
「ICUがよくわかるガイダンス」　Q＆A一覧
（7月18日オンライン・オープンキャンパス）

Question Answer
メジャー選択はどの組み合わせでも大丈夫なのでしょうか
（文系科目と理系科目の同時並行など）

どの組合せでも可能です。

どの学問分野を選んでも、メジャーとマイナーで組み合わせ
て学ぶことは可能ですか？

可能です！

メジャー、ダブルメジャー、メジャーマイナーでは卒業取得
単位は異なりますか？
・もし仮に、異なる分野の二つの科目を専攻として選んだ場
合、必修科目の量は増加するのでしょうか？
・ダブルメジャーとメジャーマイナーでは大きく何が変わり
ますか？
・ダブルメジャーにかかる負担は単純にシングルメジャーに
かかる負担の2倍なんですか？

卒業時までに取得すべき全体の必要単位数は同じですが、専門科目の取得す
べき単位の内訳は、メジャーの選択方法によって異なります。
https://www.icu.ac.jp/academics/undergraduate/requirements/

メジャーとダブルメジャーとメジャーマイナーではどの選択
をする学生が多いですか？

シングルメジャーの学生が一番多いです。シングルメジャーでも選択したメ
ジャー以外の分野も自由に学べます。

ダブルメジャーとシングルメジャーでは卒論を書く難しさは
変わってくるのですか？

一つのテーマについて卒業論文を執筆するという点ではシングルメジャーで
もダブルメジャーでも同じです。

メジャー・マイナー制度を選ぶメリットみたいなものはあり
ますか？

２つの分野の比率を変えて修める学び方です。自分が何を学びたいか、どの
方法で学ぶか、自分の興味関心に合わせて自分ならではの学問を構築してみ
てください。

メジャーマイナー選択はどんな人に向いていますか
向き不向きというよりは、そのような学び方を希望する人が選択していま
す。

メジャーは2年生の終わりで選択して、その後はメジャーの
選択の変更は可能でしょうか？

可能です。

メジャー制度の途中で自分のコースを変更することは可能で
しょうか？（シングルメジャーからダブルメジャーにするな
ど）

まず、2年次の終わりにメジャーを選択しますが、その後の変更も可能で
す。

メジャー選択の前から興味分野において簡単な研究を授業外
で行いたい場合、教員の方のサポートは受けられるのでしょ
うか？（高校でいうSSHの様なもの）

授業と絡めて、または自主的に学びたいことがありアドバイスが必要であれ
ば、オフィスアワーなどを利用して当該分野の先生に相談することができま
す。

メジャーを学ぶ時間は、3・4年生の2年間のみということで
すが、他大学より短い2年間という期間で満足に履修できる
のでしょうか?

メジャーの基礎科目は1年時より履修します。2年間のみで専門を学ぶのでは
なく1年時より計画的に学ぶことができますので、広く深く学ぶことが可能
です。

２年間でダブルメジャーなどを学んだら、専門度はどうして
も他大学に比べて低くなりますか？

専門度が低くなることはありません。学び方次第です。

メジャーを選ぶまでは生徒みんな同じような授業を受けるこ
とになるのでしょうか？

年間開講されるコースは約８６０あり、その中からそれぞれの学生が自分の
興味関心にあわせた授業を、学期ごとに選択しますので、履修する授業は一
人一人異なります。

メジャーを決める際に事前にお試しをする制度はあります
か？

メジャー選択前に各メジャーの授業を自分の興味関心にあわせて履修するこ
とが可能です。

複数の専攻を学び、それぞれの学問体系の相対位置を地図の
ようにイメージすることがICUのリベラルアーツの１つの目
標だと思いますが、いくつもの学問を学んだ際に、地図が複
雑になりすぎて頭がこんがらがることはないですか？

悩むことはあると思いますが、一人で悩まず、教員アドヴァイザーや先輩学
生等に相談できる仕組みを活用し、学びを深めることができます。

31メジャーの中ではどれが1番人気ですか？？ 現在は「メディア・コミュニケーション・文化」メジャーが人気です。
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「ICUがよくわかるガイダンス」　Q＆A一覧
（7月18日オンライン・オープンキャンパス）

Question Answer

リベラルアーツは社会に出た時どう役立ちしますか？
「リベラルアーツという「生き方」を学び、自分の中に構造化する4年間」
というテーマでの学長インタビュー記事をご参考までにご覧ください。
http://times.sanpou-s.net/special/vol36_1/2.html

Can I obtain a degree from my minor? Degree will be Bachelor of Arts.

ゼミの制度はありますか？
4年時には卒業研究を1年間かけて指導教員のもと行います。この指導をゼミ
形式で行っている教員もいます。

ICUで文系だった人が理系になることもありますか？ あります。理系から文系にかわる人もいます。
高校で文系で理系科目の専攻は難しいでしょうか？ 入学後に当該理系分野の基礎的な科目を取り、専攻することができます。
高校では日本史を専攻しているのですが、国際系に進みたい
です。世界史の方が良かったり、という風に支障があったり
しますか？

支障は全くありません。

音楽の専攻では実技はあるのでしょうか？ 実技はありません。理論や歴史などを学ぶことができます。
美術科目の中にデザインなどの実習はありますか。 実習はありません。理論や実技を学ぶことになります。

生態学は学べますか？
生物学、環境研究というメジャーがあり、以下のような授業を提供していま
す。
https://campus.icu.ac.jp/public/ehandbook/CourseList.aspx

専門的に経営学は学べますか？また、他大学に比べてどのく
らい専門性がみにつきますか？？

他大学と同様に高い専門性を身に着けることができると同時に、リベラル
アーツの特性を生かし、広く深く学際的に学ぶことができます。

もし入学したら情報科学を専攻したいものです。自分は情報
系初心者なのですが、そういった初心者に向けたプログラミ
ングなどの授業を一年、二年生のうちにとることができます
か。

履修可能です。

教員と生徒の距離だったり、教授の身近さを知りたいです。
大学全体での教員一人当たりの学生数は１：１９です。モデル授業などを通
じて身近さを体験してみてください。
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「ICUがよくわかるガイダンス」　Q＆A一覧
（7月18日オンライン・オープンキャンパス）

Question Answer

ICUでの授業はすべて英語で開講されていますか？
ICUはバイリンガルで学ぶ大学です。日本語で開講されるもの、英語で開講
されるものがあります。

英語のみで行われる授業はどのくらいの割合でしょうか？ メジャーによっても異なりますが、現時点では3割強です。

今までずっと英語で授業を受けきて英語での授業に慣れてい
る場合でも、ELAプログラムには参加する必要があるので
しょうか。

英語による書類選考（English Language Based Admissions)で入学された
方はELAを履修しません。替わりにJapanese Language Programs（日本語
能力を高めるプログラム）を履修しますが、日本語力によっては免除となる
こともあります。

English Language Based Admissionsで入学した場合にも
ELAの授業も受けることは可能ですか。

一部のクラスのみ履修可能です。

２年生から編入学する場合は、１年次のICUの授業を受けて
いないために英語が話せないと入学してから不利になったり
大変であったりしますか？

英語能力を高めるためのプログラム（ELA)は2年次からの転・編入生も入学
後に履修しますので、大丈夫です。

２年次からの編入の場合はELAは受けられませんか？ 編入後に履修します。
日英バイリンガルの教育を大切にされているということでし
たが、外国からの先生方も日本語を話される先生が多いので
すか？

多いです。

英語での授業はいきなり専門用語などを用いて授業を行うの
ですか？

教員は基本的にバイリンガルなので専門用語については日本語のサポートも
あります。

日英の他に2つ以上の言語を学ぶことはできますか
世界の言語として中国語、フランス語など９言語を提供しており、いくつで
も学ぶことが可能です。

・自分にはあまり英語力がないと感じていますが、そんな生
徒でも受け入れてもらえるのでしょうか？
・英語をあまりしゃべれない生徒でも大学生活を通して話せ
るようになるでしょうか。
・日本語を第一言語として話す生徒は、第二言語として英語
が流暢に話せる方ばかりでしょうか？

入学時点で高い英語力を求めているわけではありませんのでご心配はいりま
せん。入学後には英語能力を高めるためのプログラム（ELA)でしっかり学
べば英語で自分の専門分野を学ぶ力も身に付きます。

ELAは今英語があまり話せなくてもやっていけますか？
同じくらいのレベルの方と一緒に少人数のクラスになります。皆がんばって
勉強し、1年間終えると英語できちんと学び、話せるようになります。やる
気があれば大丈夫です！

一年生ではほとんどELAをやるのですか？
入学時の英語力によってELAの授業時間数は異なりますが、多くても週11時
間ですので、ELAのない時間帯には一般教育科目や各メジャーの基礎科目も
併せて履修します。

インターナショナルキンダーガーデンの先生になりたいと
思っているのですが、英語で幼児教育を学ぶことはできます
か？

発達心理学など関連する授業は教育学メジャーで提供されていますが、幼児
教育学に特化したものではありません。また、授業は日本語と英語の両方で
開講されます。

バイリンガル教育は取りたい授業の先生がどの言語で教えて
いるかによってその言語で学ぶということですか？

履修したいクラスが英語開講であれば英語で、日本語開講であれば日本語で
学ぶことになります。
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「ICUがよくわかるガイダンス」　Q＆A一覧
（7月18日オンライン・オープンキャンパス）

Question Answer
留学行った際にICUにないメジャーでも選択できますか？ 可能です。
4年間の途中で海外大学に編入する場合、単位交換をするこ
とは可能ですか？

基本的には可能ですが、編入される大学の単位編入規則をご確認くださいま
すようお願いします。

留学する所はある程度絞られてるんですか？ 交換留学先は25カ国75大学あります。

留学を希望している学生が希望した国に留学できないという
ことはありますか？

申請時までの成績、TOEFLなどのスコア、留学目的についての英文エッセ
イなどをもとに学内選考で留学先を決定します。留学先の大学にも定員があ
りますので、希望する国に留学できないケースもあります。

交換留学の費用はどのくらいかかりますか
プログラム、留学先によっても異なりますが、交換留学の場合は基本的に学
費はICUに納めることで留学先の大学には支払いません。現地での生活費、
渡航費は別途必要となります。

留学で海外大学のメジャーをうけて卒業できますか？
留学先で取得した単位もICUに編入できます。学位はICUの学位となりま
す。

Question Answer

学長先生に質問です。さきほど、就職についてお話しがあっ
たとおもいますが、理系科目を選択して就職した方は、エン
ジニアとして働いているかたもいるのでしょうか？

います。「社会に出て自分が何をしたいか」「その仕事を通じて社会にどう
貢献できるか」という視点で進路を考え、学んだことを仕事に生かしている
人も、学びとは全く異なる分野で仕事についている人もいます。

音楽を専攻にした方で音楽関係の仕事に就いた方について知
りたいです

音楽の分野でも様々な方面で活躍している方がいます。オペラ演出家として
活躍されている卒業生インタビューをご紹介します。
https://www.icu.ac.jp/globalicu/interviews/global-alumni/Tomo-
Sugao.html

ICU生のなかで学校の教師を目指すという方はいらっしゃい
ますか、教員免許をとる方法はありますか

教職課程もあり、割合は年度によって異なりますが、毎年一定数が教員に
なっています。

ICUで受けられる教育は国際関係の仕事で活躍できるような
考え方を育てるという話を伺ったことがあるのですが、卒業
生の方で国際公務員になられたかたはどれくらいいらっしゃ
いますか

具体的な人数をお答えするのは難しいですが、たくさんいます。卒業生の活
躍をインタビュー記事でもご紹介しています。
https://www.icu.ac.jp/globalicu/interviews/global-alumni/

海外で働きたいと思っているのですが、今海外で働いてる人
はいますか？

たくさんいます。日本より海外の方がICU卒業生によく会うという、ICUあ
るあるもあります。

国家公務員試験を受験する人もいますか？ 毎年一定数います。

海外大学院への進学は支援していただけますか？ アドヴァイザーの先生等に相談しながら進学準備を進めることができます。

留年せずに卒業する学生の割合はどれ位でしょうか。
大学概況「学生に関する情報」をご覧ください。
https://www.icu.ac.jp/about/info/
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「ICUがよくわかるガイダンス」　Q＆A一覧
（7月18日オンライン・オープンキャンパス）

Question Answer

どのような生徒を求めてますか？

ICUでは日本全国および世界各地からの次のような資質を持つ学生を求めて
います。"ICUでは日本全国および世界各地からの次のような資質を持つ学生
を求めています。（アドミッションズ・ポリシーより）
・文系・理系にとらわれない広い領域への知的好奇心と創造力
・的確な判断力と論理的で批判的な思考力
・多様な文化との対話ができるグローバルなコミュニケーション能力
・主体的に問題を発見し、果敢に問題を解決してゆく強靭な精神力と実行力

受験試験で教養部分について問われると聞きましたが、どの
ように培っていけばよろしいのでしょうか？また、入試対策
はどのようにしていったらよいですか。

ICUの入試で重視されるのは知識の量より思考力です。記憶から解答を引き
当てるというよりも、試験問題から新しい知識を得て、考え、組み立ててい
く力が備わっているか。高校での学習も受験対策としてだけでなく、思考の
訓練であると意識して取り組んでほしいと思います。
（アドミッションズ・センター長メッセージより）

ICUの大学方針に憧れて入学を考えています！自分は文系な
のですが総合教養問題には理系の知識も必要と聞いているの
で不安です。

講義や論説から答えを導き出せることも多いので、果敢にチャレンジしてく
ださい。

入学する前にメジャーを決める必要はないとあり、また入試
問題も個性的なものだと思っているのですが、高校で文理選
択がありますがどちらが有利などは無いという受け取り方を
してもいいでしょうか

どちらが有利不利ということはありません。文系・理系にとらわれない広い
領域への知的好奇心がリベラルアーツ教育においては重要です。

具体的にどんな本がおすすめですか？(受験対策として)
興味のある分野の新書、あまりなじみのない分野の新書など様々な本を読ん
でみてください。

受験で小論文はありますか？
総合型選抜、ユニヴァーサル・アドミッションズ4月入学帰国生入学試験で
はあります。

大学に入るまで英検やTOEICなどどの位のレベルまで取って
いればいいのでしょうか？

英語による書類選考や一般選抜Ｂ方式（英語外部試験利用）を受験される場
合は、出願に必要な最低基準の英語力を求めていますが、それ以外では入学
時点で高い英語力を求めているわけではありませんので特に基準はありませ
ん。入学後には英語能力を高めるためのプログラム（ELA)でしっかり学べ
ば英語で自分の専門分野を学ぶ力も身に付きます。

コロナで課外活動やボランティアが出来ていないのですが、
課外活動はAO入試の際どのくらいの割合で考慮されます
か。

課外活動にこだわらず、ご自身がこれまで一生懸命取り組んだことを書類や
面接で表現ください。

高校での活動はどのようなことを求められていますか？ 自身のやりたいことをやってください！

総合推薦入試を受ける場合でも自身が何を学びたいか明確に
定まっていなくてもいいのでしょうか？

必ず明確に定まっていなくてはならない、ということはありませんが、どん
なことに興味があり、どんな学びをしたいのかは是非考えてみてください。

帰国子女入試で受験する予定の者です。今年の面接がグルー
プディスカッションから個別面接に変わりましたが、受験者
のどのような点を見て合否を決められますか？

「４月入学帰国生入学試験」では、十分な日本語能力を持ち、なおかつ自ら
の海外経験をリベラルアーツにおいて生かし開花させる資質を持つ学生を広
く求めています。「面接」を通して、アドミッション・ポリシーに基づき、
ICUが帰国生に求める資質が備わっているかどうかを評価します。

帰国子女のオンライン試験はどのような感じでしょうか。 詳細が決定しましたら、本学ウェブサイトで公表します。
コロナでSATがキャンセルになった為、８月のSATのスコア
レポートが間に合わなくても受け入れるという体制をとって
いる大学もあるんですが、ICUはどうでしょうか？

新型コロナウイルスの影響に伴い、各入学者選抜の方法に変更があった場合
には決定次第ウェブサイトで情報を提供しています。詳細は、admissions-
center@icu.ac.jpまでお問合せください。

私は大学の緑豊かなキャンパスに大きな魅力を感じていま
す。これは、大学の志望理由になりえるのでしょうか？

キャンパスは教育環境として重要な要素です。志望理由の一つになります。
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「ICUがよくわかるガイダンス」　Q＆A一覧
（7月18日オンライン・オープンキャンパス）

Question Answer

学生は日本以外でどの国からの留学生が多いですか？
50カ国以上から学生が集まっていますが、アメリカ、中国、韓国、イギリ
ス、ベトナムが上位5カ国です。

海外からの留学生や、外国からの学生は学内で、どのくらい
割合でいますか

8人に1人が外国籍の学生ですが、日本国籍を有する学生であってもずっと海
外で教育を受けてきた学生もおり、学生の背景は実に多彩です。

日本人学生と日本人でない学生の距離感はどうですか？
同じ授業を履修し、同じ寮で生活をし、同じクラブに入りますので日本人学
生と外国籍の学生の区別は全くありません。

日本語を第一言語として話す生徒と、他言語を第一言語とし
て話す生徒の割合はどのくらいでしょうか？

日本語以外の言語を第一言語とする学生の割合をお答えするのは難しいです
が、卒業時までには全ての学生が日本語、英語をどちらも高いレベルで運用
できるようになります。

図書館の魅力を教えていただきたいです。

開架式なので、和書、洋書とも豊富な蔵書を直接手に取ってみることができ
ます。学生の学修支援を行う学修・教育センターや、論文・レポート執筆を
サポートするライティングサポートデスクのほか、学生がグループで課題に
取組むためのグループラーニングエリアやスタディエリアもあります。
https://www.icu.ac.jp/academics/library/

ＩＣＵの寮はどんな感じですか？

8月22日オンライン・オープンキャンパス「学生と話そう（生活編）」で是
非直接学生に聞いてみて下さい。
（ご参考：学生寮～リベラルアーツを学び、実践する教育の場～
https://www.icu.ac.jp/campuslife/dormitories/　）

学生寮がありますが申し込む条件はありますか？
条件はありませんが、希望者が全員入寮できるわけではありませんので、お
住まいの場所、自己PR、家族の経済状況を総合的に見て選考しています。

寮は現在どうなっているのでしょうか 原則閉寮しています。

他の学年の学生さんとの交流はありますか？
学年、専門、国籍などの区別なく背景の異なる学生が一緒に授業を履修して
いるのは、他大学とは違うICUの大きな特徴です。クラブや寮生活でも異な
る学年と共に過ごす機会も多くあります。

1年生と2年生など縦のつながりはありますか？
授業も異なる学年の学生が一緒に履修しますし、クラブや寮生活でも異なる
学年と共に過ごす機会も多くあります。

自転車で通えますか？ 通えますよ！
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「ICUがよくわかるガイダンス」　Q＆A一覧
（7月18日オンライン・オープンキャンパス）

Question Answer

今現在、キャンパス内を訪れることは可能なのでしょうか。
現在は入構を制限させていただいています。訪問いただけるようになりまし
たら、ウェブサイトでお知らせいたします。

学校のスケジュールについて説明してくれますでしょうか？

高校とは異なり、自分で履修する授業を決め時間割を作っていきます。毎日
どの時間帯に授業があるかは人によって、曜日によって異なります。詳しく
は、8月22日オンライン・オープンキャンパス「学生と話そう」等のコー
ナーで学生に直接聞いてみてください、また、ICUでの一年の流れは以下を
ご覧ください。
https://www.icu.ac.jp/campuslife/

オープンキャンパスで使用したスライドは受講後シェアされ
るのですか？

申し訳ありませんが、本スライドはシェアの予定はございません。

ICUと同じ敷地内にある大学のルーテル学院大学には訪問す
ることはできますか？

隣接した敷地にあります。訪問にあたっては、ルーテル学院大学様にご確認
ください。
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