2019 年度 聖路加国際大学 看護学部看護学科 一般入学試験（A 方式・B 方式・C 方式） 募集要項
本学では、大学の理念、教育目標およびそれに基づいた入学者受け入れ方針（アドミッションポリシー）を下記のよ
うに定めています。
（本学の理念）
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する。
（聖路加国際大学学則第 1 条）
（看護学部の理念）
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する。
（聖路加国際大
学学則第 2 条）
この本学看護学部の理念実現のため、教育目標を次の通り定めています。
（看護学部の教育目標）
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する。
（聖路加国際大学教育に係る方針等に関する規程第 2 条）
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. 人間愛に基づき、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. 自己を見つめ、生涯にわたって自己の人間形成をはかりつつ、自律的に行動する態度を持つ。
3. 事象への関心を深め、幅広く学問を探求し、批判的思考力を持つ。
4. 看護を必要としている個人・家族・地域社会に対して、対象に応じて系統的に看護実践できる基本的知識と技術
及び態度を持つ。
5. 看護職の一員としてリーダーシップを発揮し、責務を遂行する能力を持つ。
6. 日本および国際社会における看護の機能と役割を広い視野で多面的にとらえ、保健医療・福祉システムの中で責任
を担う姿勢を持つ。
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。
（聖路加国際大学教育に係る方針等に関する規程別表 1）

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する。
1.
2.
3.
4.
5.

人に対する関心や思いやりをもつことができる人
人と人との関わりを大切にできる人
人の悩みや苦しみを感じることができる人
科学的な探究心の旺盛な人
世界の人々の健康に関心がある人

（聖路加国際大学教育に係る方針等に関する規程第 5 条、別表 4）
A 方式

B 方式

C 方式

１.募集人員

55 名

25 名

5名

２.出願期間

2018年12月17日（月曜）~2019年1月18日（金曜）＜消印有効＞

３.試験日

1次試験 2019年2月2日（土曜）

４.試験場

2019年2月14日（木曜）

（大学入試センター試験利用入試）

大学入試センター試験日

2次試験 2019年2月7日（木曜）

（本学での個別学力検査は課しません）

本学

大学入試センター指定の試験会場

※志願者数によっては試験場が本学以外の施設に変更になる場合があります。受

（本学での個別学力検査は課しません）

験票の返送とともに決まりました試験場をお伝えします。
5.出願資格

次の（１）から（７）までのいずれかに該当する者とします。

左の（１）から（７）までのいずれかに

（１）高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者および 2019 年３月卒業見込 該当する者で、平成 31 年度大学入試セ
みの者
（２）外国において学校教育における 12 年の課程を修了した者またはこれに準

ンター試験で本学が指定した教科・科目
を受験する者

ずる者で文部科学大臣の指定した者
（３）文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した
在外教育施設の当該課程を修了した者
（４）文部科学大臣の指定した者 （専修学校の高等課程の修業年限３年以上の
課程で文部科学大臣が別に指定したものを文部科学大臣が定める日以降
に修了した者を含む）
（５）大学入学資格検定規程により文部科学大臣の行う大学入学資格検定に合格
した者
（６）高等学校卒業程度認定試験規則により文部科学大臣の行う高等学校卒業程
度認定試験合格者および 2019 年３月までに合格見込みの者
（７）その他本学において、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認
めた者で、2019 年 3 月 31 日までに 18 歳に達する者
6.出願書類

（１）入学試験願書 1 部

【A 方式や B 方式との併願の場合】

（２）調査書（文部科学省の規定様式）1 部

左の（１）から（５）まですべて提出下

（３）受験票

さい。

（４）写真票

該当者は（６）や（７）も提出下さい。

（５）受験票返送用封筒 1 通
（６）英語資格・検定試験スコア証明書の原本 （A 方式または B 方式で「外国 【C 方式単願の場合】
語」
（英語）の試験免除・点数換算を希望する者のみ）

（１）入学試験願書

（７）入学検定料免除申請書 （2018 年（平成 30 年）4 月以降に発生した災 （２）調査書（文部科学省の規程様式）
害の被災地（災害救助法適用地域）出身の者のみ）

（３）受験票
（４）受験票返送用封筒
（５）入学検定料免除申請書 （2018
年（平成 30 年）4 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
者のみ）

7.出願書類
準備方法

※出願書類・所定用紙は本学ホームページよりダウンロード・印刷してご使用下さい。
本学「入試サイト」TOP→「学部の入試」→「募集要項」→「一般入試」
http://university.luke.ac.jp/admission/entrance/application/general.html
◎出願書類が不備の場合は受理しません。
◎入学試験願書・受験票・写真票︓
インターネット出願を利用し作成して下さい。出願期間内に入力が可能になります。
URL︓ https://www.postanet.jp/info/012083/
願書・受験票・写真票のすべてに、出願前３ヶ月以内に撮影した無帽上半身正面の写真を貼付して下さい。
【写真】①サイズ︓縦４cm×横３ｃｍ
②すべて同じ写真を使用して下さい
③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。
④こちらの写真は入学が許可された場合には学生証貼付用に使用します。
C 方式に出願する場合は、大学入試センターから交付される私立大学用「成績請求票」を願書の所定欄に貼って下さい。
C 方式のみに出願する（A 方式、B 方式に出願しない）場合は、写真票の提出は不要です。
◎調査書︓
2019 年度（平成 31 年度）大学入試に使用される文部科学省の規定様式により、出身学校長が作成して厳封したものを用
いて下さい。卒業見込みの場合は、第 3 学年 2 学期、又は前期までの成績が記載されている調査書が必要です。ABC 方
式を併願される方も 1 部で結構です。
但し、下記の該当者は調査書に替えて指定の書類を提出して下さい。
①廃校・被災その他の事情により調査書が得られない場合には、成績通信簿を提出して下さい。

②指導要録の保存期間を経過している場合は、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。
③一般入試出願者で大学入学資格検定合格者および高等学校卒業程度認定試験合格者は合格証明書を提出して下さ
い。また、高等学校卒業程度認定試験合格見込者は合格見込成績証明書を提出して下さい。
④外国の高等学校に 1 ヶ月以上通っていた場合は、そのときの成績証明書も合わせて提出して下さい。英文であればそ
のま
ま提出下さい。英語・日本語以外の言語で書かれている場合は、英語または日本語の訳文を添付して下さい。
◎入学検定料︓ 「インターネット出願ガイド」に沿って、ご希望の支払い方法を選択の上、お支払い下さい。
尚、支払期限がありますので、期間に余裕を持って出願と支払いを行って下さい。
◎受験票返送用封筒 ︓
定形封筒（長３サイズ︓縦 23cm×横 12cm）に送付先住所と氏名を記入し 92 円分の切手を貼付して下さい。
速達希望者は速達料金を追加して切手を貼付し、あらかじめ「速達」と記載して下さい。
◎英語資格・検定試験スコア証明書の原本︓
「外国語」
（英語）の試験免除・点数換算を希望する者のみ。取得期限は無し。原本以外は受理しません（原本は後日
返却します）
。
・実用英語技能検定（日本英語検定協会）
︓ CSE スコア証明書または合格証明書
・GTEC CBT（進学基準研究機構・ベネッセ）
︓ 受験後に受験者宛に郵送されるスコアレポート
・IELTS（日本英語検定協会）
︓ 受験後に管轄オフィスから受験者宛に郵送される成績証明書（Test Report Form）
・TEAP︓ 成績表
・TEAP CBT ︓ 成績表
・TOEFL（iBT）
（国際教育交換協議会）
︓ Test Taker Score Report または Examinee Score Record など、
受験後に米国 ETS から受験者宛に郵送される受験者用控えスコアレポート
・ケンブリッジ大学英語検定 ︓ 合格証明書（認定書）または認定ステートメント
◎入学検定料免除申請書︓
2018 年 4 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 2019 年度入学５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参照下さい。
（http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html）
◎出願書類の証明書と入学願書の氏名が異なる場合は、必ず改姓を証明する書類（戸籍抄本や運転免許証、パスポート
等）の写しを添付して下さい。
◎「５．出願資格（７）
」に該当する方は、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。
8.出願方法

願書受付は郵送受付のみとします。出願書類を定型封筒（角 2 サイズ︓縦 33cm×横 24cm）に入れ、出願期間内に書留で
送付して下さい。出願期間最終日（2019 年 1 月 18 日）の消印有効です。
【宛先】〒104-0044

9.選抜方法

東京都中央区明石町 10 番１号

【A 方式 1 次試験】
●８︓30 ～ ９︓45

外国語

聖路加国際大学 入試事務室

【B 方式】

【C 方式】

●提出書類審査

■大学入試センター試験の次の 3 科目の

（75 分・配点 100 点・マークシー
ト回答方式）
「コミュニケーション英語Ⅰ」
「コミ
ュニケーション

外国語

（75 分・配点 100 点・マークシー ■必須 1 科目（本学換算配点︓100 点）
ト回答方式）

英語Ⅱ」
「英語表現Ⅰ」
「英語表現
Ⅱ」
●10︓25 ～ 11︓25

合計点数により選抜します。
●8︓30 ～ 9︓45

選択

「外国語（英語）
」
（リスニングを含む）

「コミュニケーション英語Ⅰ」
「コミュニケーション英語Ⅱ」

■選択 2 科目（本学換算配点︓100 点）

「英語表現Ⅰ」

次の 5 科目のうち 2 科目

「英語表現Ⅱ」

1）
「数学（数学Ⅰと数学 A）
」

（60 分・配点 100 点・マークシー
ト回答方式）
数学「数学Ⅰ」
「数学Ａ」
「数学Ⅱ」
「数

2）
「数学（数学Ⅱと数学 B）
」
●10︓25 ～ 11︓40

小論文

（75 分・配点 100 点）

学 B」
または
「化学」
「化学基礎」

3）
「理科（化学）
」
4）
「理科（生物）
」
5）
「理科（化学基礎と生物基礎）
」

◆B 方式に 2 次試験はありません。
◆選択 2 科目は、上記科目より高得点の

または

2 科目を合否判定に使用します。

「生物」
「生物基礎」
のいずれか 1 科目

◆理科と数学について２教科・科目以上
受験した場合は高得点の科目を合否判定

◆選択科目について

に使用します。

試験当日に選択して下さい。
数学、化学、生物）の科目間で必

◆理科について基礎を付した科目は２科

要時、得点調整を行います。

目の合計点を１科目の得点とみなしま
す。

【A 方式 2 次試験】
（一次合格者のみ）

小論文

●8︓30 ～ 9︓20

◆過年度分の成績データは使用しませ

（50 分・配点 100 点）

ん。必ず平成 31 年度大学入試センター
試験を受験して下さい。

●10︓00～

面接

（個人面接・配点 100 点）

◆本学での個別学力検査（学科試験、小
論文、面接など）は課しません。

◆自己紹介書（志望動機など）の記入
があります。
◎英語資格・検定試験の本学基準以上のスコア所持者は、AB 方式の「外国語」
（英語）の入学試験が免除となり、その
スコアを「外国語」入学試験の点数として換算できます。
◎C 方式の「外国語（英語）
」は免除になりません。
◎英語資格・検定試験としては、実用英語技能検定・GTEC CBT・IELTS・TEAP・TEAP CBT・TOEFL iBT・ケンブリッジ
大学英語検定の 7 つの試験を活用し、点数換算には文部科学省が 2018 年 3 月に公表し推奨する「CEFR(ヨーロッパ言語共
通参照枠)」等を参考に設定しています。詳細は「18.Q&A」等も確認して下さい。
＜対照表＞
本学英語入学試験得点

実用英語

GTEC

（みなし得点）

技能検定

CBT

IELTS

80 点とし、試験免除。

CSE2.0 スコア

880～

4.5～

但し、希望者は本学の英

1950～2299 点

1,159 点

5.0

語入試も受け、点数の高

または

TEAP

TEAP

TOEFL

ケンブリッジ

CBT

・iBT

大学英語検定

225～

420 点～

57～

140 点～

279 点

595 点

71 点

159 点

※1

い方を利用できる。

準1 級

100 点とし、試験免除

CSE2.0 スコア

1,160 点

5.5

280 点

600 点

72 点

160 点

2300 点以上

以上

以上

以上

以上

以上

以上

または

※2

1級
※1 4 技能の各スコア最低点数は Reading 65 点、Listening 50 点、Writing 50 点、Speaking 50 点 です。
※2 4 技能の各スコア最低点数は Reading 70 点、Listening 65 点、Writing 65 点、Speaking 65 点 です。
10. 入 学 検 35,000 円（A 方式または B 方式のどちらか 1 試験を受験する場合）
定料

50,000 円（AB 方式の２試験を受験する場合）
20,000 円（C 方式の 1 試験のみ受験する場合）
45,000 円（A 方式または B 方式のどちらかと、C 方式との 2 試験を受験する場合）
60,000 円（ABC 方式の 3 試験を受験する場合）

11. 合 格 発 【A方式】
表

【B 方式】

1次試験 2019年2月5日（火曜）10： 2019 年 2 月 20 日（水曜）10︓00

【C 方式】
2019 年 2 月 12 日（火曜）10︓00

00
2次試験 2019年2月12日（火曜）
10：00

◎本学ホームページにて公表します。 ◎本学ホームページにて公表します。
（ http://university.luke.ac.jp/admi

（http://university.luke.ac.jp/admissi

ssion/index.html）

on/index.html）

◎本学ホームページにて公表します。

◎合格者には合格通知書および入学手 ◎合格者には合格通知書および入学手続

（http://university.luke.ac.jp/admi

続時納入金振込用紙を送付します。

ssion/index.html）

時納入金振込用紙を送付します。

◎2 次試験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。
◎受験票は合格発表日まで各自で保管して下さい。試験結果の情報開示(17.情報開示参照)を申請される方も
申請時まで保管して下さい。
◎電話による合否の問い合わせには一切応じません。但し、入学手続時納入金振込に関してご不明な点がございましたら
振込む前にご連絡下さい。
◎発表の見間違い等を理由とした入学手続期間終了後の入学手続は認められません。
◎補欠者には補欠順位の通知と連絡票を郵送しますので、連絡票を返送して下さい。
入学辞退者があり欠員が生じた場合に本学から電話にて連絡します。
補欠の繰り上げ合格状況は本学ホームページ（http://university.luke.ac.jp/admission/index.html）に掲載します。
12. 入 学 手 ◎入学手続は ABC 方式とも同じ方法です。
続

2019 年 2 月 26 日（火曜）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金 200,000 円と 2019 年度前期
学費 775,000 円の 合計 975,000 円を振り込んで下さい。
◎締切日までに入学手続時納入金を全額（975,000 円）納入された方に「入学許可書」を送付します。
◎10 万円以上の振込には本人確認書類が必要となります（運転免許証や健康保険証、パスポート等）
。
◎尚、指定の期日までに納入がない場合には、入学の意思がないものとみなします。
◎一旦納入された入学検定料および入学金は返還しません。

13.学費

◎2019 年度 学費
項 目

前 期

後 期

年 額

入学金

200,000 円

授業料

560,000 円

560,000 円

1,120,000 円

実験実習費

125,000 円

125,000 円

250,000 円

施設維持費

90,000 円

90,000 円

180,000 円

775,000 円

1,750,000 円

合 計

975,000 円
【入学手続時納入金】

200,000 円

※ 尚、次年度以降の授業料、実験実習費、施設維持費は、前年度２月末日までに決定します。

14. 入 学 辞 納入された費用は原則として返還しません。但し、2019 年３月 29 日（金）12︓00 までに、入試事務室へ電話連絡のうえ、
退

所定の方法（
「入学辞退届」を本学が指定する書式で作成し「書留」で送付）により入学の辞退を申し出た場合には、入学金
を除く学費 （授業料、実験実習費、施設維持費）を返還します。

15. 卒 業 時 ◎学士（看護学）
取得資格

◎看護師国家試験受験資格
◎養護教諭１種免許（定員20名の選択制。選択希望者が定員を超えた場合は成績により選抜します。再課程認定を申請
中であり、文部科学省における審査の結果、予定している教職課程の開設時期が変更となる可能性があります。
）

16. 留 意 事 【出願について】
項

◎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処理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早めにご相談下さい。
準備期間が足りない場合、十分な配慮ができないことがあります。
【入試当日について】
◎「外国語」試験受験者と免除者の受付時刻は異なります。受験票の受付時刻欄に「○」印をつけて返送しますので各自
ご確認下さい。

◎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。
◎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。大学最寄り駅は 2 駅あります。
東京メトロ 日比谷線「築地駅」 ３番出口または 4 番出口から徒歩 3 分
東京メトロ 有楽町線「新富町駅」 ６番出口から徒歩 5 分
詳細は本学ホームページのアクセスマップ（http://university.luke.ac.jp/access.html）をご確認下さい。
【合格後について】
◎卒業（修了）見込みで出願した入学予定者は、2019 年４月の本学看護学部入学式までに卒業（修了）証明書またはそれ
を証明する書類の提出が必要です。
◎高等学校卒業程度認定試験合格見込みにより出願した入学予定者は、2019 年 4 月本学看護学部入学式までに
卒業証明書または合格証明書の提出が必要です。
【一般入試の入試結果データ（過去 5 年間）
】
受験者

合格者

倍率

2018 年度
A 方式

510

501

71

7.1

2018 年度
B 方式

330

255

25

10.2

490

484

78

6.2

258

206

25

8.2

2016 年度

309

303

97

3.1

64

175 / 300

2015 年度

282

270

100

2.7

60

非公表

2014 年度

452

444

91

4.9

64

非公表

2017 年度
A 方式
2017 年度
B 方式

入学者

合格最低点

志願者

※

209/300
77

75

170/200
216 / 300
145 / 200

※選択科目の得点は、科目間の難易度の違いから生じる不公平をなくすため、統計的処理により得点の補正を行いました。
※2017 年度以降のA 方式および2016 年度の合格最低点は補欠を含まない正規合格者の 1 次試験3 科目の最低総合点です。
※B 方式の合格最低点は補欠を含まない正規合格者の筆記2 科目の最低総合点です。
※C 方式は2019 年度入試から始まりました。

17. 情 報 開 ◎本学では、受験者本人からの開示請求により 2019 年度（平成 30 年度）一般入学試験における入試情報（試験結果）を
示

次の通り開示します。
◎申請書用紙は 2019 年 4 月下旬頃より本学ホームページに掲載します。希望者はダウンロードしてご利用下さい。
（１）開示内容︓ 試験結果を成績順に複数段階に分けたグループ区分表で受験者の当該グループを開示します。
（２）開示方法︓ 窓口および郵送により定められた期間内に、情報開示申請書を提出することにより情報開示通知書
を交付します。
（３）申請期間︓ 2019 年 5 月 1 日～ 2019 年 5 月 15 日
（４）申請必要書類 ①聖路加国際大学情報開示申請書（ホームページ掲載の所定用紙）
②本学受験票の原本
③返信用封筒（情報開示通知書送付用）※長形３号封筒（縦23cm、横 12cm）に受験者本人の郵便番号・
住所・氏名を明記の上、一般書留郵便の分の切手を貼って
下さい。

④住民票 1 通（郵送による申請者のみ）※本人確認のため必要です。窓口で申請される方は不要です。
（５）申請方法
＜窓口＞ 受験者本人（申請者）が来学して、上記（4）申請書類の①～③を入試事務室窓口に提出して下さい。
＜郵送＞ 郵送での申請も受け付けます。上記（4）申請書類の①～④を聖路加国際大学入試事務室へ「書留」で
送付して下さい。申請期間最終日の消印有効です。受験票と住民票は、情報開示通知書と共に返送します。
（６）申請書の記入方法︓ 受験者本人（申請者）の自筆に限ります。
（７）交付方法︓ 情報開示通知書は本学で申請書類を受理した後、約 1 週間後に郵送「一般書留」にて交付します。

本学入学者には本学入試事務室窓口でお渡しします。
（８）申請先
18.Q&A

〒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

【入学試験について】
Q︓過去問題集はありますか。
A︓本学が作成する入試過去問題集はございません。教学社「赤本（大学入試シリーズ）
」等が刊行されておりますので、
全国の書店、もしくは本学窓口で購入して下さい。平日 9︓00 から 17︓30 までと、土曜日では「入試相談・見学」
の日に販売しています（税別 2,400 円︓予定価格）
。
Q︓TEAP を複数回受験し、4 技能（Reading、Listening、Writing、Speaking）それぞれの技能の最高点を合計した点数
を利用できますか︖
A︓4 技能それぞれの最高得点を利用し（合計し）ていただけます。回をまたいで良い方の点数の 4 技能合計と各技能のスコ
アが本学基準スコアを超えていれば「外国語」
（英語）入試の免除・点数換算をいたします。すべてのスコア証明書をご提
出下さい。
Q︓GTEC for STUDENT や TOEFL IPT などのスコアも認めてもらえますか︖
A︓本学が定める 7 つの試験のみ対象としますので、認めていません。GTEC CBT の Advanced・Basic も 2019 年度入試
ではその利用を認めません。
Q︓IELTS は（トータルの）オーバー・オール・バンド・スコアを認めてもらえますか︖
A︓認めます。また、アカデミック・モジュールのスコアは認めますが、ジェネラル・トレーニング・モジュールのスコア
は認めません。
Ｑ︓受験生の年齢制限はありますか。
Ａ︓本学の入学試験では受験生の年齢制限はありません。
Ｑ︓推薦入試など他の入試で不合格となった場合、一般入試の出願はできますか。
Ａ︓一般入試にも出願いただけます。但し、出願手続につきましては新たにやり直していただきます。
Ｑ︓一般入試 A 方式が不合格となった場合、B 方式や C 方式も出願していたのですが受験できないのですか。
Ａ︓別々の選抜になりますので、B 方式も C 方式も受験していただけます。
【入試当日について】
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。入試本部で入学試験願書と本人照合を行って受験票を再発行します。
Ｑ︓試験中の保護者の待機場所はありますか。
Ａ︓お待ちいただく部屋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
はご遠慮下さい。
Q︓A 方式の 2 次試験は何時頃に終わりますか。
A︓A 方式 1 次試験や B 方式と違い、A 方式の 2 次試験は志願者数や面接順番によって終了時刻が異なります。昼食をご
用意下さい。昨年度の A 方式 2 次試験の最終終了時刻は夕方頃でした。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。帰りの飛行機等は時間に余裕を持って予約して下さい。
Q︓ABC 方式を併願していて A 方式や C 方式に先に合格した場合も、B 方式を受験しなければなりませんか。
A︓受験されなくて結構です。その際の本学へのご連絡も不要です。
Q︓自己紹介書には何を記入するのですか。
A︓志望理由、将来の希望などを A4 用紙 1 枚程度にご記入いただきます。面接の際の参考資料といたします。原稿の持ち込
みはできません。

【入試後について】
Ｑ︓試験場に忘れ物をしてしまいました。どこへ連絡したら良いでしょうか。
Ａ︓大学にてしばらく保管していますので、代表電話（03-3543-6391）にお問い合わせ下さい。
Ｑ︓掲示による合格発表はありませんか。
Ａ︓本学ホームページ（http://university.luke.ac.jp/admission/index.html）での発表のみとなります。
キャンパス内などでの掲示や電話による連絡サービスなども行っていません。
Q︓過去の一般入試の補欠人数や補欠繰り上げ人数は何名ですか。
A︓年によって変わりますため過去の人数は参考になりません。合格発表後から本学ホームページへ補欠繰り上げに関する
情報を掲載します。
【学生生活、学内施設、その他について】
Ｑ︓入試や学生生活等の話を直接聞いてみたいのですが、どのような機会がありますか。
Ａ︓2018 年 7 月 28 日（土曜）
・29 日（日曜）のオープンキャンパスや 11 月 10 日（土曜）
・11 日（日曜）の学園祭「白
楊祭（はくようさい）
」にて、在学生・職員による受験生相談コーナーを開催する予定です。予約は不要です。保護者の
方もどうぞお気軽にご利用下さい。
Ｑ︓オープンキャンパス以外に入試相談や見学はできますか。
Ａ︓月に 1 度、土曜日に学内見学を予約制で行っています。希望される場合は、本学ホームページ
（http://university.luke.ac.jp/admission/consultation.html）もしくはお電話にて入試事務室にお申込み下さい。図
書館や学食、聖ルカ礼拝堂などを約 30 分間ご案内した後、約 30 分間ガイダンスと入試相談を行います。尚、人数や大
学の都合などにより、見学コースや時間に変更が生じる場合や見学を行っていない場合もあります。平日の見学を希望
される場合にも入試事務室へご連絡下さい。
Q︓学生寮等の入居施設はありますか。
A︓本学の学生寮や学生会館等の入居施設はございませんが、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。入試事務室へご連絡下さい。
Ｑ︓既に卒業した大学で修得した単位の認定はしてもらえますか。
Ａ︓4 年制大学卒業者（卒業見込者を含む）が入学する場合には、入学後、個別に「一般教養科目」28 単位の認定を行い
ます。
「一般教養科目」は「キリスト教概論」を除き、卒業に必要な 28 単位を入学後に申請を受け付け、認定します。
また、履修済みの科目が本学の「基礎科目」に相当する場合も認定します。本学の「専門科目」についての認定は行っ
ておりません。

＜ 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・大学休館日を除く）
住
所︓ 〒104-0044 東京都中央区明石町 10-1

