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2016年4月  井の頭キャンパス開設

　「八王子キャンパスの移転により、4 つの学部の垣根がより低くなり、相互の、教育面を含めた交流が

密になるでしょう。総合政策学部の学生が保健学部で地域の健康づくり政策を考えることや、外国語学

部の学生が医学部の学生とともに、国際観光医療のあり方を勉強することも考えられます。医学・保健

学部の学生が総合政策学部で医療経済を学び、あるいは外国語学部で語学の実力をつけることができま

す。緑豊かな環境の中で、学生諸君が成長してゆく姿を見るのが楽しみです」
学長　跡見 裕

 八王子の 3 つの学部を移転

完成イメージ図

井の頭キャンパス完成イメージ図

　杏林学園創立 50 周年にあたる 2016 年に八王子

キャンパスの保健学部、総合政策学部、外国語学部、

大学院保健学研究科・国際協力研究科が、都心に近く

緑豊かな武蔵野の地に移転します。

　新キャンパスは医学部、保健学部看護学科（看護学

専攻）、大学院医学研究科、医学部付属病院、医学部

医療系・文系の連携で特色ある杏林教育
付属看護専門学校がある三鷹キャンパスと徒歩約 10 分

で結ばれます。

　三鷹キャンパスとの融合により、医学・保健医療系と

人文・社会科学系の授業交流など 4 学部の連携を強化し、

総合大学の強みを生かした杏林ならではの教育を推進し

ます。
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②①

③

⑤ ⑥④

⑦ ⑨⑧
①②保健学部棟
③大学本部棟（図書館、事務室 ほか）
④⑤文系学部棟
⑥共用厚生棟（学生食堂、国際交流プラザ、部室 ほか）
⑦正門
⑧中庭
⑨バスロータリー

完成イメージ図

井の頭恩賜公園 山本有三記念館

神代植物公園

国立天文台

井の頭キャンパス周辺８景

井の頭の杜の快適なキャンパス
　井の頭キャンパスは周辺地域との調和、緑の連続性を重視しています。全棟地上 5 階建（保健学部棟は一部 3 階建）

で、万一の大地震も想定して全て免震構造となっています。

井の頭キャンパス
所在地　　　三鷹市下連雀 5-4-1
敷地面積　　34,770㎡
総延床面積　46,500㎡

　パソコンなどの IT 環境を整備し、グループ学習席
やセミナー室を設けるなどして、図書館内に学生の自

最新型の図書館　（③大学本部棟）　

　留学生との交流の場「国際交流プラザ」や学生がネ
イティブ教員らと自由に語り合う「英語サロン」「中
国語サロン」も八王子キャンパスから移設・整備しま
す。また、海外からの留学生を多く受け入れて国際的

国際交流プラザ・語学サロン　（⑥共用厚生棟）　

吉祥寺駅

律的な学習を支援する新しい学習空間（ラーニングコ
モンズ）を設けます。

なキャンパスを目指します。
　なお、井の頭キャンパスには三鷹キャンパスとの教
育連携の一環として医学部の講義室も設けられます。

三鷹の森
ジブリ美術館

三鷹駅

三鷹市芸術文化センター © Museo d'Arte Ghibli

Ⓒ 公益財団法人東京都公園協会
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  変わる！ 文系学部
総合政策学部
　現代社会の諸問題を様々な角度から多面的に学べるととも
に、社会に出てから役に立つ実践的能力を養うことができま
す。1 年生向けの「プレゼミナール」は学生 10 名強に教員 1 
人と少人数教育を徹底し、学部理念である person to person

（教員と学生相互の顔がじかに見える）の教育を行っています。

 加速するグローバル教育
　杏林大学は平成 24 年度文部科学省「グローバル人

材育成推進事業」の対象校に選定されました。この事

業は国際社会で活躍できる人材を育成するための教育

構想を持つ大学に対して、国が重点的に財政支援を行

海外留学者数、協定校が大幅に増加
　平成 25 年度に海外留学・研修に参加した学生数は、外国語学部の 96 人をはじめ、総合

政策学部 16 人、保健学部 11 人、それに海外で臨床実習を受けた医学部 12 人の計 135 人で、

23 年度の 81 人、24 年度の 97 人から大幅に増えました。

　一方、留学の受け皿となる海外の協定校は、中国・オーストラリア・韓国・イギリス・ア

メリカなどを中心に 13 の国と地域 42 校となっています。

語学サロンで気軽に異文化体験
　八王子キャンパスに設けられている英語サロンと中国語サロンにはネイティブ教員が常

駐しています。サロンでは学生の語学レベルに合わせて外国人教員や外国人留学生と自由

に会話を楽しめます。海外事情や異文化を学ぶために留学前に利用する学生も多くいます。

「昨年は語学力を高めた学生たち
が、各種スピーチコンテストに出
場して高い評価を受けました。ま
た留学を経て臨んだ TOEIC® で一
挙に +300 点のスコアをマークし
た学生もいるなど、嬉しいニュー
スがたくさんありました」

平成 25 年度は 2 つの語学サロンを
延べ約 1,700 人が利用しました

副学長
ポール・スノードン

英語・中国語 e-learning を整備
　いつでもどこでも、誰でも利用できる語学オンライ

ン学習環境（e-learning）が整備されています。英語の

e-learning では総合的な英語学習のほか、医学部・保健

学部生用に医療英語プログラムも提供しています。

うもので、全国 129 校の申請の中から採択された 42

校のうちの１つです。これにより、外国語学部を中心

にグローバル教育が大きく進展しています。

オックスフォード研修は今年度 24
回目を迎えます

多様な入試方法を導入
2015 年度の一般・センター入試では、3 科目型入試

（英語必須）に加え、英語必須または英語選択の 2 科
目型入試を導入します。この 2 科目型入試は得意科
目重視型で、高得点科目の点数を 2 倍換算して合否
判定をします。また、ＡＯ入試の回数を増やすととも
に、授業料全額免除の特待生入試も新たに導入します。

ユニーク授業「学際演習」
学部教育の特色の 1 つは「学際演習」です。1 つの社会
事象を巡り、同じ授業の中で異なる専門分野の複数の教
員がそれぞれの角度から分析します。複雑な実社会の仕
組みを学生の時から学ぶことができます。

introduce

introduce
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地域と連携    実社会から学ぶ 

           医学部「医療科学 A：地域と大学」

       　1 年生の科目「医療科学Ａ・地域と大学」では、

三鷹市ひいては国の医療・福祉政策の実情を学びます。

医学部の卒業生の多くは地域医療に貢献する人材とし

「医療科学概論：地域と大学」では、グループ等でテーマを設定して「体験的に学ぶ」ことを目的としています

　杏林大学は平成 25 年度文部科学省「地（知）の拠

点整備事業」の対象校に選定されました。この事業は

自治体と連携して全学的に地域を志向した教育・研究・

社会貢献を進める大学に対して国が支援するもので、

全国 342 校の申請の中から採択された 56 校のうち

の 1 つです。これに基づき各学部では、三鷹市や八

王子市、羽村市と連携して、授業の中でそれぞれの地

域の課題をテーマにフィールドワークを行ったりして

問題解決能力を養います。

羽村市職員から市民に対する健康管理施策の講義を受
ける保健学部看護学科看護養護教育学専攻の学生たち

地域を知るために三鷹市、八王子市、羽村市でのフィー
ルドワークの結果を発表する外国語学部生

て活躍することになりますので、入学時の “ 熱い気持

ち ” を持って地域の人々の現状やニーズを知っておく

ことは、モチベーションを高めるとともにその後の医

学の学習に大いに役立ちます。

introduce

外国語学部
　英語のプログラムをより充実させるとともに、必修の中国
語プログラム（観光交流文化学科は中国語または韓国語を選択必
修）でこれからの国際人に必要な「英語＋ 1」の語学力を養い、
日本文化を積極的に発信できる実践的な国際人を育てます。

英語と中国語のよく使うフレーズや発音を繰り返し
練習して、基礎力を徹底的に身につけます。

introduce
杏林オリジナルテキストで「話す力」をつける

学期末毎に TOEIC®-IP テストを実施。学力推移を
把握できるだけでなく、より少人数のクラスで英語
を集中的に学ぶインテンシブクラスの選抜にも使わ
れます。

多読マラソンで「読む力」をつける introduceintroduce
自分のレベルに応じた英語の多読教材を大量に読
み、読解力を向上させる「多読マラソン」を英語学
科の 1 年生を中心に行っています。原文を読む感
覚を養い、原文に触れる楽しさも味わえます。

TOEIC® テストで実力を把握
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 文系２学部の就職率が急伸

平成 25 年度卒業生の主な就職先
【総合政策学部】
警視庁、神奈川県警察、青梅信用金庫、西武
信用金庫、住友生命保険、竹中工務店、三機
工業、サンケイ化学、日本郵便、東海交通事
業、マルハニチロ物流、青山商事、いなげや、
東京トヨペット、ロイヤルパーク汐留タワー、
新日本法規出版　ほか

【外国語学部】
JTB 首都圏、近畿日本ツーリスト、小田急トラ
ベル、京王観光、ホテル日航東京、東横イン、
全日本空輸、ジャルエクスプレス、ANA エアポー
トサービス、エノテカ、小泉機器工業、関東三
菱自動車、横浜銀行、多摩信用金庫、日本生命
保険、神奈川県警察 ほか 

【保健学部】
杏林大学医学部付属病院、北里大学病院、慶應
義塾大学病院、自治医科大学附属さいたま医療
センター、国立がん研究センター中央病院、小
金井リハビリテーション病院、江東微生物研究
所、ビー・エム・エル、三菱化学メディエンス、
東京消防庁、警視庁、東京都 ほか

就職率の推移（平成 23 年度卒－平成 25 年度卒） 　 H26.5.1 現在

多彩な就職関連イベントときめ細かい支援体制
　平成 26 年 3 月に杏林大学を卒業

した学生の就職率は、文系 2 学部が

いずれも前年より 10 ポイント以上

も大幅にアップしました。このよう

に就職率が急上昇したのは、もちろ

ん景気回復もありますが、それ以上

に、これまで取り組んできたキャリ

アサポートセンター（CSC）と学部

の教員との連携がより強化され、未

内定学生の把握と求人紹介が順調に

進んだことが第一の理由として挙げ

られます。また、去年 10 月以降学

内企業説明会を毎月開いたこと、今

年の卒業生はエントリーシートの提

出から面接、グループディスカッショ

ンに至るまで企業の採用選考を模擬

体験する杏林大学独自のプログラム

を受講していてその経験が活かされ

たことなども効果を表したようです。

　今後も教員と CSC が一体となって

学生にきめ細かく対応し、高い就職

率の確保に努めます。
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総合政策学部　　  外国語学部　　     保健学部    　　　  合計

　　　   年度 
学部

23 24 25

総合政策学部 75.2% 77.8% 92.1%
外国語学部 79.5% 81.0% 92.5%
保健学部 95.3% 94.5% 95.8%

合計 84.8% 84.8% 93.9%

●就職率＝就職者／就職希望者

 高い資格取得率 

 第 103 回看護師国家試験

第 97 回助産師国家試験

①教育環境を工夫
　国家試験合格の秘訣は「病む人を助けたい」という
入学時の初心を忘れないことです。保健学部では付属
病院の見学や患者さんのサポートを行うボランティア
活動に参加してもらうなど、モチベーションを維持し
続けるために教育環境を工夫しています。

受験者 合格者 合格率 全国合格率
杏林 99 人 99 人 100.0％ 95.2%

受験者 合格者 合格率 全国合格率
杏林 10 人 10 人 100.0％ 97.6%

 第 37 回救急救命士国家試験第 49 回理学療法士国家試験
受験者 合格者 合格率 全国合格率

杏林 43 人 42 人 97.7％ 93.8%
受験者 合格者 合格率 全国合格率

杏林 46 人 42 人 91.3％ 90.2%

第 60 回臨床検査技師国家試験
受験者 合格者 合格率 全国合格率

杏林 93 人 90 人 96.8％ 94.3%

第 27 回臨床工学技士国家試験
受験者 合格者 合格率 全国合格率

杏林 44 人 43 人 97.7％ 87.7%

第 26 回社会福祉士国家試験
受験者 合格者 合格率 全国合格率

杏林 10 人 6 人 60.0％ 41.7%

■平成 25 年度　各種国家試験の結果（新卒）

②１クラス 25 人の担任制を導入し、学生をサポート
　授業面や生活面でのサポートのほか、国家試験を控
えた 4 年次にはいつまでに、どのような勉強が必要か
を指導するガイダンスを実施。必要に応じて面談を繰
り返し、全員が希望どおり資格取得できる環境を整え
ています。

看護師・助産師国家試験 100％　保健学部の国家試験対策

　　　　　　早わかりガイド [5]

　　　　　　早わかりガイド [6]

平成 23 年度
平成 24 年度
平成 25 年度
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三鷹キャンパス
〒 181-8611　東京都三鷹市新川 6-20-2
TEL. 0422-47-5511（代）

杏林大学海外研修・留学奨学金
外国語学部・熊谷奨学金

■海外研修・留学参加を支援

　杏林大学独自の奨学金として、海外研修や留学参加を支援するもの、成績

優秀者や学外での研究発表、積極的な課外活動を行った学生に対する奨励金、

経済的支援を目的とした杏林大学奨学金などがあります。

杏林大学成績優秀学生奨励金
杏林大学優秀学生特別奨励金
杏林大学私費留学外国人奨学生
入学時奨学生

■学業、課外活動に頑張った学生を支援

杏林大学奨学金
杏林大学緊急時奨学金

■経済面を支援

杏林大学が扱っている
主な奨学金を分かりやすく解説

決定版奨学金
ガイドブック2014

奨学金って
なに？

だれが利用
できるの？

どんな種類が
あるの？

どこに
相談するの？

問い合わせ先

学生支援課

国際交流課

入学センター

０４２‐６９１‐８７２５（直通）

０４２‐６９１‐００１１（代表）

０４２‐６９１‐８６１３（直通）

 各種奨学金で経済支援

たくさんの出会いが君を待っている

奨学金の種類や申請の仕方などわかり
やすくまとめた冊子
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杏林大学三鷹キャンパス
〒 181-8611
東京都三鷹市新川 6-20-2
tel：0422-47-5511（代）

●交通アクセス
三鷹駅、吉祥寺駅（JR 中央線・総武線）
より小田急バス
調布駅、仙川駅（京王線）より小田急バス・
京王バス

杏林大学八王子キャンパス
〒 192-8508　
東京都八王子市宮下町 476
tel：042-691-0011（代）

●交通アクセス
八王子駅（JR 中央線・横浜線・八高線）、
京王八王子駅（京王線）より西東京バス
拝島駅（JR 青梅線・八高線・五日市線・
西武拝島線）より西東京バス

杏林大学　　 検索

杏林大学 
Twitter t

杏林大学 
Facebook ｆ


