2023 年度

聖路加国際大学

看護学部

看護学科

総合型選抜
募集要項

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。
本学看護学部は、看護に関する科学的知識を培い、技能の熟達と人格の涵養につとめ、指導者としての能力
をたかめ、看護の実践と応用によって看護および看護教育の進歩発展に寄与することのできる人材の育成を
目的としています。この理念実現のため、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。
1. キリスト教の愛の精神に基づき、あらゆる文化背景の人々を理解し、共感を持って接することができ
る態度を持つ。
2. 看護専門職としてリーダーシップを発揮し、協働により責務を遂行する能力を持つ。
3. 事象への関心を深め、幅広く学問を探求し、深く多角的に思考する力を持つ。
4. 看護を必要としている個人・家族・地域社会に対して、看護実践できる基本的知識と技術及び態度を
持つ。
5. 生涯にわたって自己の人間形成をはかりつつ、自律的、倫理的に行動する態度を持つ。
6. 国際的な視点を養い、すべての人が等しく健康を享受できるような社会の実現に貢献する姿勢を持つ。
7. 看護の専門職性および看護学の発展に寄与しようとする意欲を持つ。

入学者受け入れ方針（アドミッション・ポリシー）
大学の理念および教育目標に賛同し、その一翼を担おうとする意欲ある人材を受け入れる。受け入れに当た
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します。
本学看護学部の期待する入学者像
1. 人に対する関心や思いやりをもつことができる人
2. 人の悩みや苦しみを感じることができる人
3. 人と人との関わりを大切にでき、協働できる人
4. 看護を学ぶための基礎知識や技術及び態度を持つ人
5. 幅広く学問を探求し、科学的な探究心の旺盛な人
6. 世界の人々の健康に関心がある人
7. 自律的、倫理的に行動できる人
8. 看護の発展に寄与する意欲のある人
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1.募集定員
15 名

2.出願期間
2022 年 11 月 7 日（月）～11 月 18 日（金）＜消印有効＞

3.試験日
2022 年 12 月 1 日（木）

4.試験場
本学

5.出願資格
看護学への志向が高く、本学での学習を強く希望し、合格した場合には必ず入学する者で、
次の（１）～（４）のいずれかに該当する者
（１） 日本の高等学校もしくは中等教育学校を 2023 年 3 月卒業見込みの者および卒業
して 5 年未満の者で高等学校の学業成績が全体の評定平均値 4.1 以上の者
（２） 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有する者として認定した在外教育
施設の当該課程を 2023 年 3 月 31 日までに卒業（修了）見込みの者および卒業（修
了）して 5 年未満の者で高等学校の学業成績が全体の評定平均値 4.1 以上の者
（３） 外国において学校教育における 12 年の課程（日本の教育年数も含む）を 2023 年
3 月 31 日までに卒業（修了）見込みの者および卒業（修了）して 5 年未満の者で、
成績評価が出身高校の上位ランクに該当する者
（４） （３）に準じるもので文部科学大臣の指定した者。かつ成績評価が出身高校の上位
ランクに該当する者
※出願資格（４）に該当する者は、出願期間の 2 か月前までに入試事務室に申し出て下さ
い。

6.入学検定料
35,000 円
インターネット出願サイトから、所定の手順に従って納入してください。
※入学検定料の他に別途、振込手数料が必要です。
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7.出願書類
出願書類(1)(2)はインターネット出願サイトからの入力・出力が必要です。
インターネット出願サイトは、出願期間中のみ入試サイトからアクセスが可能になります。
出願書類(3)(8)は本学ホームページ(入試サイト)からダウンロード・プリントアウトしてご使用
下さい。(「入試サイト」TOP→「学部の入試」→「募集要項」→「総合型選抜・帰国生選抜」
http://university.luke.ac.jp/admission/entrance/application/recommendation.html)

出願前 3 か月以内に撮影した、上半身正面無帽の写真※を
貼付して提出して下さい。
(1)

入学願書

※ サイズ：縦４cm×横３ｃｍ。試験当日に眼鏡を使用す
る場合は原則として眼鏡をかけて撮影して下さい。
この写真は入学が許可された場合には学生証に使用し
ます。

(2)

受験票・写真票

(3)

志願者評価書

全員

入学願書に貼付した写真と同じものを貼付して提出して下
さい。
本学所定用紙に志願者をよく知る親族以外の者（成人に限
る）が記載して厳封したもの
2023 年度大学入学者選抜に使用される文部科学省の規定
様式により学校長が作成して厳封したもの
※ 廃校・被災その他の事情により調査書が得られない場合

(4)

調査書

には、成績通信簿を提出して下さい。

※ 指導要録の保存期間を超過している場合は、その旨が記
載された出身学校が作成した書類と卒業証明書を提出し
て下さい。

封筒(角 2 サイズ：横 240ｍm×縦 332ｍｍ)に、受験票返
(5)

受験票返送用封筒

送先の住所、氏名を記入の上、140 円切手を貼付して下さ
い。速達を希望する場合は、速達料金を追加して切手を貼
付しあらかじめ「速達」の表示を赤字で記入して下さい。

5.
出願

(6)

資格
(３)

すべての成績証明書

厳封したもの

志願者の成績概評が学

又は
(４)

出身高等学校 3 年間分

(7)

の者

校の上位ランクに該当
することを出身学校長

厳封したもの

が証明した書類
2022 年(令和 4 年)3 月以降に発生した災害の被災地(災害
救助法適用地域)出身の受験生に、本学の 2023 年度(令和

該当
者の
み

(8)

入学検定料免除申請書

5 年度)入学検定料の免除を行います。災害救助法の最新の
適用状況につきましては内閣府のホームページをご覧下さ
い。
(http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html )
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8.出願方法
郵送受付のみ。
封筒の表にインターネット出願サイトから出力した宛先票を貼付し、書留で送付して下さい。
宛

先：〒104-0044 東京都中央区明石町 10 番 1 号 聖路加国際大学 入試事務室

出願書類を受領後、受験票を本学から返送します。

9.選抜方法
(1) 提出書類審査
(2) 小論文（120 分）

配点 200 点

(3) 面接

配点 100 点

※英語による問題を含みます

10. 合格発表
2022 年 12 月 8 日（木）午前 10 時
本学ホームページにて発表します。
合格者には合格通知書および入学手続時納入金振込用紙を送付します。

11. 入学手続き
合格者は 12 月 16 日（金）までに、合格通知書に同封されている振込用紙を用いて入学手続き時納入金を振
り込んで下さい。納入手続きが完了した者には「入学許可書」を送付します。
＜2023 年度学費＞
項

目

前

期

後

期

年

入学金（入学時）

200,000 円

授業料（年額）

575,000 円

575,000 円

1,150,000 円

実験実習費（年額）

125,000 円

125,000 円

250,000 円

施設維持費（年額）

90,000 円

90,000 円

180,000 円

合

計

200,000 円

990,000 円

790,000 円

1,780,000 円

(入学手続き時納入金）
注）


授業料・実験実習費および施設維持費は、一年分を２期に分けて納付する。



新入学生の第 2 年次以降の各年度の授業料、実験実習費、施設維持費は、前年度 2 月末日ま
でに決定する。



額

新入学生の第 4 年次後期の学費納入時に、聖路加同窓会費 30,000 円※を代理徴収する。
（※金額は変更する場合があります。予めご了承ください。）
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12. 卒業時取得資格


学士（看護学）



看護師国家試験受験資格



養護教諭１種免許（定員 20 名、選択制）
※選択希望者が定員を超えた場合、成績と面接により選抜します。

13. 留意事項
【出願について】


出願書類が不備の場合は受理しません。



一度納入された入学検定料および入学金は返還しません。



受験票は出願書類を受領後に本学から返送します。本学にて出願書類の確認作業がすべて終わって
から受験票を返送しますので少し日数がかかります。万が一、試験の 3 日前までにお手元に受験票
が届かない場合は、お電話にて入試事務室までご連絡下さい。



事前相談：受験の際に健康上の理由によって特別な配慮が必要となる場合にはご相談下さい。
出願 1 か月前までにご相談がない場合には十分な配慮ができないことがあります。

【選抜試験当日について】


試験当日の朝に大規模な交通遅延がおきた時は、試験開始時刻を変更する場合があります。その場
合は本学のホームページで発表します。



試験当日に受験票を忘れた場合は、本学の教職員にお申し出下さい。本人照合を行って受験票を再
発行します。



試験中の保護者の待機場所の用意はございませんので、受験のための保護者の付添いは、特にやむ
を得ない場合を除いてご遠慮下さい。



試験終了時刻は志願者数や面接の順番によって異なります。昼食をご用意下さい。昨年の最終終了
時刻は 14 時ごろでした。交通状況によっては試験開始時刻が遅れ、終了時刻も大幅に遅れる場合
があります。帰りの新幹線や飛行機等は時間に余裕を持って予約して下さい。



本学には駐車場がございませんので、お車でのご来学はご遠慮下さい。

【合格後について】


1 年次必修「情報処理演習」は各自ノートパソコンを持参して受講していただきます。
また、COVID-19 蔓延により、本学ではオンライン授業を行っております。来年度も自宅でのオン
ライン授業受講が必要な状況も予測されます。そのため自宅学習が可能な PC および通信環境を整
えていただくようお願いいたします。学習に必要な仕様等は、合格者にお知らせいたします。



卒業見込みで出願した入学予定者は、2023 年４月の本学看護学部入学式までに卒業証明書または
それを証明する書類の提出が必要です。



入学時に、感染症（麻疹・風疹・おたふくかぜ・水痘、Ｂ型肝炎等）に対する免疫獲得状況の確認
をしております。詳細は合格後にお知らせいたします。



奨学金制度は各種あり、半数以上の学生が何らかの奨学金を受けています。大学案内パンフレット、
大学ホームページにも情報を掲載していますのでご参照下さい。
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本学では入学手続きをとった者に対し、入学前教育を行います。内容の詳細については、対象者に



改めて通知いたします。
【その他】


総合型選抜の過去問題や合格最低点などは公表しておりません。



本学では学生向け宿舎に空きが出た場合、地方出身の学生に宿舎の長期貸し出しを行うことがあ
ります（選考があります）
。また、実習中の学生向けに宿舎の短期貸し出しを行っています（貸出
期間や数に限りがあります）
。
他、ご希望の方には本学へ紹介のあったアパート・マンション・学生会館等の資料をお渡しして
います。詳しくは大学事務部教務・学生課にお問合せください。
（℡ 03-5550-2345（直通）
）

【受験上の配慮を必要とする場合】
健康上の理由により、受験上、特別な配慮を必要とする志願者は、出願前に入試事務室までご相談ください。出願 1 か月前ま
でにご相談がない場合には、試験日当日に十分な配慮ができないことがあります。

【個人情報の取り扱いについて】
〇本学では「個人情報の保護に関する法律」を遵守し、個人情報の適正な取り扱いに努め、安全管理のために必要な措置を講
じています。
〇出願および入学手続きにあたって提供いただいた個人情報は、入学試験の実施、合格発表、入学手続き、入学後の履修、学
籍および学生生活に必要な業務において使用します。
〇本学が取得した個人情報は、法律で定められた適正な手続きにより開示を求められた場合や秘密保持契約等の契約を締結し
た業者に資料発送等の業務を委託する場合以外に、本人の承諾なしに第三者へ開示・提供することはありません。

入試に関する最新情報は、聖路加国際大学入試サイトを参照してください。
http://university.luke.ac.jp/admission/
右のＱＲコードからもアクセスできます。
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14. 選抜結果データ（過去 5 年間）
（単位：名）
志願者

受験者

合格者

倍 率

入学者

2022 年度

40

40

20

2.0

20

2021 年度

35

34

18

1.9

18

2020 年度

44

44

16

2.75

16

2019 年度

41

41

16

2.56

16

2018 年度

45

45

16

2.81
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◈お問い合わせ先

聖路加国際大学 大学事務部・入試事務室
電子メール： nyushi@slcn.ac.jp
直通電話： 03-5550-2347(大学代表 03-3543-6391)
業務時間： 9：00～17：30(土・日・祝日を除く)
住所： 104-0044 東京都中央区明石町 10 番 1 号

本学へのアクセス
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