返していました。

8 学部1年生
一般(ABC併願)

過去問はセンターは9月ごろから、志望校は11月ごろから解き始めました。センターは9月より前から学校の授
業では少しずつ取り扱っていましたが、基礎固めが大事だと思ったので、自ら解き始めたのは9月(本格的には
10月)ごろです。志望校は10月ごろからやりたかったのですが、模試の直しや基礎固めをなかなか終えられず
11月ごろからになりました。11月はほぼ毎日必ず1日1〜2個の過去問を解きました。11月は、全ての志望校
の全ての教科の問題を必ず1つずつ解くことで、問題傾向や自分に必要なことを知るために、過去問を役立て
ました。そして11月の残りと12月の中旬までは過去問を解いて必要だと思った分野を重点的にやる期間にし、
冬休みに入って時間が沢山取れるようになってから、1日にセンターと志望校合わせて2〜3個解きました。ま
た、問題傾向を覚えておくために、最新年度は受験直前(1月末〜2月上旬)まで解かないようにしました。私の
場合は手に入る過去問が少なかったのでそれでも直しまで終えられましたが、年数や学校数が多い方はもし
かしたら11月から1〜2個では終わらないかもしれません。

小論文は夏前から少しずつ始めましたが、最初は面倒くさくてあまり多くは書いていませんでした。本格的に書
き始めたのは冬休み頃からで、冬休み中に3日か4日に1枚くらい、冬休み明けは2日に1枚くらい、受験直前は
毎日書いていました。小論文は特に塾の講座などは取っていなかったので、学校の国語の先生に全て見ても
らっていました。先生に添削をしていただき、同じ問題で書き直すこともありましたが、ほとんどは改善点だけ意
識するようにして、毎度違う問題を解きました。(小論文に過去問と同じ問題が出ることはほぼないため)受験直
前まで時間内に書くことができず、相当焦りましたが、受験本番はなぜか15分ほど時間が余ったので、本番は
意外と何とかなるのかもしれない、という楽観的な考え方も時には必要だと思います。聖路加は小論文のテー
マが医学的というよりかは人文的教育的ものが多かったので、そういったテーマについてのネタ(情報)やまと
め方が沢山載っている本を買い、熟読し、ルーズリーフに要点をまとめました。情報を持っていると明らかに書き
やすいと思うので、そのような本を1冊持っているといいかもしれません。



1 学部1年生
A方式入学

学校の英語の授業が受験シーズンになると英文法の少し難しかったり、引っ掛かりやすい問題を集めたプリン
トをひたすら解いていったりしたので、塾の英語の授業と合わせてそれを行っていました。不安な単元は、Next
Stageを周回していました。毎日英単語帳を確認していました。

2 学部3年生 英文法→塾が配信しているアプリで英文法750というのがありそれを完璧にしました。また、ネクストステージ
を使っていて、載っている英文法を答えられたらチェックをつけていて、１つの例文につき3個チェックがつくまで
やってました。

毎日やってたこと→過去のセンター模試の大問別で、英語の長文を大問１つは解くようにしていた。
また、各科目苦手な大問(私は英語だと大問2の文法でした)を毎日３年分解いていました。
英単語は英単語1800というアプリで毎日ランダムで100問解いていたのと、過去問でわからなかった単語を
単語帳にまとめて覚えていました。

3 学部1年生
A方式入学

文法の問題集を５周くらいしました。また、過去問や模試で出てきた知らない文法は、自分でノートにまとめてい
ました。毎日必ずしていたことは、電車内では必ず英単語をやっていました。

4 学部1年生
A方式入学

私は英文法の勉強がとても嫌いだったので、センター(共通)試験のための必要最低限の勉強しかしてません
でした…。文法の参考書を1冊取り組み、覚えていないものは過去問等で出てきたときに覚えるようにしていま
した。
毎日取り組むようにしていたのは英語の長文を読むことです。私は英語がとても苦手で嫌いだったので、高校
1年生レベルの短いものから始めて徐々に難しいものにチャレンジするようにしていました。知らない単語が出
てきても推測して読むことを意識していました。

5 学部1年生
A方式入学

英文法は桐原書店出版のPOWERSTAGEと旺文社出版の基礎英文問題精講を使って勉強していました。高
校3年の4月から少しずつ進め、センター試験前には2周しました。1周目で分からなかったところに付箋や印を
つけ、2周目にそこの印の付いた問題を潰していきました。
鉄録会出版の鉄壁という英単語帳は電車での通学時間や授業の合間などに毎日見ていました。

6 学部1年生 英語に関しては、３年の９月から１か月間はセンター試験の大門６（長文問題）を１日１題やりました。
具体的には、まず時間を計って問題を解く。次に、答え合わせをして解説を見ながら分からない単語に分詞ごと
に色分けしたマーカーをひいて意味を書く。その単語は単語カードをつくり、移動時間に見ることで覚えていくと
いう感じです。そして解説を見たあとは必ずその文の音読を１０回しました。
ここで行う長文はセンター試験の過去問でなくてもかまいません。
私はセンターの大門６を１５年分ほどやると、正答率が９０％を安定してとれるように感じたので、
河合出版の「やっておきたい英語長文５００」という問題集を使用しました。この問題集は５００語の長文だけで
なく、７００語、１０００語のシリーズもあるので自分のレベルにあったものを選べ、おススメです。（個人的にはこ
の方法を１か月続けたところ英語の模試の点数が３０点くらい伸びました！）

7 学部1年生
一般(ABC併願)

Vintageという教材を学校で用いており、何度もvintageのテストがあったので、学校のテストでいい点を取る
ことを目標に、何度も繰り返し解いていました。Vintageは主にイディオムを覚えるために使っており、1番多い
ところは5回以上解きました。あとは塾や学校で長文を読みながら文法や長文構造を学ぶ授業があったので、
そこで習ったものは何度も復習して忘れないようにしました。

英語、英文法の勉強はどのようにされていましたか？また、毎日必ず取り組むようにしていた事はありましたか？
英語の勉強は具体的にどういった計画(流れ)で行っていましたか？



1 学部1年生
A方式入学

 聖路加の生物の試験は教科書に載っているような基本的な問題がたくさん出題されます。そこで私は教科書
にある図(カルビン・ベンソン回路や解糖系など)は全て見ないで書けるように何度も何度もノートに写しまし
た。 そして選択制であったり、複数回答制であったり、空所補充であったりと形式が様々なので、一問一答で正
確に答えが出せるようにし、問題慣れする(過去問を何度も解く)ことを心がけていました。しっかり暗記をしてか
ら問題に取り組むことで解ける問題がグッと多くなります。
 参考書:
教科書、資料集(生物図録)、
リードα(生物基礎＋生物)、
ランク順生物(アプリもあります)、
生物基礎問題精講、
大学入試の得点源(生物)

1 学部1年生
A方式入学

聖路加の国語の入試はとにかく聞いていることが難しいと言われています。論説文や評論分がほとんどです。
難しい言葉や前の時代背景などが分かっていると文章(著者)が何を言っているかが理解できてくるので、普
段のセンター試験(共通テスト)の勉強や現代文の勉強で分からない言葉(熟語など)はすぐ調べていました。
あとは選択問題でも記述で解けるように練習していました。記述で解ければ記号で出題されても解けるからで
す。あとは過去問を何度も解くことが大切だと思います。健闘を祈っています、頑張ってください！

2 学部1年生
一般(ABC併願)

聖路加の問題は他大学に比べて、とてもノーマルな文章なので長文に関しては聖路加特有の対策法というの
はあまりないかもしれないです。私たちの時は全問選択問題だったのですが、記述式から変更になってから年
が浅く過去問がほぼなかったので、とにかくセンターの国語を沢山解いて、ノーマルな長文の選択問題に慣れ
るようにしました。また、聖路加の場合医療に関連した用語の漢字が出ることがあります。漢字自体は選択問題
でそこまで難しくないのですが、全く聞いたことのない医療用語が出てきて、漢字を想像することすら出来ない
こともあったので、私は「医療用語 漢字」でネットで調べて、なんとなく出そうだと思うものをノートにまとめてい
ました。あとは過去問が何年かあるかと思いますが、私の年は過去問と全く同じ漢字が出たので、とりあえず過
去問の漢字をパーフェクトにすることも大切だと思います。

1 入試事務室 一般Ａ方式の1次試験については、学科試験2科目の成績を基に合否を判定しています。

1 入試事務室 本学は、出願書類貼付用写真の衣服につきまして決まりを設けておりません。概要に記載のとおり、その写真を
入学後の学生証に使用いたしますので、その点を考慮の上、衣服をお選びください。

国語の対策はどのように行なっていましたか？

生物はどのように勉強されていましたか。おすすめの問題集や参考書があれば教えていただきたいです。

入学願書に貼付する写真は入学が許可された場合に学生証にも使用されるとのことですが、制服を着用した写真でも大丈夫なので
しょうか。それとも私服の方がよいのでしょうか。

一般選抜の一次試験の合格者はどのように決めているのでしょうか。



1 入試事務室 マークシートへの解答では、シャープペンの場合、解答を読み取れないことがあるため、BまたはHBの黒鉛筆
の使用をお願いしております。小論文の解答では、黒のシャープペンを使用しても大丈夫です。消しゴムについ
てはカバーは付けたままでも結構ですが、解答科目に関係のありそうなものが記載されているものの場合、外
していただく場合があります。試験会場への飲み物の持込は可能ですが、試験時間中は机の上に置くことはで
きませんので、鞄にしまっていただきます。　なお、その他注意事項・詳細は、出願後の受験票返送の際に同封し
ております。出願後はそちらをご確認ください。

1 入試事務室 志望理由書は総合的なものであり、どちらが重視されるということはありません。又、看護師になりたい理由も
様々なものがありますし、仮にそれがありきたりであったとしても、それが理由となる自分の意志を明確に表現
することが大事です。

1 入試事務室 入学者選抜の多角的な選考を行うにあたり提出書類審査もその要素に含まれますが、高校によって評定の基
準が異なる場合もあり、高校3年間の成績・課外活動が選考を決定的にするものではありません。

1 入試事務室 文系・理系問わず幅広い分野の方から受験していただけるような科目設定になっております。（一般選抜のA
方式において選択科目は国語・数学・生物の中から選択していただけます。また、一般選抜のB方式は英語と
小論文です。）
高等学校での科目の履修の有無によって、受験科目の制限はありません。

1 入試事務室 本学は出願書類として「英語資格・検定試験等のスコア証明書原本」を定めています。
出願締め切り日までにスコア証明書原本をご提出いただけない場合、英語試験免除の対象にはなりません。

1 入試事務室 一般選抜において37.5度以上の発熱により試験が受けられなかった場合、後日追試験を受けることができま
す。
ただし、期日までに医師の診断書と追試験受験申請書を提出していただく必要がございます。

1 入試事務室 一般選抜A方式につきましては、4教科合冊の問題用紙が配布されます。試験開始後に科目を選択していただ
きます。

1 入試事務室 一般選抜の募集要項【19.Q&A】に記載の通りです。14ページをご確認ください。

試験の際、シャープペンや、カバーのついた消しゴムの使用は許可されますか？ また、試験会場に飲み物を持ち込むことは可能です
か？

志望理由書は、看護師になりたい理由と将来の希望のどちらが重視されるのでしょうか。また、看護師になりたい理由がありきたりで
も良いのでしょうか。

B方式の受験を考えているのですが、提出書類審査というのは高校3年間の成績や課外活動が評価の対象に入るということでしょう
か。

受験は理系からしかできませんか？また、私が通っている学校では文系で数学Bと数学2を選択をすることが出来るのですが、選択し
た方が良いですか？

新型コロナウイルスの影響を受け、37.5以上の発熱が見られる場合、受験会場への入場が制限されるとの事ですが、そういった受験
生への処置はあるのでしょうか。

試験科目は試験当日に選択できるとのことですが、4教科すべての科目の問題用紙が配付され、試験開始後に選択することができる
のでしょうか。

二次試験での志望理由の記入はどれくらいの時間でどの程度書くのですか？また、志望理由以外に書くことを教えてください。

英語資格のスコア証明書の提出時期についてお伺いします。A方式B方式で出願する〆切日ぎりぎりに、英検のスコアが出る予定で
す。A方式B方式の試験日までには間に合いますが、出願時にスコアが到着しない場合は、免除の対象にならないという認識でよろし
いでしょうか?



1 学部1年生
A方式入学

私は一応覚えていました。身体の部位とか身近な病気(例えばインフルエンザ、花粉症など)は頭の片隅に入れ
てました。入試に出る可能性はあまりないような気がしますが、ちょっと勉強しておくと案外出てきた！なんてこと
もあるかと思うので、不安なところは一応目を通しておくと、少しでも自信がつくかなと思います。あと3ヶ月悔い
のないよう頑張ってください！

2 学部1年生
B方式入学

医療英語に関しては知っているにこしたことはありませんが、学生のほとんどが知らない状況で入学をしていま
す。医療英語は大学に入ってから学ぶ機会がありますので心配する必要はないですよ。日常英会話においても
不安と思っている大学生も沢山います。私は英語免除で合格していますが、医療英語にはまだ自信がありませ
ん。一緒に頑張りましょう！

3 学部２年生
B方式入学

ある程度の医療英単語は覚えておくと入試本番で焦らずに済むかもしれません！
私の場合、色々な大学の過去問に出題された英文の中から一般的な英単語や医療英単語にかかわらず、知
らない英単語をリストアップして覚えていました。その中で自然と医療用英単語を習得できたのだと思います。
医療英単語の単語集を購入することも検討しましたが、結果的に購入せずに済みました。
私に合っていてかつ効率的な方法だったので是非おすすめします！

4 学部1年生
A方式入学

過去問をやると医療の専門用語には和訳がついていることが多かったため、私は医療系の英単語帳を買った
りすることはしませんでした。ですが一度過去問に出てきて分からなかったものは何度も見直し、暗記すること
を心掛けました。

1 学部1年生
A方式入学

私は勉強しすぎて、何をしたらいいか、でもやらなかったらダメになる、でもやりたくないそんな時期がありまし
た。でも勉強は勉強でしか解決できないと母に言われ、割り切ってただただ復習をやり続けました。今思うと本
当にずっと勉強していてよかったなと思っています。今自分がいる状況がわからないとき、立ち止まっていては後
ろにいる人たちに一分一秒抜かされていきます。立ち止まっている余裕があれば、復習し続けることをオススメ
します。必ず試験に生きてきます。頑張ってください！！

2 学部1年生
A方式入学

私は不調が続いたりしたときは、問題を解くことをいったんやめて、自分が過去で一番良い点数を取った模試
などを引っ張り出してその時の「嬉しい気持ち」を思い出すようにしていました。そうすれば、その科目の印象が
「最近点が取れない…」というマイナスなものから、「もう一回あの模試の同じかそれ以上の点を取りたい」と
いう欲が出てくるので、問題を解き続けるというよりは少し休んでメンタルの回復に努めました。思い切って休む
ことも受験勉強には必要だと思います。

1 入試事務室 氏名・スコアの記載があれば、合格証明書の原本でも構いません。

1 入試事務室 英語資格・検定試験等のスコアを利用しない場合は、記入していただく必要はございません。

1 入試事務室 A方式の面接は日本語で行います。

推薦入試、一般入試の両方において、英語の力を測る試験がありますが、やはり、医療系の英単語も勉強しておくべきでしょうか。

緊急事態宣言が発令されましたが受験に変更はありませんか？
地方から上京するので不安です。具体的な対策も教えてください

願書についての質問です。
実用英語技能検定のスコアが足りないため、利用することはできませんが、願書で英検のスコアを記入する欄には、自分のスコアを書
いたほうがいいのでしょうか。
それとも、英検等のスコアを利用する人のみが記入する欄なのでしょうか。

A方式の面接試験は英語でしていただけるのでしょうか？

英検スコア証明書について、合格証明書では駄目ですか？

勉強に取り組む中で、スランプに陥ったり不調が続いたりなどしたときはどのように対策をされていたか教えていただけたら嬉しいで
す。



1 入試事務室 緊急事態宣言が発令された場合でも、募集要項に記載されている内容で一般選抜を行う予定です。
感染防止対策は文部科学省通知「令和3年度大学入学者選抜に係る新型コロナウイルス感染症に対応した
試験実施のガイドライン」に沿って行います。
具体的には、受付・トイレでの密集を避けるために受付時間および休憩時間の延長、社会的距離をとるために
ガイドを引く、座席の間隔を広くとる、席数を教室定員の半数以下とする、分散帰宅とする、出入り口での手指
消毒、試験前日の机・椅子の消毒、マスクの着用、換気の実施、発熱・咳等の症状のある受験生のための別室
の確保、試験監督者等の体調管理、受験生への自主検温・症状がある場合の医療機関の受診・受験の取り
やめ・予防接種・新しい生活様式の実践・COCOAのダウンロードの依頼、等です。
より詳細をお知りになりたい場合は、お電話またはメールにて入試事務室にお問い合わせください。


