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Introduction to the Center for Academic Resources at St. Luke’s International University

問い合わせ先 / Contact information
聖路加国際大学学術情報センター
Center for Academic Resources, St. Luke’s International University
〒104-0044 東京都中央区明石町10-1 / 〒104-0044 10-1 Akashi-cho Chuo-ku, Tokyo
図書館 / Library   Tel 03-5550-2251   eMail library@luke.ac.jp
学習コミュニティ支援室 / Support O�ce for Learning Community   Tel 03-5550-2251   eMail solc@slcn.ac.jp



□ 図書館 / Library
医学・看護学分野を中心に、関連領域も含めた資料を提供しています。聖路加国際大学の学生及び教職員は、
原則として図書館施設を24時間いつでも利用できます。また、学外の方に公開している分室が、2か所あります。
電子資料の充実に努めており、図書館まで足を運ばなくても多くの資料を利用できる環境が整っています。
特色のあるコレクションとして、本学の学位論文を全て所蔵しており、学内外を問わず看護学を研究する多
くの方が閲覧に訪れます。看護学の貴重書のなかには、ナイチンゲールの自筆書簡や関係資料もあります。

Literature encompassing the medical, nursing and related �elds is available. Students and faculty of St. Luke’s 
International University can, in principle, access the library 24 hours a day. �e library also has two branches that are 
open to the public. We actively promote the use of electronic resources, and many materials can be accessed electronically 
without having to visit the library in person. A special feature of our library is its full collection of all dissertations of this 
university, which is accessed by large numbers of researchers both from this university and elsewhere. �e important 
materials in our library also include an original letter written by Florence Nightingale herself.

学術情報センター概要
Overview of the Center for Academic Resources
学術情報センターは、図書館および学習コミュニティ支援室より構成されています。
�e Center for Academic Resources includes the library and the Support O�ce for Learning Community.

□ 学習コミュニティ支援室 / Support O�ce for Learning Community
学術情報を活用した教育、研究および実践の助けとなる、自立的で協調的な学習の支援を行っています。
学術情報・メディアを使った教材作成支援、学術コミュニケーションの支援、学習を支援する人材のマネジ
メントを行うことを目的としています。 主たる活動として（1）学術情報の探索、選択及び公表等のコミュニ
ケーションを円滑に行うための支援、（2）教材作成に係る資料、ツールの選択及び著作権処理等の支援、

（3）学術情報を活用して学習する環境の整備をはじめ、電子化やメディアの多様化が進んだ学術情報を
活用した、アクティブ・ラーニングの支援をしています。また、ラーニング・コモンズの施設・設備の整備や
サービス・運営を行っています。

We support independent and cooperative learning intended to aid education, research, and practical training involving 
the thorough application of academic information. �e purpose is to support the preparation of lecture materials using 
academic information and media, support academic communications, and manage human resources supporting 
academic learning.
Our main activities include the support of : (1) smooth academic communication such as searching, selecting, and 
publishing of academic information ; (2）selection of materials and tools used to create teaching materials and handling 
of authors’ copyright and other related issues ; and (3) active learning, which involves the active incorporation of 
academic information making use of the greater application of electronic resources and the diversi�cation of media. 
Moreover we also manage the facilities and services provided at the Learning Commons.
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資料を利用する
Use of  library collection
□ 紙の資料 / Paper materials (hard materials)
閲覧室内の資料は自由に利用することができます。閉架書庫内資料は、カウンターで出納します。
資料のある場所、利用できる状況かどうかを蔵書検索システム「るかこ」で確認できます。

Materials inside the reading room can be freely used. To use materials stored in the closed stacks, please make a request 
at the library counter. �e availability of materials can be checked using the search system, 「るかこ」 (lukaco). 

【URL】 https://lukaco.luke.ac.jp/　
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図書館の窓口、施設を利用する
聖路加国際大学の学生証あるいは職員証を持つ方は、窓口時間以外の時間並びに休館日も資料の閲覧、自動貸出機に
よる資料貸出等、一部の図書館サービスを利用できます。※学外の方が図書館を利用する際は、事前にお問合せいただいています。

Use of the library
All faculty and students of St. Luke’s International University with valid university ID can use the library 24 hours a day for reading, copying, 
and borrowing (using the self-checkout machines) library materials.  *Visitors, please contact us in advance for use of the library services.

□ 窓口時間 / Library Hours
Library Counter Hours of Service

□ 休館日 / 
Holiday Closure (Library Counter Closed)

日曜日、国民の祝日に関する法律に
規定する休日、年末年始
Sundays, Japanese public holidays, end-of year, 
and New Year’s holidays. 

□ 閉館日 / 
Closure (No admission into library)

学部一般入学試験日、
蔵書点検など特別整理期間
Undergraduate entrance examination days,
library inventory period.

図書館利用マナー
図書館内での飲食はご遠慮ください。ただし、健康
に必要な水分摂取のための密閉できる容器に入っ
た飲み物はこの限りではありません。

Library manners
Please don’t eat or drink inside the library.
However, �uids kept in tightly sealed containers that 
have to be taken for health reasons are allowed.
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土曜日、大学休校期間の平日
Saturdays,Mon.-Fri. During Univ. Holiday

大学休暇中　月～金
Mon.-Fri. Intersession

大学授業期間中　月～金
Mon.-Fri.During the semester

9:00-17:00

9:00-19:00

8:00-19:00

資料の種類
Material Type

図書
Books

本学の学位論文
Dissertations

和雑誌
Japanese Journals

資料の種類
Material Type

洋雑誌
Foreign Journals

視聴覚資料
Audiovidual Materials

古い年代の図書・旧版
Archives

場所
Location

本館3階
Main Bldg.3F

本館3階
Main Bldg.3F

本館2階
Main Bldg.2F

場所
Location

旧館2階
Old Bldg.2F

本館2階
Main Bldg.2F

閉架書庫
Closed Stack

図書館 / Library 図書館 / Library
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□ 電子資料 / Digital materials
雑誌論文や図書を探すためのデータベース、臨床での判断を支援するデータベース等、多数の電子資料が
利用できます。電子資料は図書館ホームページにリンク先一覧があります。大学のネットワークに接続できる
機器から利用できます。一部の資料は学外からもインターネット経由で利用することができます。
�ere are various databases available for searching journal articles and books and Clinical Point of Care decision support 
tools, etc.  Digital materials are listed on the library’s homepage, and can be accessed from devices connected to the 
university network. Some materials can also be accessed from outside the university via the internet.

□ 各種手続き / My Library / Various procedures available at “My Library”
資料の延長、予約、文献複写の申込み、購入依頼等、各種手続きはインターネットで24時間受け付けしています。

Various procedures including extension and reservation of materials, application for copying of reference material, 
requests for new additions, etc., can be performed 24 hours a day.

図書館に使いたい資料がなかったら
If the material you need is not available in the library
図書館間協力によるサービス / Inter-library cooperation service
図書館間の協力により、他の図書館からの文献複写物及び図書の取り寄せ、他機関図書館利用に必要な
紹介状を発行しています。サービス利用に際して利用者が実費を負担する場合もあります。

Based on the inter-library cooperation agreement, it is possible to obtain materials or copies of works at other libraries or 
to provide letters of introduction for the use of such other libraries. Any costs involved in the use of this service shall be 
borne by the user (borrower).

図書館へ購入希望を出す / Request a purchase
My Libraryから購入希望を出します。購入の可否は館長決裁によります。

New Materials can be requested through the “My Library” site. �e library director will make the �nal decision about new additions.

見計らい選書会 / Special book-selection opportunities
書店の協力により看護学、医学関連の新刊書を持ち寄り、学生及び教職員が現物を見ながら図書館に置
く本を選ぶ会「見計らい選書会」を年に２回開催しています。

We hold book fairs on campus twice a year supported by book stores. �e book fairs provide students and faculty the 
opportunity to select publications from newly published nursing and medical materials to add to the library collection.

学修する
Studying
□ 1人で学修する / Individual Study
図書館内及びラーニング・コモンズ内には個人の学修席があります。
�ere are carrel desks inside the library and Learning Commons area.
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種　類  /  Material Type

文献データベース
Literature Database

電子ブック
eBooks

国家試験対策
National Exam. measures

商 品 名  /  Product Name

医中誌web, 最新看護索引web, CINAHLplus with full text, 
The Cochrane Library, Embase, MEDLINE Complete, 
Ovid MEDLINE, PsycINFO

Maruzen eBook Library, 
Harrison’s Principles of Internal Medicine

診療サポート
Clinical Point of Care support tools

ClinicalKey, 今日の診療web, 
DynaMed plus, STATdx, UpToDate

看護師（保健師）国家試験問題web

オンラインビデオ
Online videos

最新基礎看護技術シリーズ（Educational Video Online）

文献管理ソフト
Reference management so�ware

RefWorks

電子資料の例 / Examples of digital materials

資料区分
Material Type

貸出限度冊数
Maximum number

貸出期間
Borrowing period

延長期間
Extension period

一般図書
General books

雑誌、参考図書
Periodicals, reference works

貸出期間の延長手続きは、図書館ホームページのMy Libraryから利用者自らができます。
Borrowers can extend the borrowing period from the library homepage “My Library”.

視聴覚資料
Audiovisual materials

10冊
10 books

制限無し
Unlimited

制限無し
Unlimited

2週間
2 Weeks

1泊2日
Overnight

当日中
Within the day

2週間
2 Weeks

1泊2日
Overnight

無し
Not Available

資料を借りる（学生・教職員等） / Borrowing (students/faculty, etc.)

3F 個人ワークエリア / Individual Study Area
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□グループワークをする / Group Work
話し合いをしながら学習できる場所として、図書館内にはスタディルームが、3階ラーニング・コモンズにはグ
ループワークエリアがあります。

For group discussions as part of the study process, there are study rooms inside the library, but there is a group study area 
in the learning commons on 3F that can be used for this purpose.

スタディルーム / Study Rooms
図書館内には、6-10名で使える部屋「スタディルーム」が２つ
あります。学生及び図書館資料の閲覧、視聴を目的とする職員
が利用できます。利用の際は、大学イントラネットから予約がで
きます。
1回あたり2時間単位の利用を原則としています。

�ere are two study rooms inside the library for use by groups of 6 to 
10 people. Students and sta� who wish to use library collection can use 
these rooms. Reservations for use of the rooms can be made through 
the university intranet system.
In principle, use is set in units of 2 hours at a time.
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2F 閲覧席 / Reading Room Carrel

2F スタディルーム / Study Room

3F グループワークエリア / Group Study Area3F グループワークエリア / Group Study Area

ラーニング・コモンズ / Learning Commons
授業外学修を支援し、アクティブ・ラーニングを促進する場所であり、学びの相互作用を促す場です。
学生が多様な文化に触れ、国際的な視野で最適な情報を収集し、自らの社会的な役割を認識しながら、活動す
る現場・地域における問題解決に活用できる能力の向上の支援を担っています。
ラーニング・コモンズでは、（1）討議、プレゼンテーション、協調学習などの小グループでの自学自修、（2）ICT 
による電子的環境の利用とそのスキルの養成・自学自修、（3）英語を中心とする多言語の自学自修、（4）電
子リソースを使った調査、授業用の資料作成、（5）図書館資料を活用した授業ができます。

�is area is intended to support study outside of lectures, and to promote active learning through study-related 
interaction. 
Here students get the opportunity to have contact with diverse cultures and to collect information from international 
perspectives, which in turn can be used to become aware of their own social roles. Librarians are available to support the 
process of �nding solutions for practical and site-related problems.
�e Learning Commons is used for (1) small-group study sessions including discussions, presentations and collaborative 
studies; (2) ICT-based self-study and training in the use of electronic-based environments; (3) self-study of English and 
other foreign languages; (4) surveys, preparation of class materials using electronic resources; and (5) the actual conduct 
of lessons using the library materials.

動画の編集、教材を作成する
Editing of videos, preparation of class materials
動画教材、学修の成果を作成するためのソフトウェアをインストールしたPCと、PCに接続されたカメラ、マ
イクを利用できる「予約席」が4席あります。大学イントラネットから利用を予約できます。インストールされて
いるソフトウェアは次の通りです。

【ソフトウェア名】 Adobe Acrobat, Adobe illustrator, Adobe Photoshop, Camtasia Studio, 
Lecture Maker
Various kinds of so�ware for the editing of videos and the creation of graphics indicating the results of study 
performance, etc., are installed. �ere are also 4 special reserved seats equipped with PC cameras for PC to PC 
connections and where microphones can be used. �ese seats can be reserved through the university intranet. �e 
following so�wares are installed:
【Name of the so�ware】 Adobe Acrobat, Adobe illustrator, Adobe Photoshop, Camtasia Studio, Lecture Maker
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図書館 / Library

□ガイダンスとオリエンテーション / Guidance and orientation
文献データベース、文献管理ソフト等の講習会、図書館の活用方法のオリエンテーションを定期的に開催して
います。またグループ単位でのガイダンスも要望に応じ随時行っています。
We regularly give open lectures on literature databases and literature management so�ware, as well as orientation sessions 
on the use of the library. Tailored group guidance is also provided  to meet speci�c needs on request.

□ 一般向けの講座 / Lectures intended for the general public
研究センターPCC実践開発研究部と連携して、「いなかもち学習プログラム」を実施しています。ヘルスリテラ
シー学習拠点プロジェクトで作成した教材をもとに市民向けの講座を実施しています。
In collaboration with the Research Center and the People-Centered Care (PCC) Research Department, we are working 
on the “Inakamochi Learning Program”, and materials thus created on health literacy are used for lectures aimed at the 
general public.

□ 代行検索 / Literature search service
本学を主たる所属とする教職員本人が行う教育、研究、業務に必要な文献検索を図書館員が代行します。研究の
問いに合わせたキーワードの選定、検索式の策定、文献データベースの検索結果（書誌事項のみ）を提供します。
�e library o�ers literature search on behalf of faculty and sta� of this university to assist with the education, research, 
and administrative work they perform. 
We select keywords for the requested research, decide on the formulas and databases to use, and provide the results of 
database searches (only bibliographic information).

文章の書き方、プレゼンの方法を相談する
Advise on academic writing and presentations
□アカデミック・ライティング・デスク / Academic Writing Desk
英文を書く能力の育成を目的とした、英語の文章作成を支援するサービスです。医学英語を専門にする教
員が、学生の個別・グループの相談を週1回受けています。英語の授業のレポートやプレゼンテーションの
原稿、卒業論文、留学、進学、就職に関する書類の書き方のほか、修士論文、博士論文執筆、学会や研究
会での発表や学術論文の投稿に際し、専門的な相談を受けることができます。

�is is an English writing support service intended to 
nurture the ability to write in English. Faculty 
specializing in English and English academic writing 
provide individual and group guidance on the writing of 
English essays, articles, etc. once a week. Specialist 
advice is provided on the writing of lecture reports, 
presentation scripts, graduation theses, as well as the 
�lling out of English-based forms necessary for 
participation in exchange programs, applying for 
postgraduate or other courses, job applications and the 
submission of masters’, doctors’ and other theses for 
publication, symposiums, or research seminars.

人体模型を利用する
Use of human anatomy models
図書館の中に各種人体模型があり図書館内で利用できます。授業で利用する際は貸し出しています。
�ere are various kinds of human anatomical models demonstrating di�erent organ systems. �ese can be borrowed for 
use during class lectures.

ICT機器を借りる
Borrow ICT equipment
学術情報センターでは次のICT機器を貸し出しています。ノートPC、iPad、プロジェクター、PF-NOTE
�ere is ICT equipment you can borrow at the Center for Academic Resources.
Notebook PCs, iPads, projectors, PF-NOTE

情報の探し方を知る
Providing advice on information search methods
□ 文献検索相談 / Literature search consultation
学術情報を探す支援を行い、情報リテラシーの向上を目的とした1対1の対面サービスです。文献データ
ベースを使用し、系統的な文献検索を行う相談に応じています。オンラインでも相談を受け付けています。
利用の予約は図書館ホームページの「My Library」から24時間受け付けています。
�is personal advice service is intended to support people searching academic information and to improve information 
literacy. Literature databases are used and advice is provided on narrowing down the search for useful information. 
Advice is also o�ered online. Appointments can be made 24 hours a day through “My Library” on the library homepage.
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電子カルテを見ながら図書館資料を使う
Use of library materials while looking at electronic medical charts
旧館2階に電子カルテを見られるPCを設置したサーチルームがあります。
この部屋は教職員のみが利用できます。
In the Old Hospital Building on 2F there is a PC that provides access to the electronic medical charts used in the hospital. 
Only the faculty may use this room.

分室
Branch Libraries
□さわやか学習センター / Sawayaka Learning Center
聖路加国際病院内に患者さんやご家族の方が図書やインターネット等で病気や健康について学習できる場所を
設けています。所在は旧館2階です。

�is library space is located inside St. Luke’s International Hospital for the use of patients and their family members when 
they want to get information on certain diseases and the maintenance of good health through books, periodicals and 
other literature or the internet. 

【URL】 http://hospital.luke.ac.jp/about/section/learning-center.html 

学部3年生必修科目　周産期看護学
Perinatal Nursing,

 3rd year required course

さわやか学習センター / Sawayaka Learning Center

□プレゼンサポートデスク / Presentation Support Desk
授業や学会で発表をする際に有用な、プレゼンテーションスキルの獲得を支援
します。プレゼンテーション資料（スライド、ポスター等）の作成方法、相手に伝
わる話し方（デリバリースキル）の確認など、学内及び学外や学会で実際にプレ
ゼンテーションを行う際に個別に相談できます。
We provide advice intended to support the acquisition of presentation skills for 
application in class lectures, academic society symposia, etc. Advice on and 
con�rmation of the preparation of presentation materials (slides/posters, etc.), easily 
understandable way of speaking and presenting materials, (delivery skills) are 
provided. Also hints on knowledge and skills that are handy when presenting in and 
outside the university are given individually.

授業に関連した図書を見る
Exhibiting course related materials
リコメンドコーナー等、図書館内では授業と連携した展示を行っています。学部1年生の必修科目と連携した展示
は、学生が入学後早い時期から図書館を利用する習慣がつくよう教員から学生へ展示を見に行くよう声掛けをし
ています。
In the library, there are exhibits and a ‘recommended reading corner’ of materials that are used in the lectures of 1st year 
students. Faculty encourage students to develop a habit of visiting and using the library from an early stage.

学部1年生必修科目　形態機能学
Structure and Function of the Human Body,

 1st. year required course
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るかなび / Luke-Navi

□ 聖路加健康ナビスポット：るかなび / 
St. Luke’s Health Navigation Service Spot: Luke-Navi
聖路加健康ナビスポット：るかなびは、People-Centered-Careという市民を主人公としたケアを基盤に、
市民と専門職がパートナーを組み、自分の健康を自分で創る社会の実現を目指す実践開発の研究事業です。
図書約3,000冊を閲覧できます。所在は大村進・美恵子記念聖路加臨床学術センター1Fです。

Based on the principle of People-Centered-Care, St.Luke’s Health Navigation Service Spot : Luke-Navi is a research 
project to achieve a society of “people creating their own health themselves” by building partnerships with health care 
professionals”. We have around 3,000 books available to read in this area. Luke-navi is located on the 1F of the Omura 
Susumu & Mieko Memorial St. Luke’s Center for Clinical Academia.

【URL】 http://research.luke.ac.jp/lukeNavi/index.html 地下鉄にてご来校の場合
●東京メトロ日比谷線「築地」駅３番

出口または4番出口より、デニー
ズを左手に直進（徒歩3分）

●東京メトロ有楽町線「新富町」駅
６番出口より、一つ目の道を右
折して直進（徒歩5分）

バスにてご来校の場合
●都営バス錦１１系統（錦糸町駅

前発 新大橋・茅場町経由 築地
駅前 行き）築地駅前停留所（終
点）下車 徒歩3分

●都営バス東１５系統（深川車庫
発 豊洲駅・明石町経由 東京駅
八重洲口 行き）聖路加病院前停
留所下車 徒歩1分
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