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公衆衛生大学院（専門職学位課程）概要 

聖路加国際大学大学院公衆衛生学研究科専門職学位課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、公衆

衛生上の諸課題に対し、科学的根拠に基づく高度の実践能力を要する専門職業人を養成し、また公衆衛生

教育に携わる者等に必要とされる高度の能力を養うことを目標に定め、以下のアドミッションポリシー（入学者受

け入れ方針）のもと、意欲ある学生を広く受け入れます。 

 

【アドミッションポリシー】 

国内外の人々の健康と福祉の維持と促進のため、公衆衛生学の知識・能力に基づき、革新的な問題解

決策を提案できる高い専門性を身に付けた人材を育成する。また、健康促進・疾病予防の推進を目的と

した世界的な活動に積極的に貢献し、周囲を鼓舞し、協調し、変革を起こすことのできる専門家を育成

する。本学の使命に則り、多様性が相互尊重の雰囲気を促進し、教育経験と学習環境を向上させるとい

う観点から、本教育課程では、公衆衛生に対する使命感と将来展望を持つ多種多様な経歴を持つ以下

のような人材を受け入れる。  

1. 医療・保健・福祉に強い関心があり、健康と福祉の改善に展望を有する者 

2. 多様なトピックを批判的に吟味し、新しいアイデアを学習し、異なる意見を傾聴・尊重し、問題解決に

広い視点で学際的にアプローチする能力を有する者 

3. 数学、統計または科学的推論に関する基礎知識を持ち、エビデンスに基づいて総合的に判断する

能力を有する者 

4. 個人または職業上の経験の中で、問題解決、プロジェクト管理、または複雑な問題解決、評価の経

験を有する者 

5. 公衆衛生における将来の役割または専門的目標に照らした学術的取り組みに関する明確な目標を

有する者 

 

また、医療・保健・福祉の分野における国内外の諸問題をグローバルスタンダードに照らし合わせて解決する

能力（国際性および問題解決力）を養うため、国際的な学修環境を提供するべく、外国人留学生を積極的に

受け入れます。 

 

専門分野・授与学位 

専門分野：公衆衛生学専攻 

授与学位：公衆衛生学修士（専門職） 

 

修業年限 

学生の希望に応じて、3つの修業年限より 1つを選択できます。 

希望する年限を願書に記入してください。原則として出願後に修業年限の変更はできません。 

 

1） 2年コース： 2年間で 42単位以上を履修するコースです。 

 

2） 3 年コース：仕事、家事、育児等と学業を両立するための長期在学コースです。2 年間のカリキュラムを 3 年

間かけて学修します。2年間で所要単位を修得することが難しいと思われる方にお薦めします。 

 

3） 1年コース：2年間のカリキュラムを 1年間で終えるコースです。後述の出願資格の要件に加え、2年以上の

常勤職の実務経験を有する、医療・保健・福祉分野の修士課程（または 6年制課程）以上の学位保持者であ

ることを要件とします。入学後は学修に専念できるよう、勤務時間を週 32時間以下とすることを推奨します。 

詳しくは、「I. A. 出願資格」内【1年コース志願の方】を参照ください。 

 

入学定員 

25名 （出願期ごとの募集人員は設定していません） 
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入学試験関連日程 

（注1） 第 1期及び第 2期の合格者数によっては、第 3期の募集を実施しない場合があります。 

（注2） 日本の国籍を有しない者で本大学院において教育を受ける目的をもって入国する者（以下外国人留学生

出願者という）は、第1期のみ出願を受け付けます。ただし、文部科学省「大使館推薦による国費外国人留

学生（研究留学生）」採用者で本学に配置された者は、第 2期への出願を受け付けます。 

 

出願期 第 1期 第 2期 第 3期 

出願期間 

2022年 8月 1日（月） 

～8月 26日（金） 

【最終日の消印有効】 

 

 

 

 

 

2022年 12月 12日（月） 

～2023年 1月 6日（金） 

【最終日の消印有効】 

2023年 1月 27日（金） 

～2023年 2月 10日（金） 

【最終日の消印有効】 

受験票発送 

予定日 
2022年 9月 5日（月） 2023年 1月 16日（月） 2023年 2月 17日（金） 

入学試験日 
2022年 9月 24日（土）、 

25日（日） のいずれか 

2023年 1月 22日（日）、 

23日（月） のいずれか 
2023年 2月 25日（土） 

試験結果通知 

発送予定日 
2022年 10月 3日（月） 2023年 1月 26日（木） 2023年 3月 1日（水） 

入学手続き期間 

入学金納入期間 

2022年 10月 4日（火） 

～10月 28日（金） 

 

授業料および施設維持費 

納入期限 

2022年 12月 9日（金） 

入学金、授業料 

および施設維持費納入期間 

2023年 1月 27日（金） 

～2月 17日（金）  

入学金、授業料 

および施設維持費納入期間 

2023年 3月 2日（木） 

～3月 10日（金）  

 

※大学一斉休業期間 2022年 8月 11日（木）～8月 17日（水） 

 2022年 12月 30日（金）～2023年 1月 3日（火） 

 

 

  

外国人留学生出願者は第 1期のみ出願可能です 

海外から出願する場合は、最終日必着とします 
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Ⅰ. 出願 

A. 出願資格 

以下の 1）から 5）のいずれかの資格を有する者とします 

1) 大学を卒業した者および 2023年 3月卒業見込みの者（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） 

2) 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 

3) 文部科学大臣の指定した者（昭和 28年文部省告示第 5号） 

4) 文部科学大臣の指定した者（学校教育法施行規則第 155条第 1項第 5号） 

5) その他、本学大学院公衆衛生学研究科において、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた

者で、入学時までに 22歳に達した者 

注1： 3）、4）に該当する場合は、出願受付開始日の 3週間前までにお申し出ください 

注2： 5）に該当する場合は、個別の入学資格審査を行います。詳しくは「2023 年度入学資格審査について」

を参照ください 

 

【1年コース志願の方】 

1 年コース志願者は、上記出願資格に加え、2 年以上の常勤職の実務経験（下記例を参照）を有する、医療・保

健・福祉分野の修士課程（または 6 年制課程）以上の学位保持者であることを要件とします。入学後は学修に専

念できるよう、勤務時間を週 32時間以下とすることを推奨します。 

 

実務経験の例： 

・行政機関（保健福祉医療関係、産業保健機関、環境保健機関） 

・保険者（健康保険組合、共済組合、全国健康保険協会、国民健康保険） 

・保険会社 

・病院・診療所などの医療機関（2年間の初期研修含む） 

・介護老人保健施設 

・医薬品産業 

・医療関連産業 

・環境関連産業 

・その他医療保健福祉関係団体（NPO・NGO） 

・企業における環境保健部門や産業保健部門 

・医療制度や病院経営に関するシンクタンク 

※実務経験に該当するかどうかは、上記の定義を形式基準としつつ、面接試験時の個別判断により最終決定

するものとします。 

 

B. 出願書類一覧 

募集要項最終ページのチェックリストを用い、不足・不備がないことを必ず確認してください。 

(1) 入学願書 

(2) Statement of Purpose（志望動機） 

(3) 推薦状（日本語もしくは英語） 

(4) 成績証明書 

(5) 卒業証明書または卒業見込み証明書 

(6) 【任意】英語力証明書 

(7) 検定料納入票 

(8) 受験票及び写真票 

(9) 受験票返送用封筒 ※国内在住の方のみ 

(10) 在職証明書 ※国内在住の外国籍の方のみ 

(11) 在留カード（両面）の写し ※国内在住の外国籍の方のみ 

(12) 表紙・裏表紙を含むパスポート全ページの写し ※国外在住の外国籍の方のみ 
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C. 出願書類作成上の注意 

(1) 入学願書 

本学所定の用紙に必要事項を記入し、出願前 3 ヶ月以内に撮影した、上半身正面の写真を貼付してくださ

い。 

日本語を母国語とする出願者は、日本語と英語両方の願書を同一の内容で作成し、提出してくださ

い。日本語を母国語としない出願者は英語で記載し提出してください。 

本学所定の用紙はホームページからダウンロードしてください。（http://university.luke.ac.jp/sph/） 

 

著書、学術論文（査読付き）等の文献情報を記載する際は、下記の例の形式を用いてください。 

 

英文の場合 

Sato A, Suzuki B, Takahashi, C. Current issues of public health in Japan. Jpn J Public Health. 2022; 
231(3):176-92. 

 

和文の場合 

佐藤灯, 鈴木文, 高橋千. 日本における公衆衛生学上の問題点. ジャパン公衆衛生雑誌社. 2022; 231(3):176-92. 

※その他の言語で書かれた文献情報は、上記の形式を参照の上、その言語のまま記載してください。 

 

(2) Statement of Purpose（志望動機） 

以下の事柄について英語で記述してください（12ポイントフォント、1,000語以内）。必要に応じて、

英語のネイティブスピーカーや専門家の英文校正を受けることを推奨します。 

 

Please explain your interest in public health, educational goals, and career direction. Please 

include descriptions of any experience or events that have influenced your decision to pursue 

training in public health. 

[1-year MPH applicants only] In addition to the above, please explain your reasons for applying 

for the one-year program, how you think you will manage the pressure of study, work and life 

while studying intensively. Please describe a research or intervention plan you intend to 

implement as part of the Master's capstone project during the year of your study, if you have one. 

 

(3) 推薦状（日本語もしくは英語） 

2通以上の推薦状を提出してください。推薦者は、指導教員、所属長、あるいは出願者の専門能力を評価で

きる適切な個人とします。推薦状は、推薦者本人が作成したものとし、推薦状が英文の場合は、推薦者が所

属する機関名の入ったレターヘッドを使用し、署名があること。和文の場合は、推薦者の署名に加え、推薦

者が所属する機関の公印あるいは推薦者の捺印があること。 

推薦状は、１）推薦者が厳封し、封筒に署名をしたもの、２）推薦者から直接本学に郵送されたもの、３）推薦

者署名後 PDF化を行い、推薦者から直接本学に送信されたもの、のいずれかの方法で提出されたものを受

領します。上記の方法で提出されない推薦状は選考の対象となりません。本学所定の用紙を使用する場合

は本学ホームページからダウンロードしてください。 

 

(4) 成績証明書 ならびに 

(5) 卒業証明書または卒業見込み証明書 

高等学校卒業以降（高校は含みません）に在学した全ての教育機関の卒業証明書（在学中の場合は卒

業見込み証明書）、成績証明書を提出してください。上記 IのA.出願資格に該当する機関の長が作成、

厳封したものとします。厳封されていない書類は選考の対象となりません。発行機関が電子証明書を

提供している場合はご相談ください。 

 

注1： 証明書の姓名が現在の姓名と異なる場合は、姓名を変更したことを示す証明書（住民票、戸籍抄本等）

を提出してください。証明書の提出が難しい場合は事務局にご相談ください。 

注2： 海外機関の証明書で複写したものしか提出できない場合、公的機関において原本証明されたものを提

出してください。 

注3： I-A 出願資格 5)に関する個別の資格審査により出願資格を認められた方は、出願資格審査時に提出し

た成績証明書および卒業証明書または卒業見込み証明書については、再提出は不要です。 

注4： 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

および出身短期大学または出身専門学校の卒業証明書、成績証明書を提出してください。 



 

6 

注5： 2023年 3月までに大学評価・学位授与機構による学士の学位取得見込みの者は、大学評価・学位授与

機構発行の学位取得見込み証明書、および出身短期大学または出身専門学校の卒業見込み証明書、

成績証明書を提出して下さい。 

 

(6) 【任意】英語力証明書類 

本大学院では英語による授業を提供するにあたり、入学希望者の英語力を入学試験により判定します。過

去に英語能力試験を受験したことがあり出願時に試験結果を提出できる場合は、試験時の参考資料としま

すので、その試験結果を提出してください。ただし提出は必須ではありません。提出の有無が入学試験の評

価に影響することはありません。また英語能力試験の種類は TOEFL、TOEIC、IELTS、英検、GTEC、

Cambridge Englishなどいずれも問いません。 

 

【参考】以下の英語力検定試験スコアを標準スコアとして推奨します。 

TOEFL（iBT） 80点以上 TOEFL（PBT） 550点以上 

TOEIC     800点以上 IELTS     6.0以上 

 

(7) 検定料納入票 

後述の方法で検定料を納入したのち、入金したことを示す書類（下記のいずれか）を本学所定の検定料納

入票に貼付してください。 

1) 振込証明書 

2) 利用明細 

3) 振込完了画面を印刷したもの 等 

※検定料を指定口座へ入金したことがわかるものであれば上記以外でも構いません。 

なお、外国人留学生出願者については検定料が異なりますので、事前に事務局にお問い合わせください。 

 

(8) 受験票及び写真票 

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ください。 

試験時の本人確認に使用します。海外からの出願の場合、写真票にのみ写真を貼付し、提出してください。 

写真票の写真は、入学が許可された場合には学生証貼付用として使用します。 

 

 

(9) 受験票返送用封筒（国内在住の方のみ） 

国内在住の方は、送付先住所、氏名を記入し 84 円切手を貼った封筒（長 3 サイズ：縦 23cm×横 12cm）を

同封してください。 

海外からの出願者には電子メールにより連絡しますので封筒は不要です。 

 

(10) 在職証明書（国内在住の外国籍の方のみ） 

国内在住の外国籍の方で、在留資格が「就労」の方は、在職証明書を提出してください。 

 

(11) 在留カードの写し（国内在住の外国籍の方のみ） 

国内在住の外国籍の方は、在留カードの両面の写しを提出してください。 

 

(12) 表紙・裏表紙を含むパスポート全ページの写し（国外在住の外国籍の方のみ） 

国外在住の外国籍の方は、パスポートの全てのページ（表紙、裏表紙、空白欄を含む）の写しを提出してく

ださい。 

 

D. 入学検定料 

40,000円 

 

検定料を出願期間内に、本学指定の銀行口座へ「電信扱い」で納入してください。振込人名義は出願者本人

の氏名としてください。入金したことの証明書を検定料納入票に貼付してください。 

なお、外国人留学生出願者については検定料が異なりますので、事前に事務局にお問い合わせください。 

 

【振込方法】 下記のいずれかの方法を用いて納入してください。振り込みに係るすべての手数料は出願者が

負担するものとします。 

1) 金融機関の窓口 
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2) ATM（現金自動預け払い機） 

3) インターネットバンキング 

 

【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：ガク)セイルカコクサイダイガク 

ご依頼人：識別記号（MP）と出願者本人氏名を記入してください 

例）MP セイルカ ハナコ 

 

E. 出願方法 

願書受付：郵送にて受付けます。 

封筒の表に「公衆衛生大学院 出願書類在中」と朱書し、簡易書留で送付してください。 

 

【宛先】 〒104-0044 東京都中央区明石町 10-1 

聖路加国際大学 入試事務室（GSPH担当） 

 

Ⅱ. 入学試験 

A. 入学試験  

(1) 試験日程 

第 1期： 2022年 9月 24日（土） または 2022年 9月 25日（日） 

第 2期： 2023年 1月 22日（日） または 2023年 1月 23日（月） 

第 3期： 2023年 2月 25日（土）  

日時の詳細は、受験票返送時に指定します。 

 

※ 上記日時は日本標準時に準拠しています。 

※ 第 1期及び第 2期の合格者数によっては、第 3期の募集について実施しない場合があります。 

 

(2) 試験会場 

聖路加国際大学臨床学術センター（東京都中央区築地 3-6-2） 

ただし、来学して受験することができない受験者は、オンラインビデオ会議システムを使って試験を実施します。 

 

(3) 試験内容 

ReadingおよびWriting：60分 

 研究論文（英文）抜粋の読解、その要旨および公衆衛生に関するトピックについての英作文。 

 当日配布するテーマについての小論文。 

面接（英語）：約 30分 

上記の論文に関することがら、出願者の志望動機、実務経験等について英語で面接を行います。 

 

過去の問題は公開していませんが、参考として、実際に出題された試験に類似の問題例を提供しています。

入手を希望される場合は、大学事務部公衆衛生大学院担当（sph@luke.ac.jp）までお問い合わせください。 

 

 

B. 試験結果通知 

合否に関わらず郵送にて結果を通知します。特別な事情を除き、電話による問い合わせには応じられません。 

通知発送予定日 

第 1期：2022年 10月 3日（月） 

第 2期：2023年 1月 26日（木） 

第 3期：2023年 3月 1日（水） 

 

mailto:sph@luke.ac.jp
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Ⅲ. 入学手続き 

A. 入学の手続き 

第 1期：  

入学金納入期間  2022年 10月 4日（火）～10月 28日（金） 

※上記期間に入金を受理した場合に入学許可書と授業料等振込依頼書を送付します。 

授業料（前期分）および施設維持費（前期分）納入期限  2022年 12月 9日（金） 

 

第 2期： 

入学金、授業料（前期分）および施設維持費（前期分）納入期間 2023年 1月 27日（金）～2月 17日（金） 

 

第 3期： 

入学金、授業料（前期分）および施設維持費（前期分）納入期間 2023年 3月 2日（木）～3月 10日（金） 

 

【外国人留学生出願者の方へ】 

在留資格及びビザ取得に少なくとも 3か月を要しますのであらかじめご留意ください。合格通知書が届きました

ら、直ちに在留資格並びにビザ申請の手続きを始めてください。詳細は事務局にお問い合わせください。 

 

B. 学費 

学費は以下の通りです。 

区分 1年コース 2年コース 3年コース 

入学金 400,000円 400,000円 400,000円 

授業料（年額） 1,700,000円 1,200,000円 800,000円 

施設維持費（年額） 300,000円 300,000円 300,000円 

注1： 授業料及び施設維持費は、1年分を 2期に分けて納付します。 

注2： 学費等は、毎年理事会によって見直され、変更となる場合があります。 

 

※聖路加国際大学卒業生または聖路加国際病院勤務経験者（条件あり）が本学に入学した場合、特別

奨学金規程第 4 条に基づき、入学後 40 万円を奨学金として給付する制度があります。 

 

C. その他 

(1) 出願書類に不備がある場合、受理しないことがあります。 

(2) 納入した検定料は返還しません。 

(3) 納入した入学金は返還しません。 

(4) 出願書類は返却しません。 

(5) 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ります。 

(6) 出願時に大学卒業見込みの者および学位取得見込みの者は、2023 年 4 月 1 日までに卒業証明書または

学位授与証明書を提出してください。 

(7) 新学期は 2023年 4月 1日から始まります。 

 

Ⅴ. 個人情報の保護について 

本学は、出願者の個人情報を法令に従い適正に取り扱い、不採用者の出願書類は、一定期間保管したのち廃

棄します。 
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出願書類チェックリスト 

 

全ての出願者が提出する書類 

1 入学願書 

□英語版（全ての出願者） 

□日本語版（日本語母語話者のみ） 

□写真貼付 

□自署（第 1ページ、最終ページ） 

2 Statement of Purpose（志望動機） 
□英語で作成 

□1000 Word以内 

3 推薦状（日本語もしくは英語） 
□2通 

□厳封 または 推薦者から直接提出 

4 成績証明書 
□高等学校卒業後所属した全ての教育機関（高校を除く） 

□厳封 または 推薦者から直接提出 

5 
卒業証明書 

または卒業見込み証明書 

□高等学校卒業後所属した全ての教育機関（高校を除く） 

□厳封 または 推薦者から直接提出 

6 

英語力証明書 または 

英語を主言語とする教育課程である

ことを示す書類 

□任意 

7 検定料納入票 □検定料 4万円  

8 受験票及び写真票 
□入学願書と同じ写真貼付（2枚） 

□氏名・フリガナを自署 

指定された出願者のみが提出する書類 

9 受験票返送用封筒 

□国内在住の方のみ必要 

□出願者の郵便番号・住所・氏名を記載 

□84円切手貼付 

10 在職証明書 □国内在住の外国籍の方のみ必要 

11 在留カード（両面）の写し □国内在住の外国籍の方のみ必要 

12 パスポートの写し 
□国外在住の外国籍の方のみ必要 

□表紙・裏表紙を含むすべてのページ 

 


