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Q＆A一覧

（8月22日オンライン・オープンキャンパス）

メジャー

教育

バイリンガル

留学

進路

Question
ダブルメジャーやメジャーマイナーを選択する人の割合はど
のくらいですか？
メジャー、マイナーやダブルメジャーを選択した場合、シン
グルメジャーと卒業年数や学費に違いはありますか？

入試

生活

その他

Answer
ダブルメジャーは3~４％、メジャー/マイナーは15%程です。
ありません。卒業に必要な単位数は同じですが、内訳が異なります。
一般教育科目はICUの特徴的な授業で、専門を学ぶ前にその分野のエッセン
スを知るために、あるいは自分の専門分野を他のフィールドと関連づけるた
めに、自分の興味や関心に従って選択できます。人文科学・社会科学・自然

一般教育科目とメジャーの違いを教えていただきたいです。

科学の各領域から履修することが求められます。
https://www.icu.ac.jp/academics/undergraduate/generaleducation/
メジャーは自身で選択する専門分野で、基礎科目から上級科目まで履修しな
がら当該分野の学びを深めます。
https://www.icu.ac.jp/academics/undergraduate/major/

教員免許の取得を考えているのですが、
ダブルメジャーで学んだうえで教員免許を取得するのは難し 履修計画をきちんと立てれば可能です。
いですか？
一般教育科目やメジャーの基礎科目などから自身の関心ある授業を選択し、
2年の終わりにメジャーを選択するとのことでしたが、それ 履修しながらメジャー選択に向けて興味関心を絞ります。既に専攻したいメ
まではどのような学習をしていくのでしょうか？

ジャーを決めている方は、その分野の科目を履修し、学びをどんどん進めて
いくことも可能です。
一般教育科目やメジャーの基礎科目などから自身の関心ある授業を選択し、

メジャーを選択するのが二年生の後半と聞いたのですが、そ 履修しながらメジャー選択に向けて興味関心を絞ります。既に専攻したいメ
れまでの期間の学びはどのようなものになるのでしょうか？ ジャーを決めている方は、その分野の科目を履修し、学びをどんどん進めて
いくことも可能です。
ダブルメージャーの場合もシングルメージャーでも、卒業ま
での期間は入学から４年間ですか？
自分のメジャー以外の授業も受けることはできますか？

4年です。
可能です。

本日はオープンキャンパスをありがとうございます。
メジャーマイナーについてですが資格を取るためには専攻を 資格に必要な履修の条件を満たせば、どのようなメジャーを選択することも
メジャーにし、他は取れないのでしょうか？それともマイ

できます。(教職課程を履修したい場合、教育学メジャーを選択しなくては

ナーとして他のものは取ることは可能ですか？

いけないという条件はありません）

(意味が通じなかったらすみません)
メジャーを一つだけ選択した場合、他のメジャーの授業を受 メジャー選択後も、自身の興味関心に合わせて他のメジャーの授業も自由に
けることは全くできないのですか？
幅広い学術分野を学べるのは大変魅力的ですが、メジャーを
決めてからメジャー以外の授業は選択できますでしょうか？

履修することができます。
可能です。

メジャーは途中で変えることはできますか？

できます。

入学してどのくらいでメジャー選択をするのでしょうか？

2年次の終わりです。

シングルメジャー、ダブルメジャー、メジャーマイナーのう
ち、

シングルメジャーです。

どれを取っている生徒が多いですか？
ダブルメージャーの場合は受けられない組み合わせなどはあ
りますか？
メジャーが自分に合わないと考えれば、学校生活途中からマ
イナー→ダブルという風に変更することは可能ですか？

ありません。どのような組み合わせでも可能です。
2年次の終わりにメジャーを選択しますが、その後も変更は可能です。
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メジャー選択で、三つ目にあった、メインのメジャーに付属
する形で二つ目のメジャーを選択する方式の組み合わせとし メジャー、マイナーで組合せは自由です。
てはどういうものがありますか？
メジャー選択は、文理は全く関係なく選択できるのですか？ できます。
Double Major や Major Minor を選んだ場合、卒論はどちら
かのメジャーの内容について書くことになるのですか？
ダブルメジャーをとった場合、二つのメジャーを関連づけて
卒業論文を書くことは可能ですか？
新しい校舎ができるのはいつですか？また、その校舎ができ
たらMajorが増えるということはありますか？

メジャー

教育

バイリンガル

どちらの分野にも関係する研究テーマで卒業論文を書いている人が多いよう
に思います。（例：「ミャンマー民主化におけるメディアの役割」ダブルメ
ジャー：グローバル研究/メディア・コミュニケーション・文化）
可能です。自分ならではの研究テーマを見つけてください。
メジャーを増やすという予定は現時点ではありません。

留学

進路

Question

入試

生活

その他

Answer
日英両語で学べること、理系以外の分野を学ぶ学生ともともに学び、議論で

ICUの理系ならではのメリットってありますか

きること、理系以外の分野も学べ、自由に分野をかけあわせて自分ならでは
の研究テーマを見つけることができること、などがICUで理系を学ぶメリッ
トです。

受験する際は文系であっても理系の学習を行えるのですか？
レポートの頻度や成績の付け方が知りたいです。

可能です。高校までの学びとは切り離して、新たに興味のある分野を学ぶこ
とが可能です。
授業によって異なります。履修登録前にシラバスで確認することができま
す。
1年次はレベルにもよりますが、語学プログラム（リベラルアーツ英語プロ

1年生、2年生は具体的にどのような授業を2年間行うので

グラム又は日本語教育プログラム）の占める時間数が多く、空いている時間

しょうか。

帯に一般教育科目や各メジャーの基礎科目から自身の興味のある授業を選択
して履修することになります。

PDCAの段階でも手助けいただけるのでしょうか？

どのような段階でもサポートを受けることができます。

初めからやりたい専攻が決まっている生徒でも、ICUで学ぶ もちろんです。入学後から自身の希望する学びを深めていくこともできま
ことは可能ですか？

す。

4年生でなくても興味のあることを研究,論文を書いたりでき 各授業でレポートを書く機会は多くありますし、関心のあることについて論
ますか？
今はどういう形態で授業をしているのでしょうか？
来年度もオンライン授業を行う予定はありますか？
オンライン授業下で先生方から沢山の授業方法の提案（例え
ば先程の考古学の先生のライブ中継など）があったとおもう
のですが、それは流石に無理だろうと断ったことはあります
か？どんな面白い提案があったのかを知りたいです。
私の通っている高校でもオンライン授業が早い段階で行われ
ていたのですが、通信障害おきて授業をあまりきけなかった
りしたときに振替などはありましたか
全ての分野を学べることが出来るのですが、勉学の幅と深さ
は両立できますか？

文を書いてみることは是非やってみて下さい。
秋学期はオンライン、ハイブリッド(オンラインと対面の併用）で行ってい
ます。
新型コロナウイルス感染症の状況によるかと思います。
オンライン授業の取り組みについては、以下にGood Practiceなどを掲載し
ていますのでご覧ください。
https://www.icu.ac.jp/news/2008151300.html

オンデマンドのものはいつでも視聴可能、質問や相談などはいつでも担当教
員に直接することができます。
できます。
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自分が学びたいことを選択すると、どのくらいの深さまで学
ぶことができますか。大学院や将来の仕事に繋がるくらい学
ぶことができますか。
ISUとほかの大学で学力の差は生まれますか

2割の学生が大学院に進学していることからもわかるように自身の専門分野
深く、そして広く学ぶことができます。
ご自身がどう学びに取り組まれるかによってくると思います。

モンゴメリー先生は普段どのような授業を行ってらっしゃる 主に経済、グローバル研究の授業を担当されています。
のですか？

https://researchers.icu.ac.jp/icuhp/KgApp?kojinId=500632

美術・文化財研究に興味があります。どのような授業を行う
のか教えてください。

https://www.icu.ac.jp/academics/undergraduate/list_syllabi/

受ける授業を担当する教員の方との相性も知った上で授業や 授業も実施に受講してから履修するかどうかを決めることができます。メ
メジャーを決めることはできるのでしょうか。
以前ICUの卒業生でVR技術を専攻した方がいるとお聞きした
のですが、留学なとではなくICUでVRの授業が選択できると
いうことでしょうか？また選択できる場合、VR映像の撮影
用の設備などはありますか？
学ぶことができる科目をwebサイトで見てみるとPYS101と
いう表記がありますが、それはおそらく受験する大学院にも
よると思いますが、海外大学院進学などの進路を考えた時プ
レリクイジットとして使いやすいと考えて良いのでしょう
か。
ICUはゼミがあまりないと聞いたのですが、何故でしょう
か？またゼミに代わる授業はありますか？

メジャー

教育

バイリンガル

ジャー選択までにも6学期授業を選択・履修する機会があります。
教育・メディア・社会の科目一覧よりご興味のあるものをご覧ください。
VRに特化した撮影用設備はありません。
https://campus.icu.ac.jp/public/ehandbook/CourseList.aspx
進学先の大学院によりますが、本学のコース番号の見方としては、PYS＝心
理学など最初の３つのアルファベットはメジャー、その後の数字はレベル
（100番台はメジャー基礎科目、全学共通初級科目、300番台は上級科目な
ど）を表しています。
卒業研究の指導をゼミ形式で行っている教員もいます。少人数の授業はゼミ
のような形式で行うものもありますし、指導教官からは個別に指導を仰ぐこ
とも可能です。

留学

進路

Question
英語での授業ではどのくらいの英語力が求められますか？
授業は全て英語ですか？

入試

生活

その他

Answer
授業によって異なりますが、リベラルアーツ英語プログラムでしっかり学べ
ば英語による授業も履修できるようになります。
バイリンガルの大学ですので、日本語による授業、英語による授業があり、
自分で選択して履修することができます。
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

英語の学力は入学時にどれくらい必要とされますか？

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。
1-2年次には英語力を高めるためのリベラルアーツ英語プログラムを必修履

英語での授業は、どのような内容を扱っていますか。

修します。英語で開講される一般教育科目、各メジャー基礎科目、専門科目

どのくらいの英語スキルが必要でしょうか。

は当該分野を学ぶために必要な英語力が求められますが、リベラルアーツ英
語プログラムでしっかり英語力を身に付ければ問題なく履修することができ

よろしくお願いします

ます。英語で開講される授業でも、日本語のテキストを使ったり、日本語を
交えて指導する授業もありますので、心配はいりません。

英語での授業に不安を感じています。ela授業について詳し
く知りたいです。

モデル授業も体験いただけましたでしょうか。プログラム詳細については以
下を参照ください。
https://www.icu.ac.jp/academics/undergraduate/ela/
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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
英語が不得意なのですが受験や授業で不利になりますか？

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。
また授業では、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！

私の高校の授業では、理系の授業も含めて全て日本語でやっ
ていたのですが、ICUの理系の教科の授業で生物などの専門 教員は基本的に日英バイリンガルですので、日本語併記、日本語を補足的に
的な単語などを英語で知っていなかったら、とりのこされた 使用しての指導が可能ですので、心配不要です。
りしませんか？
普段の授業では、英語と日本語の割合はどれくらいでしょう
か。
英語授業のクラス分けについて教えてください
最初に英語のクラス分けがあると聞いたのですが、クラス分
けによって四年間の学びはかなり変化しますか？

学生によって、またメジャーによっても異なります。
入学後に試験を行いレベル別にクラス分けを行います。
最終的に身に着けてもらいたい力は同等ですので、違いはありません。

英語で受けられる授業は何パーセントありますか。

メジャーによって異なりますが、全体で33%程度です。

４月入学生でも、英語のほうが（若干）優勢の場合は、

どの入試で入学したかによって語学のプログラムが決まります。英語による

English Language Program ではなくJapanese Language

書類選考で入学した場合はJLP,日本語による入試で入学した場合はリベラル

Program に参加することになるのでしょうか？

アーツ英語プログラムを履修することになります。

母国語は日本語なのですがインターに通っていて、授業が全 どの入試で入学したかによって語学のプログラムが決まります。英語による
て英語の場合、最初の二年間はどちらのプログラムに入るの 書類選考で入学した場合はJLP,日本語による入試で入学した場合はリベラル
でしょうか?これは選択可能ですか？
学生同士の会話は日本語が主ですか？留学生、日本人学生の
学内での交流の様子を知りたいです。

アーツ英語プログラムを履修することになります。
誰と話すかによって日本語、英語で対話が行われています。
入学時の英語力は様々ですが、卒業時には高い英語運用能力を持つことが求

全体的な学生の英語のレベルはどれくらいですか？

められています。入学時の英語力のレベル別にクラスをわけ、リベラルアー
ツ英語プログラムで英語を学ぶことになります。

生徒の英語力にはやはり差はあるのでしょうか？どれほど差 リベラルアーツ英語プログラムでは大学の各専門分野の授業を英語で履修で
があるのかも教えていただけると有難いです。
ICUでの、英語を学びながらの第二外国語の習得はどのくら
い難しいですか？

きる力をつけることを目指していますが、個々の英語力は異なります。
「世界の言語」として9言語を提供しており、多くの学生が履修していま
す。初級から上級まで学びたいレベルまで、学びたい言語数学ぶことが可能
です。

同一、または類似した授業を日本語と英語の両方で取得する 同一の内容を日本語、英語の両方で提供しているものもあれば、英語のみ、
ことは可能ですか？

日本語のみの授業もあります。

ICUは英語での授業がほとんどと聞いていて、難しい大学の
授業では専門的な英単語などもあると思います。英語を勉強 様々な分野の大学レベルの授業が英語で履修できる力リベラルアーツ英語プ
する授業では一般的な英語を勉強するのですか？それとも専 ログラムで養います。
門的な英語について勉強するのですか？
どの授業も英語のみで受けることはできますか。

日英バイリンガルの大学ですので、日本語による授業、英語による授業のど
ちらも履修する必要があります。
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メジャー

教育

バイリンガル

留学

進路

Question

入試

生活

その他

Answer

ICUが提携している大学にはどんな大学がありますか？

留学の協定校一覧はこちらからご覧いただけます。
https://www.icu.ac.jp/academics/global/partner_institutions.html
短いもの(夏期休暇中の6週間）から長いもの(交換留学１年間）まで様々な

留学はどのくらいの期間できますか。

留学プログラムがあります。

留学は最大で何回行くことできますか？

自身の履修計画に上手く留学を組み込み、複数回の留学プログラムに参加す
ることが可能です。
交換留学先は25カ国75大学です。その他様々な留学プログラムもありま

留学は主にどんな国がありますか？

す。
https://www.icu.ac.jp/academics/global/

こんにちは、
質問なのですが、留学に参加するにあたり必要な資格などは 留学先の大学の求める語学のスコア、学内の成績等の基準があります。
ありますか？
全体の学生のうち海外の学生の割合はどのくらいですか。ま 卒業時までに何らかの留学プログラムに参加する学生は6割程度です。外国
た、どれくらいの日本人の学生が海外留学に行っています

籍の学生は10数%ですが、日本国籍でも海外でずっと教育を受けていた学生

か。

なども多く、「国籍」だけでは表すことのできない多様性があります。

留学時のscholarshipはありますか？

あります。

留学の費用、留学先の選択で必要になる成績、資格が知りた こちらをご覧ください。
いです。

https://www.icu.ac.jp/academics/global/

留学について、教養学部をもつ他の大学と比べて、つよみな 4年間での卒業は可能です。留学先で何をどのように学びたいか、によって
どがあったら教えていただきたいです。

様々な留学形態、多様な協定校から留学先を選択することができます。留学

また、1年留学した際は、4年間で卒業可能ですか?

に行かないという選択肢もあります。
修士前期課程は2年間で、大学として提供している留学の制度はありません

大学院で留学する方はどのぐらいいますか。

が、休学して留学することは可能です。人数としてはそれほど多くないと思
います。

大学入学後、学校の留学制度以外を利用した留学先での単位
を移行することはできますか？

メジャー

教育

バイリンガル

基準を満たせば単位を編入することは可能です。

留学

進路

Question

入試

生活

その他

Answer
多くいます。学士・修士5年プログラムと連動した大学院プログラムで「国
際公務員養成プログラム」も設置しています。国際機関で働く卒業生の声な

卒業後の進路は企業が多いようですが、国連などの国際支援 どでインタビューも是非ご覧ください。
の関係に進んだ学生はいらっしゃいますか。

https://www.icu.ac.jp/globalicu/interviews/globalalumni/HarumiKodama.html

就職率はどれくらいですか？
就職の際は学部ではなく、専攻学科を見られるということで
しょうか？

こちらをご覧ください。
https://www.icu.ac.jp/campuslife/career/
メジャー、何を学んだかを見られるのではないかと思います。

「ICUがよくわかるガイダンス」

Q＆A一覧

（8月22日オンライン・オープンキャンパス）

”教養学部を卒業した”ということのメリット、デメリットを
教えていただきたいです。

しょうか
想像以上に大変で留年してしまう人はどのくらいいますか？
また途中で退学をするひとはいますか？

教育

い。
https://www.icu.ac.jp/whyiculist/

icuから司法試験（予備試験）のチャレンジなどは可能で

メジャー

なぜ、リベラルアーツに力を注ぐのか、などWHY ICU.. を是非ご覧くださ

バイリンガル

チャレンジしている学生もいます。
4年間で必要な単位を履修することが卒業に必要な要件となりますので、留
年という考え方はありません。退学者数は以下に掲載しています。
https://www.icu.ac
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Answer
入試の実施方法について変更がある場合には以下サイトで決定次第ご案内す

コロナウィルスによる一般試験への影響はありますか？

る予定です。
https://www.icu.ac.jp/admissions/undergraduate/

TOEFLやIeltsの目安は何点ですか。
AO入試はオンライン面接になりましたが、英語での質問な
どもありますか？
Universal admissionsでは、一次試験が書類で、二次審査が
面接だと思いますが、書類で何を英語で書いて、何を日本語
で答えるものか教えていただきたいです。
入試制度についてはよく総合的に判断すると答えていらっ
しゃるんですが、それをもう少し説明してください

一般選抜Ｂ方式、English Language Based Admissions 以外は英語の外部
試験による基準を設けていません。総合的に評価されます。
総合型選抜IB認定校対象は日本語、英語にて行われます。
アドミッションズ・センター（admissions-center@icu.ac.jp)までお問合せ
ください。
例えば総合型選抜の英語外部試験利用については、高校の成績、英語能力だ
けでなく、小論文や自己活動歴など、提出された全ての書類に基づき選考を
行います。
入試の実施方法について変更がある場合には以下サイトで決定次第ご案内す

2021年の入試はどうなりますか？

る予定です。
https://www.icu.ac.jp/admissions/undergraduate/

どのような入試の方式ですか？
受験科目を教えてください
高校でAO入試を基本とするコースにいるのですが、AO入試
はあるのでしょうか
ICUの総合選抜は、他の大学との併願は可能ですか？
入試の話なのですが、総合型選抜での個人面接では、どのよ
うなことが聞かれますか？

様々な入学者選抜制度があります。
https://www.icu.ac.jp/admissions/undergraduate/exam/
一般選抜の科目はこちらをご覧ください。。
https://www.icu.ac.jp/admissions/undergraduate/exam/general/
総合型選抜(従来のAO入試）があります。
総合型選抜は専願となりますので、本学を第一志望としている方を対象とし
ています。
面接の詳細については公表をしていません。
IBDP取得見込の方は出願資格を満たせばどの入学者選抜制度でも出願可能

IB入試について教えて欲しいです。

ですが、総合型選抜IB認定校対象については、こちらをご覧ください。
https://www.icu.ac.jp/admissions/undergraduate/exam/special/

小論文は通常通り、大学での実施になりますか。

実施方法に変更がある場合は決定次第大学ウェブサイトで通知します。

指定校推薦入試を考えているのですが、校舎で試験は実施す
る予定ですか？
（面接はzoomで出来ると思うのですが、小論はどうなるん
でしょうか）

実施方法に変更がある場合は決定次第大学ウェブサイトで通知します。

「ICUがよくわかるガイダンス」
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学校推薦型選抜は例年のように、小論文と面接だけですか？ 実施方法に変更がある場合は決定次第大学ウェブサイトで通知します。
How useful would AP credits be? Is there a required

We recognize APas advanced level courses at the time of admissions, but

score?

unfortunately we do not give any university credits for these tests.

アメリカやカナダのコミュニティカレッジで2年間留学した
後、icuに編入することはできますか？

Associate Degreeを取得（見込）であれば編入可能です。

高校卒業後でなく、社会人の入学や、転入、編入について
は、ICUはどのように捉えているのでしょうか？社会人入学 社会人入学生、転入生など多様な背景を持つ学生の入学を歓迎しています。
生、転入学生はいますか？
受験では、各科目に足切りはありますか？
高校一年生なのですが今のうちから入試対策で準備しておく
と良い事はありますか？

一般選抜については、各試験科目で中央値補正による得点調整を実施し、合
計得点により公平な判定を行います。
高校の学び、部活、課外活動など全てに全力で取り組んでください！
「ICUを受験されるならば、高校での学習も受験対策としてだけでなく、思

入学するまでに身につけておくべき力は何ですか？

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。いままで関心のな
かったテーマの新書などを読解することも思考訓練に役立つでしょう」入学
案内102ページアドミッションズ・センター長メッセージより。

ICUに入学するために中学生の時から勉強しておくべきこ
と、体験しておくべきことはありますか。

ICUに入学することをゴールとするのではなく、その時その時に自分の関心
のあること、やりたいことに全力で取り組むのがより良い人生に繋がると思
います。
特別な対策は必要ありません。高校の授業をきちんと学ぶこと、本を読むこ

受験勉強時、どのような対策が有効でしょうか

と（今まで関心のなかったテーマの新書などを読解し思考を訓練するこ
と）、他大学の受験勉強をすること全てがつながります。入試の形式は他大
学と異なるので、過去問題は一度試してみてください。
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生に求めるものは何ですか？どういう人にICUに入って
欲しいですか？

・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
（アドミッションズ・ポリシーより）
留学をしたという事実ではなく、留学を通じてご自身がどのような経験をさ

高校で長期留学をした場合icuへ入学する際になにか利点に

れ、どのような成長につながったかということが重要で、それがあればICU

なりますか？

への入学だけでなくその後の人生全てにメリットががるのではないかと思い
ます。

入試科目の人文・社会科学において、高校の授業で世界史で
はなく日本史を取っている場合に、不利になるなどはありま 有利不利はありません。
すか？
what are different ways to enter the school?

Please refer to the following site for our different admission systems.
https://www.icu.ac.jp/en/admissions/undergraduate/exam/
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現在、学生寮はどうなっていますか。

秋学期より学生が寮に戻っています。

寮に入るにはどうしたらよいのでしょうか？

入学手続きの際に入寮申請をしていただきます。全学生の3分の１（900

どのくらいの生徒が入っていますか？

名）が寮生活を送ることができます。

2020年5月現在、362名(11%)の学生が外国籍です。日本国籍の学生でも長
現在、どれくらいの留学生が在学していますか？

く海外で教育を受けてきた学生など、「国籍」だけではない多様なバックグ
ランドを持つ学生がいます。

九月入学と四月入学の学生の交流はありますか？

授業、寮生活、クラブ活動など全て一緒に行われます。同じ学年の4月生、9
月生が一緒に行う新入生リトリートもあります。

ICUではクリスチャンの方が取得できる奨学金とかはあるの 奨学金については、こちらをご覧ください。
でしょうか？

https://www.icu.ac.jp/admissions/finance/

アメリカの短期大学卒なのですが、学費面での奨学金制度と 奨学金についてはこちらをご覧ください。
かはどのような制度がありますか？

https://www.icu.ac.jp/admissions/finance/
「キリスト教概論」という授業は全ての学生の履修が必須となっています。

キリスト教に関する授業やイベントはあるのですか？

キリスト教週間というキリスト教を様々な角度から考える機会も学生を中心
に企画されています。
https://www.icu.ac.jp/news/c-week2019.html
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人類平和のために貢献する人を育成するという献学の理念かと思います。教

学校が一番大切していることは何ですか。

育方針などについては以下をご覧ください。
https://www.icu.ac.jp/academics/undergraduate/

