
2021/1/15 更新箇所を黄色くマークしています

1 入試事務室 1年に1度、1つのプログラムに参加することができます。本学では留学プログラムへ参加する学生すべてに給
付奨学金があるため、毎年参加する方も少なくありません。様々な文化に触れることは大きな糧となるでしょう。
今年度はCovid-19感染拡大を受け留学プログラムは中止となってしまいましたが、状況が落ち着き次第、再
開を予定しております。

1 入試事務室 一般選抜において、文系の方でも受験ができるような科目設定になっておりますが、入学後の授業では生物や
化学を学んでおくとスムーズですので、入学前に基礎部分を学習しておくとよいでしょう。

1 学部1年生 私は1年ですが、バイトは週3回ほど入れています。授業の科目数が少ない日や、午後に入れて、課題もしっか
りこなせるようにしています。サークルは私は1つしか入っていませんが、2つ3つ入っている人もいます。

2 学部2年生
総合型

私は家が遠いため長期バイトはしていないのですが、ほとんどの子がバイトをしている印象です！週１の子もい
れば、週４とかの子もいて本当にひとそれぞれだと思います。サークルも、入っている子もいれば入っていない子
もいて、掛け持ち数もひとそれぞれです。私の場合、聖路加内のサークル一つと、外部のサークル一つに入って
いましたが、外部のサークルは二年生になるタイミングで辞めてしまったので、今は聖路加内のサークルのみ所
属しています。

3 学部1年生
A方式入学

2つのバイトを掛け持ちしていて、週に3回入れています。そのうちの１つは、ルカ生限定のもので、大学の同輩・
先輩と勉強のことなども相談できる良い機会にもなっています。ルカ生限定のバイトはいくつかあり、テストや実
習前はシフトが調節できるので学業との両立もできると思います。

4 学部1年生
一般(ABC併願)

バイトは今は週2 計12時間くらい入っていますが、コロナがもう少し落ち着いたら平日学校帰りに入れるバイト
を探そうと思います。サークルや部活もまだ始まっていませんが、学内のサークル1つと学外の部活(週2)に1つ
入ろうと思っています。

1 入試事務室 宿舎の利用につきまして、長期入居は1都3県以外からの入学者に限定されております。ご期待に沿えず申し
訳ございません。ただ、実習の際の短期利用につきましては制限がございませんので、空きがあれば利用いた
だけます。

1 教務学生課 ユニホームは入学後に2着以上購入していただいていますが（実習時に洗い替えが必要なため）、ズボンタイ
プ2着でも構いません。

海外研修に複数回参加することは可能でしょうか？

高校時代文系でもついて行けますか？

パンフレットの写真に、ワンピースタイプの実習着とズボンタイプの実習着を着ている学生さんが写っていたのですが、これは全員が2
タイプ持っていて時と場合によって分けて着用しているのですか？

バイトを入れている日数や掛け持ちしているサークルの数などを知りたいです

自宅が神奈川県なのですが、寮に入ることはできますか。



1 教務学生課 今年度は残念ながらコロナ禍のため実施されておりませんが、昨年までは毎年前・後期で各数名程度履修し
ておりました。

1 教務学生課 はい、可能です。フランス語、中国語、ドイツ語、スペイン語を開講しています。入学されましたら是非履修してみ
てください。

1 教務学生課 実習について、 現状としても状況が常に変化するため明確に公表できるものではありませんが、今年度と来年
度は随時柔軟に調整を行い、対応してゆく予定です。

1 国際・地域連携セ
ンター国際連携
室

海外留学プログラム担当の国際・地域連携センター国際連携室です。
新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえ、今年の夏は現地への派遣を中止しているため、現在は海外の看
護や公衆衛生等、医療関連のトピック、異文化交流、語学学習等に関する内容のオンライン研修の参加費用
を、聖路加国際大学学生国際奨学金で助成しています。

例としては、インドの文化や看護について学ぶインドオンライン研修があり、インドのプネにあるシンバイオシス国
際大学の看護学部の先生の講義を受けたり、インドの学生とオンラインで交流したりすることができます。
また海外渡航できない間を利用しての語学研修にも力を入れており、ベルリッツ・ジャパン（株）の講師による
TOEIC講座などもオンラインで開講しております。

新型コロナウイルスの影響で多くの大学が病院での実習を実施できていないという話を聞きました。
そこで、貴学での現在の実習状況を教えていただきたいです。
また、来年度どのように実習を実施するか現時点で決まっていましたら、併せてお答えいただければ幸いです。

立教大学との単位互換制度を利用している学生はどのくらいいますか？

現時点での、海外留学プログラムの実施状況について質問がございます。
コロナウイルスが世界中に蔓延する中、留学先への渡航は困難だと思われます。
そこで、現時点ではそれに代わるどのような方法で実施されているのか、
また、実施されている場合はその留学先の学校名も差し支えなければ、教えていただきたいと存じます。

看護の分野以外に第二外国語を学びたいと考えているのですが、聖路加国際大学では第二外国語を学ぶことは可能ですか？



1 入試事務室 実習期間のみ短期利用できる宿舎を利用する方が多いです。ただ、数に限りがあるので、取れなかった場合は
大学に近い友人の家を頼ったり、ウィークリーホテルを利用する方もいるようです。

1 入試事務室 希望すれば必ず聖路加国際病院に入職できる、というわけではなく、通常の採用試験を受け内定を得る形に
なります。

1 入試事務室 面談につきましては、現在検討しております。実施の目途が整い次第、公開を予定しております。

1 教務学生課 学費につきましては、毎年変更の可能性があり明確にお答えできないのが現状ですが、過去数年間は変更さ
れておりません。
学費以外の費用は、入学当初に教科書約50,000～60,000 円（※選択科目・参考書・辞書の購入等で変
動あり）、実習服・実習靴約25,000 円、聴診器・実習手袋代約10,000 円、看護学生のための保険料４年分
約17,400円、養護教諭1種免許取得者のみ履修料（参考：2020年度100,000円。3年前期納入）がかか
ります。
また授業等で使用するノートパソコンを入学前に各自でご準備いただくように推奨しています。
学費は最新の募集要項に掲載していますので、ご参照ください。

実習は朝早くからのようですが、自宅が遠い場合、普段は通えても実習時は難しいという先輩方、どのようにして実習に通っているの
でしょうか。

毎年、学費はどのくらい変わりますか。4年間で学費はどのくらいかかりますか。

今年はオンラインでのオープンキャンパスで、見学も行っていませんが、なんらかの方法（zoom等）で実際に学生さんのお話を聞くこと
は可能なのでしょうか。

卒業後、希望すれば聖路加病院に入ることができるのでしょうか。



1 入試事務室 本学入試サイトに英語教育についての紹介ページがございます。よろしければご覧ください。
入試サイトTOP＞看護学部の紹介＞聖路加の教員・授業＞井上麻未 教授

http://university.luke.ac.jp/admission/nursing/teacher/inoue.html

2 英語教員 Overview

The mission of the undergraduate English program at St. Luke's is to support and encourage future

nurses and nursing leaders, educators, and researchers in improving both their nursing English skills

(including communication with patients as well as academic reading, writing, and presentation skills)

and their general English proficiency (including vocabulary knowledge acquisition as well as

extensive input and output exposure in the 4 skills).

（大学HP研究領域紹介ページ より）

必修科目と選択必修科目があり、 上記のような教育方針でこれら科目を展開し授業を行っています。将来、臨
床の場でリーダーとして活躍できる実践な英語力および教育者、研究者として活躍できるアカデミックな英語
力など、4技能をバランスよく伸ばす英語教育を特徴としています。

必修英語科目
英語I（英語精読・多読）
英語II（小説やエッセイを用いた人文科学系英語教育・医療論文等を用いた看護研究のための英語教育）
英語表現法W（アカデミックライティング 個別の添削指導を含む）
英語表現法S（医療英会話 外国人模擬患者セッションを含む）

選択英語科目
選択英語I　  看護英語論文の基礎、英語プレゼンテーション作成の基礎と実施（留学生とのセッションを含
む）
選択英語II　 アカデミックライティング・リスニング
選択英語III　看護英語論文、英語プレゼンテーション作成と実施（留学生とのセッションを含む）

実践としましては、毎年、アジア、アメリカからの留学生（看護学生）が英語の授業に入る機会がありますので、
実際に英語を使い、看護学を学ぶ仲間として、海外からの留学生と異文化コミュニケーションをはかる場も授
業内に設けています（留学生とグループワーク、プレゼンテーションセッションなどを実施）。

なお、海外研修制度も充実していますので、4年間を通して海外で英語を学ぶ＆看護を英語で学ぶ機会があ
ります。また授業外の英語学習支援サービスも充実しています。アカデミックライティングデスク（AWD)という
欧米の大学にあるライティングセンターと同じ役割を果たす英語学習支援サービスを図書館内の学習コミュニ
ティ支援室で受けることができます（予約制）。

また、公衆衛生大学院の留学生チューターによるランゲージカフェも 学習コミュニティ支援室にて開催していま
すので、英語での会話練習を行うことができる環境も整備されています。

貴学では英語に力をいれているということですが、具体的にはどのような授業をされていますか。



1 学部1年生
B方式入学

学内サークルは、LLSという救命を勉強するサークルにはいっていますが、オンラインのみでの開催です。他の
学内サークルは開催されていないようです。
ほとんどの学生がインカレサークルにはいっています。私の場合は東京医科大学のダンスサークルにはいってい
ますが、これから早稲田大学のベリーダンスサークルに移行しようと思っています。いずれもルカ生は私だけで
す。
わたしはマニアックな大学に入っていますが、バスケやテニスなどのインカレサークルには多数のルカ生が所属
しているみたいです。インターネットやツイッターでインカレサークルを気軽に探すことができますので気になる
かたは積極的に探してみてください。ただ、大学によってはオンラインのみでの開催や、活動休止の場合もあり
ますから、コロナの影響でサークル活動にも支障がでているようです。

2 学部1年生
指定校推薦

私は学外のインカレサークルに入りました。
SNSを利用して探せば、自分の趣味に合うインカレサークルは見つかると思います。学内メールなどで先輩方
が所属しているインカレサークルの情報を共有してくださったりもします。

3 学部1年生
A方式入学

インカレというのかは分かりませんが、聖路加には「音楽部管弦楽団」という東京慈恵会医科大学医学部医学
科・看護学科、慈恵看護専門学校、慶應義塾大学薬学部、聖路加国際大学看護学部、星薬科大学の学生が
集う音楽団があるようです。ですが、聖路加には「Luke’s Life Support(LLS)」「いちごフレンド」「ナイトフレ
ンド」「手話部」などの聖路加独自の医療系サークルがたくさんあるので、そちらもぜひ興味を持っていただき
たいです。

4 学部1年生
一般(ABC併願)

インカレサークルもいくつかありますし、実際に入っている子も沢山います。私達の場合は、入学後、そのインカレ
サークルに入っている先輩が1年生全員にメールやLINEを下さって、そこでどんなインカレサークルがあるのか
知ることができます。野球部のマネージャー、アメフト部のマネージャー、テニス、バレーボール、サイクリング、管
弦楽などがあったと思います。(他にもあったかもしれませんが記憶しておらずすみません)

1 学部1年生 まず、ここまで人の身体について学習できることは聖路加ならではだと思います。そして、先輩がみんな優しくて
フレンドリーで話しかけやすいところも聖路加でよかったことです。

2 学部1年生
総合型

とてもアットホームなところです！グループワークが多いので、みんなと仲良くなれるし、先生方との距離もとても
近いので気になったことをすぐ質問できます！

3 学部1年生
一般(ABC併願)

先生方が皆さんとても優しくて、何か相談したり質問したりするとすごく親身になって答えて下さります。今年は
なかなか先生方ともお会いできていませんが、メールやzoomでもすごく学生のことを気にして、学生のことを考
えて下さっているのが伝わり、温かい気持ちになれます。

1 入試事務室 助産師を目指すきっかけは人によって異なりますし、明確な将来像があることはとても大事です。志望理由書を
記入する時点で評価へ影響、というよりも、それを自分の言葉で表現し、説明できることが重要です。

将来助産師になりたいと考えているのですが、志望理由書に助産師を志したきっかけや、将来の展望について書いたら評価が低く
なってしまうなどのことはあるのでしょうか。

聖路加でよかったと思う事を教えてほしいです！

大学でのクラブ、サークル以外にインカレサークルなどはありますか？



1 入試事務室 保健師、助産師の資格は看護師資格を土台としたものですが、この3つは似ていながらも向いている方向が違
います。
看護師はすでに起こってしまった病気や怪我について、患者本人や家族等と向き合いますが、保健師は怪我や
病気が発生しないようにするにはどうしたらよいかということを考え、地域社会や集団と向き合います。助産師
は新たな生命の誕生に立ち会いながら、妊婦・褥婦・新生児の健康管理を行います。
このように各々異なった専門性が必要とされる中で、本学では「大学において、看護師教育および保健師教育
または助産師教育を同時に行うことは時間的制約が大きく、社会の要請に応えることは困難である。各資格の
専門性を十分に身に着けるには、4年間の看護師基礎教育課程を土台として、保健師・助産師の教育を大学
院で積み上げることが必要」という日本看護協会の考えに賛同し、保健師・助産師教育課程を大学院に移行
しています。

1 入試事務室 留学等の経験がないということが理由で入学後に不利になるようなことはありませんのでご安心ください。はじ
めは英語に苦手意識があっても、入学後の留学プログラム利用をきっかけに4年間の間に大きく成長した先輩
たちもいます。また、留学プログラム以外でも、英語の学習をサポートする体制を整えていますので積極的にご
利用ください。
英語の授業は日本語と英語を併用して行う科目と、基本的にすべて英語で行う科目とがございます。

1 入試事務室 看護学部看護学科のシラバスは、以下のURLからご確認いただけます。
https://campusplan.luke.ac.jp/public/web/Syllabus/WebSyllabusKensaku/UI/WSL_Syllabu
sKensaku.aspx

1 教務学生課 現在、少人数クラスの科目の一部（約3割）は感染管理対策を行った上で対面授業を実施中です。
次年度の授業形態については現在検討中です。
目安としては3月上旬にWebシラバスをホームページに公開予定です。（一般の方もシラバスをご覧いただけ
ます。）
科目ごと詳細に、対面授業、オンライン（オンデマンド・リアルタイム）など明記しますので、ご参考までにその頃
ご覧いただけるとよろしいかと存じます。

1 教務学生課 宿舎に関して数は少ないですが募集の予定です。
学生会館のようなものではなく、大学敷地内にある建物にあるもので、本当に数部屋となる見込みです。
そのため、多くの方のご希望に沿えない可能性がありますことをご承知おきください。
絶対入れるという保証がなく、大変申し訳ありません。

◆4年間で助産師の国家試験受験資格が得られる大学もある中で、聖路加国際大学のように大学院で助産師国家試験受験資格を
得るメリットを教えてください。
◆本校の雰囲気やアクティブラーニングなど、好感を持っております。質問があり投稿させていただきました。
助産師の資格を取るにあたり様々な大学があります。4年間のうちに3年の秋ごろ選択(選抜)により看護士、助産師の国家資格を同
時に取る方法や大学4年間の後、大学院2年or専門学校1年など。本校の大学院では助産学専攻があると知ったのですが、大学4年
で取ることのできる資格は看護士のみということなのでしょうか。

貴学は国際的な面においても優れた看護師の育成を目指しておられ、入学者のほとんどの方は英語を得意とし、能力の高い方たちば
かりだと思いますが、留学経験がなかったり、外国に行ったことがなかったりしても、入学後不利にならないのでしょうか。また、英語の
授業は全て英語で行われるのでしょうか。

シラバスで教養科目の内容を確認することは可能でしょうか？
不可能な場合、具体的にどのような学びがあるのか教えて頂きたいです。

現在、大学での授業方法はオンラインですか？　学校へ行き対面授業などはどの程度されているのでしょうか？　また、来年度4月から
の授業方法（オンライン授業）が決まっていることがありましたら教えて下さい。

東海地方から一般選抜試験を受験予定の子の保護者です。学生寮について教えてください。先に掲載されている質問回答コーナー
に、宿舎についての回答がありました。宿舎とは学生が利用できる学生会館なようなものでしょうか。HPには学生寮はありませんとの
記載がありましたので、教えていただけたらと思います。我が家は所得の条件をやや満たしておらず奨学金が申請できません。子は熱
望しており合格できたら応援したいと思っております。ただ下に兄弟もおり東京で下宿させる負担の重さに悩んでおります。どうぞよろ
しくお願いいたします。



1 入試事務室 広さは１Rフローリング６畳ユニットバストイレつきで、家賃は光熱費込みで1ヶ月35,000円です。

宿舎についてですが、広さや家賃等を教えていただけますか。


