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〒113-0034　東京都文京区湯島3丁目15-9（お茶の水キャンパス）

https://www.nichiyaku.ac.jp

0120-71-2293
FAX. 048-721-6718
nyushi@nichiyaku.ac.jp

日本薬科大学

アドミッションオフィス
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医療ビジネス薬科学科〔4年制〕
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Web出願・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

P 1
P 3
P 4

P 5
P 7
P 9
P11
P13
P15
P17
P19
P21
P39
P41

P23
P25
P27
P29
P31
P33
P35
P37
P39
P41

P43
P45
P49
P50
P51

薬学科（６年制）
学園の建学の精神「個性の伸展による人生練磨」を基本理念とし、薬学科の教

育目標を達成するために、多様な選抜を実施することにより、以下の資質をもつ者

を受入れる。

　1. 高等学校の教育課程を幅広く修得しており、理科系科目（化学、数学、物 

 理、生物）の基礎的な内容を身につけている。

　2. 身の周りの問題について、知識や情報をもとにして、筋道を立てて考え自分

 なりの結論を導き、説明することができる。

　3. 薬剤師となって、社会に貢献したいという明確な目的意識と意欲がある。

　4. 入学前教育として求められる、必要な基礎的な知識を身につけるための

 プログラムに最後まで取り組むことができる。

医療ビジネス薬科学科（４年制）
学園の建学の精神「個性の伸展による人生練磨」を基本理念とし、医療ビジネス

薬科学科の教育目標を達成するために、多様な選抜を実施することにより、以下

の資質をもつ者を受入れる。

　1. 高等学校の教育課程を幅広く修得しており、特に国語、数学、理科、英語の 

 基礎的な内容を身につけている。 

　2. 身の周りの問題について、知識や情報をもとにして、筋道を立てて考え

 自分なりの結論を導き、説明することができる。

　3. 医療ビジネス薬科学科の知識や経験を持って、社会に貢献したいという

 明確な目的意識と意欲がある。

　4. 入学前教育として求められる、必要な基礎的な知識を身につけるための

 プログラムに最後まで取り組むことができる。

個人情報の取り扱いについて
●受験生の個人情報の取扱いについて
　入学願書へ記載した個人情報については、入学試験から入学に至る一連の業務に利用し、
　入学者については学籍管理にも利用いたします。

※本学では医療に関わる大学である事を強く認識してもらうために、大学構内およびその周辺では
　禁煙としています。

アドミッションポリシー （求める人物像）
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薬学科（６年制）
学園の建学の精神「個性の伸展による人生練磨」を基本理念とし、薬学科の教

育目標を達成するために、多様な選抜を実施することにより、以下の資質をもつ者

を受入れる。

　1. 高等学校の教育課程を幅広く修得しており、理科系科目（化学、数学、物 

 理、生物）の基礎的な内容を身につけている。

　2. 身の周りの問題について、知識や情報をもとにして、筋道を立てて考え自分

 なりの結論を導き、説明することができる。

　3. 薬剤師となって、社会に貢献したいという明確な目的意識と意欲がある。

　4. 入学前教育として求められる、必要な基礎的な知識を身につけるための

 プログラムに最後まで取り組むことができる。

医療ビジネス薬科学科（４年制）
学園の建学の精神「個性の伸展による人生練磨」を基本理念とし、医療ビジネス

薬科学科の教育目標を達成するために、多様な選抜を実施することにより、以下

の資質をもつ者を受入れる。

　1. 高等学校の教育課程を幅広く修得しており、特に国語、数学、理科、英語の 

 基礎的な内容を身につけている。 

　2. 身の周りの問題について、知識や情報をもとにして、筋道を立てて考え

 自分なりの結論を導き、説明することができる。

　3. 医療ビジネス薬科学科の知識や経験を持って、社会に貢献したいという

 明確な目的意識と意欲がある。

　4. 入学前教育として求められる、必要な基礎的な知識を身につけるための

 プログラムに最後まで取り組むことができる。

個人情報の取り扱いについて
●受験生の個人情報の取扱いについて
　入学願書へ記載した個人情報については、入学試験から入学に至る一連の業務に利用し、
　入学者については学籍管理にも利用いたします。

※本学では医療に関わる大学である事を強く認識してもらうために、大学構内およびその周辺では
　禁煙としています。

アドミッションポリシー （求める人物像）



医療ビジネス薬科学科（4年制）  ビジネス薬学コース・情報薬学コース・韓国薬学コース・スポーツ薬学コース・栄養薬学コース薬学科（6年制）  健康薬学コース・漢方薬学コース・医療薬学コース
入試日程令和5年度

令和4年9月17日（土） 令和4年11月1日（火）

総合型選抜AO
[科目試験]
[実験試験]
[オンライン]

令和4年9月1日（木）

令和4年9月14日（水）

令和4年10月15日（土） 令和4年11月1日（火）
令和4年9月26日（月）

令和4年10月12日（水）

令和4年11月26日（土） 令和4年12月3日（土）
さいたま・お茶の水

状況により地方会場設置
WEB（オンライン）

令和4年11月7日（月）

令和4年11月24日（木）

令和5年3月18日（土） 令和5年3月23日（木）
令和5年2月13日（月）

令和5年3月15日（水）

令和4年12月24日（土）
　　　　　　 （午後）

令和4年12月29日（木）
令和4年12月1日（木）

令和4年12月21日（水）

令和4年12月10日（土） 令和4年12月17日（土）チャレンジ選抜
令和4年11月14日（月）

令和4年12月7日（水）

令和5年2月9日（木）大学入学共通テスト
利用特別選抜方式

令和4年12月19日（月）

令和5年1月13日（金）

令和5年1月14日（土）
令和5年1月15日（日）

令和5年2月9日（木）

大学入試センターが
指定する場所

大学入学
共通テスト利用

令和4年12月19日（月）

令和5年1月31日（火）

令和5年3月15日（水）
令和5年2月1日（水）

令和5年3月4日（土）

さいたま・札幌・仙台・
お茶の水・名古屋・大阪

令和5年1月25日（水） 令和5年2月3日（金）

一般選抜
特別選抜方式

一般選抜
特別選抜方式

令和4年12月19日（月）

令和5年1月20日（金）

令和5年2月9日（木） 令和5年2月15日（水）
令和5年1月10日（火）

令和5年2月4日（土）

令和5年2月26日（日） 令和5年3月3日（金）
一般選抜

N方式［第二期］

一般選抜
N方式［第一期］

令和5年2月1日（水）

令和5年2月18日（土）

令和5年3月11日（土） 令和5年3月15日（水）

さいたま・お茶の水・
仙台

さいたま・お茶の水・
仙台令和5年2月20日（月）

令和5年3月8日（水）

Ⅰ 

期

Ⅱ 

期

Ⅲ 

期

Ⅴ 

期

令和4年12月24日（土） 令和4年12月29日（木）
令和4年12月1日（木）

令和4年12月21日（水）

Ⅳ 

期

前 
期

後 

期

前
期

後
期

令和5年1月26日（木） 令和5年2月3日（金）
令和4年12月19日（月）

令和5年1月20日（金）

令和5年2月10日（金） 令和5年2月15日（水）

令和5年2月3日（金）

令和5年2月15日（水）

令和5年3月3日（金）

令和5年3月15日（水）

令和5年2月3日（金）

令和5年2月15日（水）令和5年1月10日（火）

令和5年2月4日（土）

令和5年1月25日（水）
令和4年12月19日（月）

令和5年1月20日（金）

令和5年2月9日（木）
令和5年1月10日（火）

令和5年2月4日（土）

令和5年1月26日（木）
令和4年12月19日（月）

令和5年1月20日（金）

令和5年2月10日（金）
令和5年1月10日（火）

令和5年2月4日（土）

前 

期

後 

期

前 

期

後 

期

前 

期

後 

期
前 

期

後 

期

前 

期

後 

期

入試区分 願書受付期間 試験日 合格発表 受験地

令和4年9月17日（土） 令和4年11月1日（火）

総合型選抜AO
[面接試験]
アクティブ
ラーニング
[オンライン]
[　　　　　 ]

令和4年9月1日（木）

令和4年9月14日（水）

令和4年10月15日（土） 令和4年11月1日（火）
令和4年9月26日（月）

令和4年10月12日（水）

令和4年11月26日（土） 令和4年12月3日（土）
さいたま・お茶の水

状況により地方会場設置
WEB（オンライン）

令和4年11月7日（月）

令和4年11月24日（木）

令和5年3月18日（土） 令和5年3月23日（木）
令和5年2月13日（月）

令和5年3月15日（水）

令和4年12月24日（土）
　　　　　　 （午後）

令和4年12月29日（木）
令和4年12月1日（木）

令和4年12月21日（水）

令和4年12月10日（土） 令和4年12月17日（土）チャレンジ選抜
令和4年11月14日（月）

令和4年12月7日（水）

令和4年11月13日（日）
　　　　　　 （午後）

令和4年11月19日（土）

さいたま・
お茶の水

さいたま・お茶の水
WEB（オンライン）

学校推薦型
選抜公募制

令和4年11月1日（火）

令和4年11月10日（木） 令和4年11月13日（日）
　　　　　　 （午後）

令和4年11月19日（土）
さいたま・お茶の水
WEB（オンライン）

さいたま・
お茶の水

学校推薦型
選抜公募制

令和4年11月1日（火）

令和4年11月10日（木）

令和5年1月14日（土）
令和5年1月15日（日）

令和5年2月9日（木）
大学入試センターが
指定する場所

大学入学
共通テスト利用

令和4年12月19日（月）

令和5年1月31日（火）

令和5年3月15日（水）
令和5年2月1日（水）

令和5年3月4日（土）

一般選抜
 N方式［第一期］

令和5年2月26日（日）
一般選抜

 N方式［第二期］

令和5年2月1日（水）

令和5年2月18日（土）

令和5年3月11日（土）
令和5年2月20日（月）

令和5年3月8日（水）

Ⅰ 

期

Ⅱ 

期

Ⅲ 

期

Ⅴ 

期

令和4年12月24日（土） 令和4年12月29日（木）
令和4年12月1日（木）

令和4年12月21日（水）

Ⅳ 

期

前 

期

後 

期

前
期

後
期

前 

期

後 

期

入試区分 願書受付期間 試験日 合格発表 受験地

さいたま・札幌・仙台・
お茶の水・名古屋・大阪

1



医療ビジネス薬科学科（4年制）  ビジネス薬学コース・情報薬学コース・韓国薬学コース・スポーツ薬学コース・栄養薬学コース薬学科（6年制）  健康薬学コース・漢方薬学コース・医療薬学コース
入試日程令和5年度

令和4年9月17日（土） 令和4年11月1日（火）

総合型選抜AO
[科目試験]
[実験試験]
[オンライン]

令和4年9月1日（木）

令和4年9月14日（水）

令和4年10月15日（土） 令和4年11月1日（火）
令和4年9月26日（月）

令和4年10月12日（水）

令和4年11月26日（土） 令和4年12月3日（土）
さいたま・お茶の水

状況により地方会場設置
WEB（オンライン）

令和4年11月7日（月）

令和4年11月24日（木）

令和5年3月18日（土） 令和5年3月23日（木）
令和5年2月13日（月）

令和5年3月15日（水）

令和4年12月24日（土）
　　　　　　 （午後）

令和4年12月29日（木）
令和4年12月1日（木）

令和4年12月21日（水）

令和4年12月10日（土） 令和4年12月17日（土）チャレンジ選抜
令和4年11月14日（月）

令和4年12月7日（水）

令和5年2月9日（木）大学入学共通テスト
利用特別選抜方式

令和4年12月19日（月）

令和5年1月13日（金）

令和5年1月14日（土）
令和5年1月15日（日）

令和5年2月9日（木）

大学入試センターが
指定する場所

大学入学
共通テスト利用

令和4年12月19日（月）

令和5年1月31日（火）

令和5年3月15日（水）
令和5年2月1日（水）

令和5年3月4日（土）

さいたま・札幌・仙台・
お茶の水・名古屋・大阪

令和5年1月25日（水） 令和5年2月3日（金）

一般選抜
特別選抜方式

一般選抜
特別選抜方式

令和4年12月19日（月）

令和5年1月20日（金）

令和5年2月9日（木） 令和5年2月15日（水）
令和5年1月10日（火）

令和5年2月4日（土）

令和5年2月26日（日） 令和5年3月3日（金）
一般選抜

N方式［第二期］

一般選抜
N方式［第一期］

令和5年2月1日（水）

令和5年2月18日（土）

令和5年3月11日（土） 令和5年3月15日（水）

さいたま・お茶の水・
仙台

さいたま・お茶の水・
仙台令和5年2月20日（月）

令和5年3月8日（水）

Ⅰ 

期

Ⅱ 

期

Ⅲ 

期

Ⅴ 

期

令和4年12月24日（土） 令和4年12月29日（木）
令和4年12月1日（木）

令和4年12月21日（水）

Ⅳ 

期

前 

期

後 

期

前
期

後
期

令和5年1月26日（木） 令和5年2月3日（金）
令和4年12月19日（月）

令和5年1月20日（金）

令和5年2月10日（金） 令和5年2月15日（水）

令和5年2月3日（金）

令和5年2月15日（水）

令和5年3月3日（金）

令和5年3月15日（水）

令和5年2月3日（金）

令和5年2月15日（水）令和5年1月10日（火）

令和5年2月4日（土）

令和5年1月25日（水）
令和4年12月19日（月）

令和5年1月20日（金）

令和5年2月9日（木）
令和5年1月10日（火）

令和5年2月4日（土）

令和5年1月26日（木）
令和4年12月19日（月）

令和5年1月20日（金）

令和5年2月10日（金）
令和5年1月10日（火）

令和5年2月4日（土）

前 

期

後 

期

前 

期

後 

期

前 

期

後 

期
前 

期

後 

期

前 

期

後 

期

入試区分 願書受付期間 試験日 合格発表 受験地

令和4年9月17日（土） 令和4年11月1日（火）

総合型選抜AO
[面接試験]
アクティブ
ラーニング
[オンライン]
[　　　　　 ]

令和4年9月1日（木）

令和4年9月14日（水）

令和4年10月15日（土） 令和4年11月1日（火）
令和4年9月26日（月）

令和4年10月12日（水）

令和4年11月26日（土） 令和4年12月3日（土）
さいたま・お茶の水

状況により地方会場設置
WEB（オンライン）

令和4年11月7日（月）

令和4年11月24日（木）

令和5年3月18日（土） 令和5年3月23日（木）
令和5年2月13日（月）

令和5年3月15日（水）

令和4年12月24日（土）
　　　　　　 （午後）

令和4年12月29日（木）
令和4年12月1日（木）

令和4年12月21日（水）

令和4年12月10日（土） 令和4年12月17日（土）チャレンジ選抜
令和4年11月14日（月）

令和4年12月7日（水）

令和4年11月13日（日）
　　　　　　 （午後）

令和4年11月19日（土）

さいたま・
お茶の水

さいたま・お茶の水
WEB（オンライン）

学校推薦型
選抜公募制

令和4年11月1日（火）

令和4年11月10日（木） 令和4年11月13日（日）
　　　　　　 （午後）

令和4年11月19日（土）
さいたま・お茶の水
WEB（オンライン）

さいたま・
お茶の水

学校推薦型
選抜公募制

令和4年11月1日（火）

令和4年11月10日（木）

令和5年1月14日（土）
令和5年1月15日（日）

令和5年2月9日（木）
大学入試センターが
指定する場所

大学入学
共通テスト利用

令和4年12月19日（月）

令和5年1月31日（火）

令和5年3月15日（水）
令和5年2月1日（水）

令和5年3月4日（土）

一般選抜
 N方式［第一期］

令和5年2月26日（日）
一般選抜

 N方式［第二期］

令和5年2月1日（水）

令和5年2月18日（土）

令和5年3月11日（土）
令和5年2月20日（月）

令和5年3月8日（水）

Ⅰ 

期

Ⅱ 

期

Ⅲ 

期

Ⅴ 

期

令和4年12月24日（土） 令和4年12月29日（木）
令和4年12月1日（木）

令和4年12月21日（水）

Ⅳ 

期

前 
期

後 

期

前
期

後
期

前 

期

後 

期

入試区分 願書受付期間 試験日 合格発表 受験地

さいたま・札幌・仙台・
お茶の水・名古屋・大阪

2



TOPICS

特待生・特別奨学生制度
薬学科（６年制）

日本薬科大学  選抜試験のポイント

1. 特待生へのチャレンジ！！
チャレンジ選抜はもちろんのこと、総合型選抜AO［専願］、一般選抜 特別選抜方式（前期・後期）、一般選抜 N方式［第一期（前期・
後期）］、一般選抜 N方式［第二期（前期・後期）］、大学入学共通テスト利用特別選抜方式の合計9回の選抜試験で「特待生」を選考
します。また、既に合格・入学手続が完了している方でも、何度もチャレンジが可能です。

2．得意科目での受験が可能！！
チャレンジ選抜、一般選抜 N方式［第一期（前期・後期）・第二期（前期・後期）］において、受験科目の組み合わせにより得意科目での受験
が可能です。
化学基礎・化学または生物基礎・生物から1科目選択と数学Ⅰ・Ⅱ・A・B（数列・ベクトル）またはコミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・英語表現Ⅰ
から1科目選択の合計2科目となります。

3．学科間併願が可能！！
チャレンジ選抜、一般選抜 特別選抜方式（前期・後期）、一般選抜 N方式［第一期（前期・後期）・第二期（前期・後期）］で薬学科を
第一希望で出願される方は、同一試験日の場合、検定料の追加金もなく医療ビジネス薬科学科を第二希望として出願が可能です。
希望された方は、第一希望の薬学科の選考に漏れた場合でも、第二希望の医療ビジネス薬科学科で選考します。
※医療ビジネス薬科学科のコース選択は、入学後に選択します。但し、出願時に（ビジネス薬学コース・情報薬学コース・韓国薬学コース）スポーツ薬学コース・栄養薬学コース）のキャンパス選択が必要です。

医療ビジネス薬科学科（４年制）
4. 特別奨学生へのチャレンジ！！
チャレンジ選抜はもちろんのこと、総合型選抜AO［専願］、一般選抜 特別選抜方式（前期・後期）、一般選抜 N方式［第一期（前
期・後期）］、一般選抜   N方式［第二期（前期・後期）］の8回の選抜試験でも「特別奨学生」を選考します。
また、既に合格・入学手続が完了している方でも、何度もチャレンジが可能です。

5．文系科目での受験が可能！！
一般選抜 特別選抜方式（前期・後期）、一般選抜 N方式［第一期（前期・後期）・第二期（前期・後期）］において、文系科目を設定。
組み合わせにより得意科目を選び、受験が可能です。
国語総合（古典を除く）または数学Ⅰから1科目選択とコミュニケーション英語Ⅰ、化学基礎または生物基礎から1科目選択の合計2
科目となります。

6．指定資格取得者は、特別奨学生扱いに！！
本学が指定する資格取得者で、本学の選抜試験を受験、合格、入学をされる方は「特別奨学生B」となります。

2学科共通
7．国公立大学との併願可能な入試日程！！
一般選抜 特別選抜方式（前期・後期）、一般選抜 N方式［第一期（前期・後期）・第二期（前期・後期）］を6回実施し、組み合わせに
より国公立大学との併願受験が可能です。

8. 複数受験検定料免除制度（一般・大学入学共通テスト）
一般選抜 特別選抜方式（前期・後期）、一般選抜 N方式［第一期（前期・後期）・第二期（前期・後期）］と大学入学共通テスト利用
（前期・後期）を併願で出願される方は、大学入学共通テスト利用分の検定料を免除します。
※検定料免除の出願パターンが決まっています。それ以外でのパターンでは検定料免除制度が適用となりません。

9. 既に合格・入学手続された方でも、特待生・特別奨学生のチャレンジが可能！！
学校推薦型選抜指定校制・公募制や総合型選抜AOなどで合格された方でも、特待生・特別奨学生を目指して何度でもチャレン
ジ可能です。

10．調査書は一度提出すればOK！！
一度調査書を提出すれば、その後の選抜試験では提出する必要はありません。2回目以降に異なる学科を受験する場合も提出す
る必要はありません。ただし、以前提出した調査書に変更がある場合は提出をしてください。

11．全国6会場の試験会場を設置し、より受験しやすく！！
受験生の経済性・利便性を考慮し、札幌・仙台・埼玉・東京・名古屋・大阪などの地方会場を含めて6会場を設置し、自宅から近い
会場を選択出来て、受験しやすくなりました。

12．総合型選抜AO・学校推薦型選抜公募制においてオンライン方式を導入。
全国どこからでもオンラインで受験が可能。試験会場まで遠い場合や、新型コロナ感染対策として活用いただけます。

総合型選抜AO［専願］、チャレンジ選抜、一般選抜 特別選抜方式（前期・後期）、一般選抜 N方式[第一期（前期・後期）・第二期（前期・
後期）]において、優秀な成績をおさめられた者に「特待生（薬学科）」または「特別奨学生（医療ビジネス薬科学科）」として選考します。
選考された方は、入学後、各学年ごとに学業成績などをもとに審査を行いますが、特に問題（欠席・素行不良等）がない限り、次年度以
降も規定の年限（薬学科は6年間、医療ビジネス薬科学科は4年間）までは継続します。

【種類】
薬学科（6年制）
　「特待生S」･･･授業料170万円免除、年間納入金60万円 5名程度
　「特待生A」･･･授業料110万円免除、年間納入金120万円 10名程度
　「特待生B」･･･授業料80万円免除、年間納入金150万円 15名程度
　「特待生C」･･･授業料50万円免除、年間納入金180万円 80名程度

医療ビジネス薬科学科（4年制）
　「特別奨学生S」･･･初年度授業料90万円免除、2年次以降授業料70万円免除、年間納入金60万円 5名程度
　「特別奨学生A」･･･初年度授業料60万円免除、2年次以降授業料40万円免除、年間納入金90万円 7名程度
　「特別奨学生B」･･･初年度授業料30万円免除、2年次以降授業料10万円免除、年間納入金120万円 42名程度

【選考試験区分と種類】
薬学科（6年制）
●総合型選抜AO（専願のみ）
　「特待生C」

●チャレンジ選抜
　「特待生S」「特待生A」「特待生B」「特待生C」

●一般選抜 特別選抜方式（前期・後期）
　「特待生S」「特待生A」「特待生B」「特待生C」

●一般選抜 N方式［第一期（前期・後期）・第二期（前期・後期）］
　「特待生A」「特待生B」「特待生C」
　※「特待生S」の選考は致しません。

●大学入学共通テスト利用特別選抜方式
　「特待生S」「特待生A」「特待生B」「特待生C」

【特待生・特別奨学生へのランクUP】
学校推薦型選抜指定校制・公募制や総合型選抜AOなどで合格・入学手続を完了された方も、特待生・特別奨学生を目指して何度で
もチャレンジ可能です。ただし、各試験受験ごとに検定料が必要となります。
※5,000円の検定料免除の特典あり。

【兄弟・姉妹および都築学園関連学校法人同窓生子女の割引制度】
日本薬科大学に兄弟・姉妹が在学・卒業し、2人目以降の兄弟・姉妹が入学する場合または、都築学園関連学校法人の同窓生子女が
入学する場合は、優待割引制度が適用されます。（同時に入学される場合でも適用されます。）詳しくは、アドミッションオフィスまで
お問い合わせください。

［注意］
出願される前に必ずお申し出ください。お申し出頂いた方には、合格決定後、入学手続と同時に申請書を提出頂きます。（申請書は合
格通知に同封します。）なお、入学後の申請は一切受付ません。

本学が指定する資格
下記の資格を取得している者で、本学の選抜試験において合格・入学される者は、学費の一部を免除いたします。

・ 日商簿記検定試験2級以上　・ 実用英語技能検定2級以上　・ ITパスポート
・ 全商簿記実務検定1級　　　・ 全商情報処理検定1級　　　・ 全経簿記検定1級
・ TOEIC400点以上　　　　  ・ 全商英語検定1級　　　　　・ 工業英語能力検定4級以上

※ 出願時に認定書・合格書の写しを同封してください。

医療ビジネス薬科学科（4年制）
●総合型選抜AO（専願のみ）
　「特別奨学生B」

●チャレンジ選抜
　「特別奨学生S」「特別奨学生A」「特別奨学生B」

●一般選抜 特別選抜方式（前期・後期）
　「特別奨学生S」「特別奨学生A」「特別奨学生B」

●一般選抜 N方式［第一期（前期・後期）・第二期（前期・後期）］
　「特別奨学生S」「特別奨学生A」「特別奨学生B」

※特待生・特別奨学生の選考に漏れた場合でも、一般生で同時に選考します。
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TOPICS

特待生・特別奨学生制度
薬学科（６年制）

日本薬科大学  選抜試験のポイント

1. 特待生へのチャレンジ！！
チャレンジ選抜はもちろんのこと、総合型選抜AO［専願］、一般選抜 特別選抜方式（前期・後期）、一般選抜 N方式［第一期（前期・
後期）］、一般選抜 N方式［第二期（前期・後期）］、大学入学共通テスト利用特別選抜方式の合計9回の選抜試験で「特待生」を選考
します。また、既に合格・入学手続が完了している方でも、何度もチャレンジが可能です。

2．得意科目での受験が可能！！
チャレンジ選抜、一般選抜 N方式［第一期（前期・後期）・第二期（前期・後期）］において、受験科目の組み合わせにより得意科目での受験
が可能です。
化学基礎・化学または生物基礎・生物から1科目選択と数学Ⅰ・Ⅱ・A・B（数列・ベクトル）またはコミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・英語表現Ⅰ
から1科目選択の合計2科目となります。

3．学科間併願が可能！！
チャレンジ選抜、一般選抜 特別選抜方式（前期・後期）、一般選抜 N方式［第一期（前期・後期）・第二期（前期・後期）］で薬学科を
第一希望で出願される方は、同一試験日の場合、検定料の追加金もなく医療ビジネス薬科学科を第二希望として出願が可能です。
希望された方は、第一希望の薬学科の選考に漏れた場合でも、第二希望の医療ビジネス薬科学科で選考します。
※医療ビジネス薬科学科のコース選択は、入学後に選択します。但し、出願時に（ビジネス薬学コース・情報薬学コース・韓国薬学コース）スポーツ薬学コース・栄養薬学コース）のキャンパス選択が必要です。

医療ビジネス薬科学科（４年制）
4. 特別奨学生へのチャレンジ！！
チャレンジ選抜はもちろんのこと、総合型選抜AO［専願］、一般選抜 特別選抜方式（前期・後期）、一般選抜 N方式［第一期（前
期・後期）］、一般選抜   N方式［第二期（前期・後期）］の8回の選抜試験でも「特別奨学生」を選考します。
また、既に合格・入学手続が完了している方でも、何度もチャレンジが可能です。

5．文系科目での受験が可能！！
一般選抜 特別選抜方式（前期・後期）、一般選抜 N方式［第一期（前期・後期）・第二期（前期・後期）］において、文系科目を設定。
組み合わせにより得意科目を選び、受験が可能です。
国語総合（古典を除く）または数学Ⅰから1科目選択とコミュニケーション英語Ⅰ、化学基礎または生物基礎から1科目選択の合計2
科目となります。

6．指定資格取得者は、特別奨学生扱いに！！
本学が指定する資格取得者で、本学の選抜試験を受験、合格、入学をされる方は「特別奨学生B」となります。

2学科共通
7．国公立大学との併願可能な入試日程！！
一般選抜 特別選抜方式（前期・後期）、一般選抜 N方式［第一期（前期・後期）・第二期（前期・後期）］を6回実施し、組み合わせに
より国公立大学との併願受験が可能です。

8. 複数受験検定料免除制度（一般・大学入学共通テスト）
一般選抜 特別選抜方式（前期・後期）、一般選抜 N方式［第一期（前期・後期）・第二期（前期・後期）］と大学入学共通テスト利用
（前期・後期）を併願で出願される方は、大学入学共通テスト利用分の検定料を免除します。
※検定料免除の出願パターンが決まっています。それ以外でのパターンでは検定料免除制度が適用となりません。

9. 既に合格・入学手続された方でも、特待生・特別奨学生のチャレンジが可能！！
学校推薦型選抜指定校制・公募制や総合型選抜AOなどで合格された方でも、特待生・特別奨学生を目指して何度でもチャレン
ジ可能です。

10．調査書は一度提出すればOK！！
一度調査書を提出すれば、その後の選抜試験では提出する必要はありません。2回目以降に異なる学科を受験する場合も提出す
る必要はありません。ただし、以前提出した調査書に変更がある場合は提出をしてください。

11．全国6会場の試験会場を設置し、より受験しやすく！！
受験生の経済性・利便性を考慮し、札幌・仙台・埼玉・東京・名古屋・大阪などの地方会場を含めて6会場を設置し、自宅から近い
会場を選択出来て、受験しやすくなりました。

12．総合型選抜AO・学校推薦型選抜公募制においてオンライン方式を導入。
全国どこからでもオンラインで受験が可能。試験会場まで遠い場合や、新型コロナ感染対策として活用いただけます。

総合型選抜AO［専願］、チャレンジ選抜、一般選抜 特別選抜方式（前期・後期）、一般選抜 N方式[第一期（前期・後期）・第二期（前期・
後期）]において、優秀な成績をおさめられた者に「特待生（薬学科）」または「特別奨学生（医療ビジネス薬科学科）」として選考します。
選考された方は、入学後、各学年ごとに学業成績などをもとに審査を行いますが、特に問題（欠席・素行不良等）がない限り、次年度以
降も規定の年限（薬学科は6年間、医療ビジネス薬科学科は4年間）までは継続します。

【種類】
薬学科（6年制）
　「特待生S」･･･授業料170万円免除、年間納入金60万円 5名程度
　「特待生A」･･･授業料110万円免除、年間納入金120万円 10名程度
　「特待生B」･･･授業料80万円免除、年間納入金150万円 15名程度
　「特待生C」･･･授業料50万円免除、年間納入金180万円 80名程度

医療ビジネス薬科学科（4年制）
　「特別奨学生S」･･･初年度授業料90万円免除、2年次以降授業料70万円免除、年間納入金60万円 5名程度
　「特別奨学生A」･･･初年度授業料60万円免除、2年次以降授業料40万円免除、年間納入金90万円 7名程度
　「特別奨学生B」･･･初年度授業料30万円免除、2年次以降授業料10万円免除、年間納入金120万円 42名程度

【選考試験区分と種類】
薬学科（6年制）
●総合型選抜AO（専願のみ）
　「特待生C」

●チャレンジ選抜
　「特待生S」「特待生A」「特待生B」「特待生C」

●一般選抜 特別選抜方式（前期・後期）
　「特待生S」「特待生A」「特待生B」「特待生C」

●一般選抜 N方式［第一期（前期・後期）・第二期（前期・後期）］
　「特待生A」「特待生B」「特待生C」
　※「特待生S」の選考は致しません。

●大学入学共通テスト利用特別選抜方式
　「特待生S」「特待生A」「特待生B」「特待生C」

【特待生・特別奨学生へのランクUP】
学校推薦型選抜指定校制・公募制や総合型選抜AOなどで合格・入学手続を完了された方も、特待生・特別奨学生を目指して何度で
もチャレンジ可能です。ただし、各試験受験ごとに検定料が必要となります。
※5,000円の検定料免除の特典あり。

【兄弟・姉妹および都築学園関連学校法人同窓生子女の割引制度】
日本薬科大学に兄弟・姉妹が在学・卒業し、2人目以降の兄弟・姉妹が入学する場合または、都築学園関連学校法人の同窓生子女が
入学する場合は、優待割引制度が適用されます。（同時に入学される場合でも適用されます。）詳しくは、アドミッションオフィスまで
お問い合わせください。

［注意］
出願される前に必ずお申し出ください。お申し出頂いた方には、合格決定後、入学手続と同時に申請書を提出頂きます。（申請書は合
格通知に同封します。）なお、入学後の申請は一切受付ません。

本学が指定する資格
下記の資格を取得している者で、本学の選抜試験において合格・入学される者は、学費の一部を免除いたします。

・ 日商簿記検定試験2級以上　・ 実用英語技能検定2級以上　・ ITパスポート
・ 全商簿記実務検定1級　　　・ 全商情報処理検定1級　　　・ 全経簿記検定1級
・ TOEIC400点以上　　　　  ・ 全商英語検定1級　　　　　・ 工業英語能力検定4級以上

※ 出願時に認定書・合格書の写しを同封してください。

医療ビジネス薬科学科（4年制）
●総合型選抜AO（専願のみ）
　「特別奨学生B」

●チャレンジ選抜
　「特別奨学生S」「特別奨学生A」「特別奨学生B」

●一般選抜 特別選抜方式（前期・後期）
　「特別奨学生S」「特別奨学生A」「特別奨学生B」

●一般選抜 N方式［第一期（前期・後期）・第二期（前期・後期）］
　「特別奨学生S」「特別奨学生A」「特別奨学生B」

※特待生・特別奨学生の選考に漏れた場合でも、一般生で同時に選考します。
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試験会場に集合

面接（約20分）

受験上の注意事項

基礎学力試験
［「化学基礎」「生物基礎」から1科目選択］（時間20分）

 9：30
 9：40
 9：50
10：00
10：20
10：30～

【11. 入学手続】 入学手続締切日：＜Ⅰ期＞令和4年11月26日(土)
＜Ⅱ期＞令和4年11月26日(土)
＜Ⅲ期＞令和4年12月17日(土)
＜Ⅳ期＞令和5年  1月14日(土)
＜Ⅴ期＞令和5年  3月31日(金)

（1）合格通知を受けた者は、指定された期日までに入学手続を済ませてください。
（2）上記手続終了後、入学許可書を送付します。
（注意事項）
専願を選択した場合、納付金（手続書類を含む）は返還いたしません。書類提出が遅くなる場合は、
事前にご連絡ください。

【12. 入学辞退による学費の返還について】
併願を選択した場合に限り、入学手続き後に辞退することができます。
入学辞退締切日：＜Ⅰ期＞令和5年 2月25日(土) の15時

＜Ⅱ期＞令和5年 2月25日(土) の15時
＜Ⅲ期＞令和5年 2月25日(土) の15時
＜Ⅳ期＞令和5年 2月25日(土) の15時
＜Ⅴ期＞令和5年 3月31日(金) の17時までにご連絡ください。

入学辞退届および還付請求書を送付しますので、受け取り後1週間以内にこれらの書類を提出して
ください。（必着）

※今後の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染状況により募集要項に記載されている選
考方法とは異なる方法で実施することがあるかもしれませんので、ご了承ください。

【13. 試験時間割】

薬学科（6年制）
（健康薬学コース・漢方薬学コース・医療薬学コース）

総合型選抜AO〔科目試験〕（Ⅰ～Ⅴ期）令和5年度

【1. 募集人員】 薬学科（健康薬学コース・漢方薬学コース・医療薬学コース） 30名
※コース選択は、入学後（4年次）となります。

試験会場の案内図はP45参照。
※受験人数により、受験会場を変更していただく場合がございます。ご了承ください。

【2. 出願資格】 （1）高等学校または中等教育学校を卒業した者（令和5年3月卒業見込の者を含む）。
（2）通常の課程による12年の学校教育を修了した者（令和5年3月修了見込の者を含む）。
（3）文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧大学入学資格検定の合格
者を含む）。

（4）文部科学省の定めるところにより、上記と同等以上の学力があると認められた者。
（5）学習に支障を来さない、心身ともに健康な者。
※総合型選抜AOは専願と併願を選択できます。出願時にご選択ください。

【9. 成績優秀合格者特典】
●特待生C（80名 ※全ての選抜試験で募集する特待生Cの人数です。）
　総合型選抜AOで専願を選択し、優秀な成績を修めた者から、「特待生C」を選抜します。
（1）特待生は、入学後、各学年ごとに学業成績などをもとに審査を行いますが、特に問題（欠席・素行
不良等）がない限り、次年度以降も規定の年限（6年間）まで継続します。

（2）併願を選択した場合、「特待生C」の選抜はいたしません。
※詳しくはP43・44の学納金のページをご覧ください。

【4. 出願書類】 ・調査書（要郵送） ・自己PRシート（本学所定用紙／要郵送）
＊入学願書についてはWeb登録のみのため、郵送不要。

【8. 選考方法】 ●基礎学力試験［「化学基礎」「生物基礎」から1科目選択］（時間20分）
●面接（約20分）
（1）科目試験および面接・書類の総合評価により判定します。
（2）受験科目は、試験の当日に選択していただきます。

【5. 検定料】

【3. 出願期間】 ＜Ⅰ期＞令和4年  9月  1日(木)～令和4年  9月14日(水)［消印有効］
＜Ⅱ期＞令和4年  9月26日(月)～令和4年10月12日(水)［消印有効］
＜Ⅲ期＞令和4年11月  7日(月)～令和4年11月24日(木)［消印有効］
＜Ⅳ期＞令和4年12月  1日(木)～令和4年12月21日(水)［消印有効］
＜Ⅴ期＞令和5年  2月13日(月)～令和5年  3月15日(水)［消印有効］

【6. 試験日】 ＜Ⅰ期＞令和4年  9月17日(土)
＜Ⅱ期＞令和4年10月15日(土)
＜Ⅲ期＞令和4年11月26日(土)
＜Ⅳ期＞令和4年12月24日(土)
＜Ⅴ期＞令和5年  3月18日(土)

【7. 入学試験会場】
埼　　玉  日本薬科大学（さいたまキャンパス）  埼玉県北足立郡伊奈町小室10281   048-721-1155

東　　京  日本薬科大学（お茶の水キャンパス）  東京都文京区湯島3丁目15-9   03-5812-9011

受験地   　試験会場         　 住　　所        電話番号

【10. 合格発表】 合格発表日：＜Ⅰ期＞令和4年11月  1日(火)
＜Ⅱ期＞令和4年11月  1日(火)
＜Ⅲ期＞令和4年12月  3日(土)
＜Ⅳ期＞令和4年12月29日(木)
＜Ⅴ期＞令和5年  3月23日(木)

（1）合格者には、合格通知書をもって、正式な合格とします。
　  なお、合格通知書等は発表日当日に発送します。
（2）選考結果（合否）は、本学公式サイトにて確認することができます。
（3）電話・電子メールなどによる問合せには、応じません。

¥35,000 → 33,000

薬
学
科
（
6
年
制
）

※ Web出願。詳しくは本学公式サイトをご覧ください。
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試験会場に集合

面接（約20分）

受験上の注意事項

基礎学力試験
［「化学基礎」「生物基礎」から1科目選択］（時間20分）

 9：30
 9：40
 9：50
10：00
10：20
10：30～

【11. 入学手続】 入学手続締切日：＜Ⅰ期＞令和4年11月26日(土)
＜Ⅱ期＞令和4年11月26日(土)
＜Ⅲ期＞令和4年12月17日(土)
＜Ⅳ期＞令和5年  1月14日(土)
＜Ⅴ期＞令和5年  3月31日(金)

（1）合格通知を受けた者は、指定された期日までに入学手続を済ませてください。
（2）上記手続終了後、入学許可書を送付します。
（注意事項）
専願を選択した場合、納付金（手続書類を含む）は返還いたしません。書類提出が遅くなる場合は、
事前にご連絡ください。

【12. 入学辞退による学費の返還について】
併願を選択した場合に限り、入学手続き後に辞退することができます。
入学辞退締切日：＜Ⅰ期＞令和5年 2月25日(土) の15時

＜Ⅱ期＞令和5年 2月25日(土) の15時
＜Ⅲ期＞令和5年 2月25日(土) の15時
＜Ⅳ期＞令和5年 2月25日(土) の15時
＜Ⅴ期＞令和5年 3月31日(金) の17時までにご連絡ください。

入学辞退届および還付請求書を送付しますので、受け取り後1週間以内にこれらの書類を提出して
ください。（必着）

※今後の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染状況により募集要項に記載されている選
考方法とは異なる方法で実施することがあるかもしれませんので、ご了承ください。

【13. 試験時間割】

薬学科（6年制）
（健康薬学コース・漢方薬学コース・医療薬学コース）

総合型選抜AO〔科目試験〕（Ⅰ～Ⅴ期）令和5年度

【1. 募集人員】 薬学科（健康薬学コース・漢方薬学コース・医療薬学コース） 30名
※コース選択は、入学後（4年次）となります。

試験会場の案内図はP45参照。
※受験人数により、受験会場を変更していただく場合がございます。ご了承ください。

【2. 出願資格】 （1）高等学校または中等教育学校を卒業した者（令和5年3月卒業見込の者を含む）。
（2）通常の課程による12年の学校教育を修了した者（令和5年3月修了見込の者を含む）。
（3）文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧大学入学資格検定の合格
者を含む）。

（4）文部科学省の定めるところにより、上記と同等以上の学力があると認められた者。
（5）学習に支障を来さない、心身ともに健康な者。
※総合型選抜AOは専願と併願を選択できます。出願時にご選択ください。

【9. 成績優秀合格者特典】
●特待生C（80名 ※全ての選抜試験で募集する特待生Cの人数です。）
　総合型選抜AOで専願を選択し、優秀な成績を修めた者から、「特待生C」を選抜します。
（1）特待生は、入学後、各学年ごとに学業成績などをもとに審査を行いますが、特に問題（欠席・素行
不良等）がない限り、次年度以降も規定の年限（6年間）まで継続します。

（2）併願を選択した場合、「特待生C」の選抜はいたしません。
※詳しくはP43・44の学納金のページをご覧ください。

【4. 出願書類】 ・調査書（要郵送） ・自己PRシート（本学所定用紙／要郵送）
＊入学願書についてはWeb登録のみのため、郵送不要。

【8. 選考方法】 ●基礎学力試験［「化学基礎」「生物基礎」から1科目選択］（時間20分）
●面接（約20分）
（1）科目試験および面接・書類の総合評価により判定します。
（2）受験科目は、試験の当日に選択していただきます。

【5. 検定料】

【3. 出願期間】 ＜Ⅰ期＞令和4年  9月  1日(木)～令和4年  9月14日(水)［消印有効］
＜Ⅱ期＞令和4年  9月26日(月)～令和4年10月12日(水)［消印有効］
＜Ⅲ期＞令和4年11月  7日(月)～令和4年11月24日(木)［消印有効］
＜Ⅳ期＞令和4年12月  1日(木)～令和4年12月21日(水)［消印有効］
＜Ⅴ期＞令和5年  2月13日(月)～令和5年  3月15日(水)［消印有効］

【6. 試験日】 ＜Ⅰ期＞令和4年  9月17日(土)
＜Ⅱ期＞令和4年10月15日(土)
＜Ⅲ期＞令和4年11月26日(土)
＜Ⅳ期＞令和4年12月24日(土)
＜Ⅴ期＞令和5年  3月18日(土)

【7. 入学試験会場】
埼　　玉  日本薬科大学（さいたまキャンパス）  埼玉県北足立郡伊奈町小室10281   048-721-1155

東　　京  日本薬科大学（お茶の水キャンパス）  東京都文京区湯島3丁目15-9   03-5812-9011

受験地   　試験会場         　 住　　所        電話番号

【10. 合格発表】 合格発表日：＜Ⅰ期＞令和4年11月  1日(火)
＜Ⅱ期＞令和4年11月  1日(火)
＜Ⅲ期＞令和4年12月  3日(土)
＜Ⅳ期＞令和4年12月29日(木)
＜Ⅴ期＞令和5年  3月23日(木)

（1）合格者には、合格通知書をもって、正式な合格とします。
　  なお、合格通知書等は発表日当日に発送します。
（2）選考結果（合否）は、本学公式サイトにて確認することができます。
（3）電話・電子メールなどによる問合せには、応じません。

¥35,000 → 33,000

薬
学
科
（
6
年
制
）

※ Web出願。詳しくは本学公式サイトをご覧ください。
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【11. 入学手続】 入学手続締切日：＜Ⅰ期＞令和4年11月26日(土)
＜Ⅱ期＞令和4年11月26日(土)
＜Ⅲ期＞令和4年12月17日(土)
＜Ⅳ期＞令和5年  1月14日(土)
＜Ⅴ期＞令和5年  3月31日(金)

（1）合格通知を受けた者は、指定された期日までに入学手続を済ませてください。
（2）上記手続終了後、入学許可書を送付します。
（注意事項）
専願を選択した場合、納付金（手続書類を含む）は返還いたしません。書類提出が遅くなる場合は、
事前にご連絡ください。

【13. 試験時間割】

薬学科（6年制）
（健康薬学コース・漢方薬学コース・医療薬学コース）

総合型選抜AO〔実験試験〕（Ⅰ～Ⅴ期）令和5年度

【1. 募集人員】 薬学科（健康薬学コース・漢方薬学コース・医療薬学コース） 30名
※コース選択は、入学後（4年次）となります。

試験会場の案内図はP45参照。

【2. 出願資格】 （1）高等学校または中等教育学校を卒業した者（令和5年3月卒業見込の者を含む）。
（2）通常の課程による12年の学校教育を修了した者（令和5年3月修了見込の者を含む）。
（3）文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧大学入学資格検定の合格
者を含む）。

（4）文部科学省の定めるところにより、上記と同等以上の学力があると認められた者。
（5）学習に支障を来さない、心身ともに健康な者。
※総合型選抜AOは専願と併願を選択できます。出願時にご選択ください。

【4. 出願書類】 ・調査書（要郵送） ・自己PRシート（本学所定用紙／要郵送）
＊入学願書についてはWeb登録のみのため、郵送不要。

【8. 選考方法】 ●実験試験（時間60分）
　試験内容：実験器具を用いて各種溶液の調製を行います。
●面接（約20分）
　＊実験試験および面接・書類の総合評価により判定します。

【9. 成績優秀合格者特典】
●特待生C（80名 ※全ての選抜試験で募集する特待生Cの人数です。）
　総合型選抜AOで専願を選択し、優秀な成績を修めた者から、「特待生C」を選抜します。
（1）特待生は、入学後、各学年ごとに学業成績などをもとに審査を行いますが、特に問題（欠席・素行
不良等）がない限り、次年度以降も規定の年限（6年間）まで継続します。

（2）併願を選択した場合、「特待生C」の選抜はいたしません。
※詳しくはP43・44の学納金のページをご覧ください。

【5. 検定料】

【3. 出願期間】

【6. 試験日】

【7. 入学試験会場】

【10. 合格発表】 合格発表日：＜Ⅰ期＞令和4年11月  1日(火)
＜Ⅱ期＞令和4年11月  1日(火)
＜Ⅲ期＞令和4年12月  3日(土)
＜Ⅳ期＞令和4年12月29日(木)
＜Ⅴ期＞令和5年  3月23日(木)

（1）合格者には、合格通知書をもって、正式な合格とします。
　  なお、合格通知書等は発表日当日に発送します。
（2）選考結果（合否）は、本学公式サイトにて確認することができます。
（3）電話・電子メールなどによる問合せには、応じません。

¥35,000 → ¥33,000

薬
学
科
（
6
年
制
）

試験会場に集合

面接（約20分）

受験上の注意事項

実験試験［内容：実験器具を用いて各種溶液の調製を行います。］
（時間60分）

 9：30
 9：40
 9：50
10：00
11：00
11：10～

※今後の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染状況により募集要項に記載されている選
考方法とは異なる方法で実施することがあるかもしれませんので、ご了承ください。

【12. 入学辞退による学費の返還について】
併願を選択した場合に限り、入学手続き後に辞退することができます。
入学辞退締切日：＜Ⅰ期＞令和5年 2月25日(土) の15時

＜Ⅱ期＞令和5年 2月25日(土) の15時
＜Ⅲ期＞令和5年 2月25日(土) の15時
＜Ⅳ期＞令和5年 2月25日(土) の15時
＜Ⅴ期＞令和5年 3月31日(金) の17時までにご連絡ください。

入学辞退届および還付請求書を送付しますので、受け取り後1週間以内にこれらの書類を提出して
ください。（必着）

＜Ⅰ期＞令和4年  9月  1日(木)～令和4年  9月14日(水)［消印有効］
＜Ⅱ期＞令和4年  9月26日(月)～令和4年10月12日(水)［消印有効］
＜Ⅲ期＞令和4年11月  7日(月)～令和4年11月24日(木)［消印有効］
＜Ⅳ期＞令和4年12月  1日(木)～令和4年12月21日(水)［消印有効］
＜Ⅴ期＞令和5年  2月13日(月)～令和5年  3月15日(水)［消印有効］

＜Ⅰ期＞令和4年  9月17日(土)
＜Ⅱ期＞令和4年10月15日(土)
＜Ⅲ期＞令和4年11月26日(土)
＜Ⅳ期＞令和4年12月24日(土)
＜Ⅴ期＞令和5年  3月18日(土)

※ Web出願。詳しくは本学公式サイトをご覧ください。

埼　　玉  日本薬科大学（さいたまキャンパス）  埼玉県北足立郡伊奈町小室10281   048-721-1155

受験地   　試験会場         　 住　　所        電話番号
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【11. 入学手続】 入学手続締切日：＜Ⅰ期＞令和4年11月26日(土)
＜Ⅱ期＞令和4年11月26日(土)
＜Ⅲ期＞令和4年12月17日(土)
＜Ⅳ期＞令和5年  1月14日(土)
＜Ⅴ期＞令和5年  3月31日(金)

（1）合格通知を受けた者は、指定された期日までに入学手続を済ませてください。
（2）上記手続終了後、入学許可書を送付します。
（注意事項）
専願を選択した場合、納付金（手続書類を含む）は返還いたしません。書類提出が遅くなる場合は、
事前にご連絡ください。

【13. 試験時間割】

薬学科（6年制）
（健康薬学コース・漢方薬学コース・医療薬学コース）

総合型選抜AO〔実験試験〕（Ⅰ～Ⅴ期）令和5年度

【1. 募集人員】 薬学科（健康薬学コース・漢方薬学コース・医療薬学コース） 30名
※コース選択は、入学後（4年次）となります。

試験会場の案内図はP45参照。

【2. 出願資格】 （1）高等学校または中等教育学校を卒業した者（令和5年3月卒業見込の者を含む）。
（2）通常の課程による12年の学校教育を修了した者（令和5年3月修了見込の者を含む）。
（3）文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧大学入学資格検定の合格
者を含む）。

（4）文部科学省の定めるところにより、上記と同等以上の学力があると認められた者。
（5）学習に支障を来さない、心身ともに健康な者。
※総合型選抜AOは専願と併願を選択できます。出願時にご選択ください。

【4. 出願書類】 ・調査書（要郵送） ・自己PRシート（本学所定用紙／要郵送）
＊入学願書についてはWeb登録のみのため、郵送不要。

【8. 選考方法】 ●実験試験（時間60分）
　試験内容：実験器具を用いて各種溶液の調製を行います。
●面接（約20分）
　＊実験試験および面接・書類の総合評価により判定します。

【9. 成績優秀合格者特典】
●特待生C（80名 ※全ての選抜試験で募集する特待生Cの人数です。）
　総合型選抜AOで専願を選択し、優秀な成績を修めた者から、「特待生C」を選抜します。
（1）特待生は、入学後、各学年ごとに学業成績などをもとに審査を行いますが、特に問題（欠席・素行
不良等）がない限り、次年度以降も規定の年限（6年間）まで継続します。

（2）併願を選択した場合、「特待生C」の選抜はいたしません。
※詳しくはP43・44の学納金のページをご覧ください。

【5. 検定料】

【3. 出願期間】

【6. 試験日】

【7. 入学試験会場】

【10. 合格発表】 合格発表日：＜Ⅰ期＞令和4年11月  1日(火)
＜Ⅱ期＞令和4年11月  1日(火)
＜Ⅲ期＞令和4年12月  3日(土)
＜Ⅳ期＞令和4年12月29日(木)
＜Ⅴ期＞令和5年  3月23日(木)

（1）合格者には、合格通知書をもって、正式な合格とします。
　  なお、合格通知書等は発表日当日に発送します。
（2）選考結果（合否）は、本学公式サイトにて確認することができます。
（3）電話・電子メールなどによる問合せには、応じません。

¥35,000 → ¥33,000

薬
学
科
（
6
年
制
）

試験会場に集合

面接（約20分）

受験上の注意事項

実験試験［内容：実験器具を用いて各種溶液の調製を行います。］
（時間60分）

 9：30
 9：40
 9：50
10：00
11：00
11：10～

※今後の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染状況により募集要項に記載されている選
考方法とは異なる方法で実施することがあるかもしれませんので、ご了承ください。

【12. 入学辞退による学費の返還について】
併願を選択した場合に限り、入学手続き後に辞退することができます。
入学辞退締切日：＜Ⅰ期＞令和5年 2月25日(土) の15時

＜Ⅱ期＞令和5年 2月25日(土) の15時
＜Ⅲ期＞令和5年 2月25日(土) の15時
＜Ⅳ期＞令和5年 2月25日(土) の15時
＜Ⅴ期＞令和5年 3月31日(金) の17時までにご連絡ください。

入学辞退届および還付請求書を送付しますので、受け取り後1週間以内にこれらの書類を提出して
ください。（必着）

＜Ⅰ期＞令和4年  9月  1日(木)～令和4年  9月14日(水)［消印有効］
＜Ⅱ期＞令和4年  9月26日(月)～令和4年10月12日(水)［消印有効］
＜Ⅲ期＞令和4年11月  7日(月)～令和4年11月24日(木)［消印有効］
＜Ⅳ期＞令和4年12月  1日(木)～令和4年12月21日(水)［消印有効］
＜Ⅴ期＞令和5年  2月13日(月)～令和5年  3月15日(水)［消印有効］

＜Ⅰ期＞令和4年  9月17日(土)
＜Ⅱ期＞令和4年10月15日(土)
＜Ⅲ期＞令和4年11月26日(土)
＜Ⅳ期＞令和4年12月24日(土)
＜Ⅴ期＞令和5年  3月18日(土)

※ Web出願。詳しくは本学公式サイトをご覧ください。

埼　　玉  日本薬科大学（さいたまキャンパス）  埼玉県北足立郡伊奈町小室10281   048-721-1155

受験地   　試験会場         　 住　　所        電話番号
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オンライン試験場に入室完了

面接（約20分）

受験上の注意事項
通信環境の確認と調整

基礎学力試験
［「化学基礎」「生物基礎」から1科目選択］（オンライン、時間20分）

解答の送信確認
面接試験の注意事項

 9：30
 9：30
10：00
10：00
10：20
10：20
10：30
10：30～

薬学科（6年制）
（健康薬学コース・漢方薬学コース・医療薬学コース）

総合型選抜AO〔オンライン〕（Ⅰ～Ⅴ期）令和5年度

【8. 選考方法】 ●基礎学力試験［「化学基礎」「生物基礎」から1科目選択］（時間20分）
●面接（約20分）
（1）科目試験および面接・書類の総合評価により判定します。
（2）受験科目は、試験の当日に選択していただきます。
（※基礎学力試験は「Microsoft Forms」を、面接は「webex」又は「ZOOM」を使用して実施します。）

【7. 入学試験会場】 通信環境がある場所
※Webカメラとマイクが利用できるPC・タブレット・スマートフォンのいずれかをご用意ください。

薬
学
科
（
6
年
制
）【11. 入学手続】 入学手続締切日：＜Ⅰ期＞令和4年11月26日(土)

＜Ⅱ期＞令和4年11月26日(土)
＜Ⅲ期＞令和4年12月17日(土)
＜Ⅳ期＞令和5年  1月14日(土)
＜Ⅴ期＞令和5年  3月31日(金)

（1）合格通知を受けた者は、指定された期日までに入学手続を済ませてください。
（2）上記手続終了後、入学許可書を送付します。
（注意事項）
専願を選択した場合、納付金（手続書類を含む）は返還いたしません。書類提出が遅くなる場合は、
事前にご連絡ください。

【12. 入学辞退による学費の返還について】
併願を選択した場合に限り、入学手続き後に辞退することができます。
入学辞退締切日：＜Ⅰ期＞令和5年 2月25日(土) の15時

＜Ⅱ期＞令和5年 2月25日(土) の15時
＜Ⅲ期＞令和5年 2月25日(土) の15時
＜Ⅳ期＞令和5年 2月25日(土) の15時
＜Ⅴ期＞令和5年 3月31日(金) の17時までにご連絡ください。

入学辞退届および還付請求書を送付しますので、受け取り後1週間以内にこれらの書類を提出して
ください。（必着）

【13. 試験時間割】

【1. 募集人員】 薬学科（健康薬学コース・漢方薬学コース・医療薬学コース） 30名
※コース選択は、入学後（4年次）となります。

【2. 出願資格】 （1）高等学校または中等教育学校を卒業した者（令和5年3月卒業見込の者を含む）。
（2）通常の課程による12年の学校教育を修了した者（令和5年3月修了見込の者を含む）。
（3）文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧大学入学資格検定の合格
者を含む）。

（4）文部科学省の定めるところにより、上記と同等以上の学力があると認められた者。
（5）学習に支障を来さない、心身ともに健康な者。
※総合型選抜AOは専願と併願を選択できます。出願時にご選択ください。

【4. 出願書類】 ・調査書（要郵送） ・自己PRシート（本学所定用紙／要郵送）
＊入学願書についてはWeb登録のみのため、郵送不要。

【5. 検定料】

【3. 出願期間】 ＜Ⅰ期＞令和4年  9月  1日(木)～令和4年  9月14日(水)［消印有効］
＜Ⅱ期＞令和4年  9月26日(月)～令和4年10月12日(水)［消印有効］
＜Ⅲ期＞令和4年11月  7日(月)～令和4年11月24日(木)［消印有効］
＜Ⅳ期＞令和4年12月  1日(木)～令和4年12月21日(水)［消印有効］
＜Ⅴ期＞令和5年  2月13日(月)～令和5年  3月15日(水)［消印有効］

＜Ⅰ期＞令和4年  9月17日(土)
＜Ⅱ期＞令和4年10月15日(土)
＜Ⅲ期＞令和4年11月26日(土)
＜Ⅳ期＞令和4年12月24日(土)
＜Ⅴ期＞令和5年  3月18日(土)

【6. 試験日】

【10. 合格発表】 合格発表日：＜Ⅰ期＞令和4年11月  1日(火)
＜Ⅱ期＞令和4年11月  1日(火)
＜Ⅲ期＞令和4年12月  3日(土)
＜Ⅳ期＞令和4年12月29日(木)
＜Ⅴ期＞令和5年 3月23日(木)

（1）合格者には、合格通知書をもって、正式な合格とします。
　  なお、合格通知書等は発表日当日に発送します。
（2）選考結果（合否）は、本学公式サイトにて確認することができます。
（3）電話・電子メールなどによる問合せには、応じません。

¥35,000 → ¥33,000

※ Web出願。詳しくは本学公式サイトをご覧ください。

【9. 成績優秀合格者特典】
●特待生C（80名 ※全ての選抜試験で募集する特待生Cの人数です。）
　総合型選抜AOで専願を選択し、優秀な成績を修めた者から、「特待生C」を選抜します。
（1）特待生は、入学後、各学年ごとに学業成績などをもとに審査を行いますが、特に問題（欠席・素行
不良等）がない限り、次年度以降も規定の年限（6年間）まで継続します。

（2）併願を選択した場合、「特待生C」の選抜はいたしません。
※詳しくはP43・44の学納金のページをご覧ください。

オンライン試験実施の手引き
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オンライン試験場に入室完了

面接（約20分）

受験上の注意事項
通信環境の確認と調整

基礎学力試験
［「化学基礎」「生物基礎」から1科目選択］（オンライン、時間20分）

解答の送信確認
面接試験の注意事項

 9：30
 9：30
10：00
10：00
10：20
10：20
10：30
10：30～

薬学科（6年制）
（健康薬学コース・漢方薬学コース・医療薬学コース）

総合型選抜AO〔オンライン〕（Ⅰ～Ⅴ期）令和5年度

【8. 選考方法】 ●基礎学力試験［「化学基礎」「生物基礎」から1科目選択］（時間20分）
●面接（約20分）
（1）科目試験および面接・書類の総合評価により判定します。
（2）受験科目は、試験の当日に選択していただきます。
（※基礎学力試験は「Microsoft Forms」を、面接は「webex」又は「ZOOM」を使用して実施します。）

【7. 入学試験会場】 通信環境がある場所
※Webカメラとマイクが利用できるPC・タブレット・スマートフォンのいずれかをご用意ください。

薬
学
科
（
6
年
制
）【11. 入学手続】 入学手続締切日：＜Ⅰ期＞令和4年11月26日(土)

＜Ⅱ期＞令和4年11月26日(土)
＜Ⅲ期＞令和4年12月17日(土)
＜Ⅳ期＞令和5年  1月14日(土)
＜Ⅴ期＞令和5年  3月31日(金)

（1）合格通知を受けた者は、指定された期日までに入学手続を済ませてください。
（2）上記手続終了後、入学許可書を送付します。
（注意事項）
専願を選択した場合、納付金（手続書類を含む）は返還いたしません。書類提出が遅くなる場合は、
事前にご連絡ください。

【12. 入学辞退による学費の返還について】
併願を選択した場合に限り、入学手続き後に辞退することができます。
入学辞退締切日：＜Ⅰ期＞令和5年 2月25日(土) の15時

＜Ⅱ期＞令和5年 2月25日(土) の15時
＜Ⅲ期＞令和5年 2月25日(土) の15時
＜Ⅳ期＞令和5年 2月25日(土) の15時
＜Ⅴ期＞令和5年 3月31日(金) の17時までにご連絡ください。

入学辞退届および還付請求書を送付しますので、受け取り後1週間以内にこれらの書類を提出して
ください。（必着）

【13. 試験時間割】

【1. 募集人員】 薬学科（健康薬学コース・漢方薬学コース・医療薬学コース） 30名
※コース選択は、入学後（4年次）となります。

【2. 出願資格】 （1）高等学校または中等教育学校を卒業した者（令和5年3月卒業見込の者を含む）。
（2）通常の課程による12年の学校教育を修了した者（令和5年3月修了見込の者を含む）。
（3）文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧大学入学資格検定の合格
者を含む）。

（4）文部科学省の定めるところにより、上記と同等以上の学力があると認められた者。
（5）学習に支障を来さない、心身ともに健康な者。
※総合型選抜AOは専願と併願を選択できます。出願時にご選択ください。

【4. 出願書類】 ・調査書（要郵送） ・自己PRシート（本学所定用紙／要郵送）
＊入学願書についてはWeb登録のみのため、郵送不要。

【5. 検定料】

【3. 出願期間】 ＜Ⅰ期＞令和4年  9月  1日(木)～令和4年  9月14日(水)［消印有効］
＜Ⅱ期＞令和4年  9月26日(月)～令和4年10月12日(水)［消印有効］
＜Ⅲ期＞令和4年11月  7日(月)～令和4年11月24日(木)［消印有効］
＜Ⅳ期＞令和4年12月  1日(木)～令和4年12月21日(水)［消印有効］
＜Ⅴ期＞令和5年  2月13日(月)～令和5年  3月15日(水)［消印有効］

＜Ⅰ期＞令和4年  9月17日(土)
＜Ⅱ期＞令和4年10月15日(土)
＜Ⅲ期＞令和4年11月26日(土)
＜Ⅳ期＞令和4年12月24日(土)
＜Ⅴ期＞令和5年  3月18日(土)

【6. 試験日】

【10. 合格発表】 合格発表日：＜Ⅰ期＞令和4年11月  1日(火)
＜Ⅱ期＞令和4年11月  1日(火)
＜Ⅲ期＞令和4年12月  3日(土)
＜Ⅳ期＞令和4年12月29日(木)
＜Ⅴ期＞令和5年 3月23日(木)

（1）合格者には、合格通知書をもって、正式な合格とします。
　  なお、合格通知書等は発表日当日に発送します。
（2）選考結果（合否）は、本学公式サイトにて確認することができます。
（3）電話・電子メールなどによる問合せには、応じません。

¥35,000 → ¥33,000

※ Web出願。詳しくは本学公式サイトをご覧ください。

【9. 成績優秀合格者特典】
●特待生C（80名 ※全ての選抜試験で募集する特待生Cの人数です。）
　総合型選抜AOで専願を選択し、優秀な成績を修めた者から、「特待生C」を選抜します。
（1）特待生は、入学後、各学年ごとに学業成績などをもとに審査を行いますが、特に問題（欠席・素行
不良等）がない限り、次年度以降も規定の年限（6年間）まで継続します。

（2）併願を選択した場合、「特待生C」の選抜はいたしません。
※詳しくはP43・44の学納金のページをご覧ください。

オンライン試験実施の手引き
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【10. 入学手続】 入学手続締切日：前期：令和4年12月 3日(土)
後期：令和5年 1月14日(土)

（1）合格通知を受けた者は、指定された期日までに入学手続を済ませてください。
（2）上記手続終了後、入学許可書を送付します。

【11. 入学辞退による学費等の返還について】

入学辞退締切日：前期・後期：令和5年 2月25日(土)の15時 までにご連絡ください。
入学辞退届および還付請求書を送付しますので、受け取り後1週間以内にこれらの書類を提出して
ください（必着）。入学金を除く納付金を返還します。

学校推薦型選抜公募制令和5年度

【1. 募集人員】 薬学科（健康薬学コース・漢方薬学コース・医療薬学コース） 15名
※コース選択は、入学後（4年次）となります。

試験会場の案内図はP45参照。

※受験会場に来ての対面と自宅等でのオンラインの受験方法の選択が可能です。
　出願時にご選択ください。

【2. 出願資格】 令和5年3月に高等学校または中等教育学校を卒業見込みの者または卒業した者で学校長が推薦
する者（既卒者で予備校・進学塾に在学中の者は、予備校長・塾長の推薦も認める）。

※出願資格は、全体の評定平均値及び理科の評定平均値が3.0以上の者。
※学校推薦型選抜公募制は、併願自由です。
※身体に障害のある方の受験については、入学後の学習等に特別な配慮が必要な場合、入学検定料を払い込む前にアド 
　ミッションオフィスにご相談ください。

【4. 出願書類】 ・調査書（要郵送）・推薦書（本学指定用紙／要郵送）
＊入学願書についてはWeb登録のみのため、郵送不要。　

※Webカメラとマイクが利用できるPC・タブレット・スマートフォンのいずれかをご用意ください。

【5. 検定料】

【3. 出願期間】 前期：令和4年11月1日(火)～令和4年11月10日(木)［消印有効］
後期：令和4年12月1日(木)～令和4年12月21日(水)［消印有効］

【6. 試験日】 前期：令和4年11月13日(日)午後
後期：令和4年12月24日(土)午後

【7. 入学試験会場】
埼　　玉  日本薬科大学（さいたまキャンパス）  埼玉県北足立郡伊奈町小室10281   048-721-1155

オンライン 通信環境がある場所

東　　京  日本薬科大学（お茶の水キャンパス）  東京都文京区湯島3丁目15-9   03-5812-9011

受験地   　試験会場         　 住　　所        電話番号

【9. 合格発表】 合格発表日：前期：令和4年11月19日(土)
後期：令和4年12月29日(木)

（1）合格者には、合格通知書をもって、正式な合格とします。
　 なお、合格通知書等は発表日当日に発送します。
　 ※選考結果（合否）は高等学校長宛にも通知します。

（2）選考結果（合否）は、本学公式サイトにて確認することができます。
（3）電話・電子メールなどによる問合せには、応じません。

¥35,000

薬
学
科
（
6
年
制
）

※ Web出願。詳しくは本学公式サイトをご覧ください。

薬学科（6年制）
（健康薬学コース・漢方薬学コース・医療薬学コース）

【8. 選考方法】 ●「化学基礎」（マークシート方式、時間60分）
●面接（約10分）
（1）科目試験および面接・調査書の総合評価により判定します。
（オンラインを選択した場合、化学基礎は「Microsoft Forms」を、面接は「webex」又は「ZOOM」を使用して
実施します。）

【12. 試験時間割】 対面の場合

試験会場に集合

面接（10分程度）

受験上の注意事項

化学基礎（マークシート方式、時間60分）

13：30
13：40
13：50
14：00
15：00
15：10～

※今後の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染状況により募集要項に記載されている選
考方法とは異なる方法で実施することがあるかもしれませんので、ご了承ください。

オンラインの場合

オンライン試験場に入室完了

面接（10分程度）

受験上の注意事項
通信環境の確認と調整

化学基礎（オンライン、時間60分）

解答の送信確認
面接試験の注意事項

13：30
13：40
13：50
14：00
15：00
15：00
15：10
15：10～

オンライン試験実施の手引き
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【10. 入学手続】 入学手続締切日：前期：令和4年12月 3日(土)
後期：令和5年 1月14日(土)

（1）合格通知を受けた者は、指定された期日までに入学手続を済ませてください。
（2）上記手続終了後、入学許可書を送付します。

【11. 入学辞退による学費等の返還について】

入学辞退締切日：前期・後期：令和5年 2月25日(土)の15時 までにご連絡ください。
入学辞退届および還付請求書を送付しますので、受け取り後1週間以内にこれらの書類を提出して
ください（必着）。入学金を除く納付金を返還します。

学校推薦型選抜公募制令和5年度

【1. 募集人員】 薬学科（健康薬学コース・漢方薬学コース・医療薬学コース） 15名
※コース選択は、入学後（4年次）となります。

試験会場の案内図はP45参照。

※受験会場に来ての対面と自宅等でのオンラインの受験方法の選択が可能です。
　出願時にご選択ください。

【2. 出願資格】 令和5年3月に高等学校または中等教育学校を卒業見込みの者または卒業した者で学校長が推薦
する者（既卒者で予備校・進学塾に在学中の者は、予備校長・塾長の推薦も認める）。

※出願資格は、全体の評定平均値及び理科の評定平均値が3.0以上の者。
※学校推薦型選抜公募制は、併願自由です。
※身体に障害のある方の受験については、入学後の学習等に特別な配慮が必要な場合、入学検定料を払い込む前にアド 
　ミッションオフィスにご相談ください。

【4. 出願書類】 ・調査書（要郵送）・推薦書（本学指定用紙／要郵送）
＊入学願書についてはWeb登録のみのため、郵送不要。　

※Webカメラとマイクが利用できるPC・タブレット・スマートフォンのいずれかをご用意ください。

【5. 検定料】

【3. 出願期間】 前期：令和4年11月1日(火)～令和4年11月10日(木)［消印有効］
後期：令和4年12月1日(木)～令和4年12月21日(水)［消印有効］

【6. 試験日】 前期：令和4年11月13日(日)午後
後期：令和4年12月24日(土)午後

【7. 入学試験会場】
埼　　玉  日本薬科大学（さいたまキャンパス）  埼玉県北足立郡伊奈町小室10281   048-721-1155

オンライン 通信環境がある場所

東　　京  日本薬科大学（お茶の水キャンパス）  東京都文京区湯島3丁目15-9   03-5812-9011

受験地   　試験会場         　 住　　所        電話番号

【9. 合格発表】 合格発表日：前期：令和4年11月19日(土)
後期：令和4年12月29日(木)

（1）合格者には、合格通知書をもって、正式な合格とします。
　 なお、合格通知書等は発表日当日に発送します。
　 ※選考結果（合否）は高等学校長宛にも通知します。

（2）選考結果（合否）は、本学公式サイトにて確認することができます。
（3）電話・電子メールなどによる問合せには、応じません。

¥35,000

薬
学
科
（
6
年
制
）

※ Web出願。詳しくは本学公式サイトをご覧ください。

薬学科（6年制）
（健康薬学コース・漢方薬学コース・医療薬学コース）

【8. 選考方法】 ●「化学基礎」（マークシート方式、時間60分）
●面接（約10分）
（1）科目試験および面接・調査書の総合評価により判定します。
（オンラインを選択した場合、化学基礎は「Microsoft Forms」を、面接は「webex」又は「ZOOM」を使用して
実施します。）

【12. 試験時間割】 対面の場合

試験会場に集合

面接（10分程度）

受験上の注意事項

化学基礎（マークシート方式、時間60分）

13：30
13：40
13：50
14：00
15：00
15：10～

※今後の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染状況により募集要項に記載されている選
考方法とは異なる方法で実施することがあるかもしれませんので、ご了承ください。

オンラインの場合

オンライン試験場に入室完了

面接（10分程度）

受験上の注意事項
通信環境の確認と調整

化学基礎（オンライン、時間60分）

解答の送信確認
面接試験の注意事項

13：30
13：40
13：50
14：00
15：00
15：00
15：10
15：10～

オンライン試験実施の手引き
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【1. 募集人員】

【2. 出願資格】 次のいずれかに該当する者
（1）高等学校または中等教育学校を卒業した者（令和5年3月卒業見込の者を含む）。
（２）通常の課程による12年の学校教育を修了した者（令和5年3月修了見込の者を含む）。
（３）文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧大学入学資格検定の合格
　 者を含む）。
（４）文部科学省の定めるところにより、上記と同等以上の学力があると認められた者。
（５）学習に支障を来さない、心身ともに健康な者。
※身体に障害のある方の受験については、入学後の学習等に特別な配慮が必要な場合、入学検定料を払い込む前にアド
　ミッションオフィスにご相談ください。

※上表の人数は、全ての選抜試験で募集する特待生の人数です。

※本学の令和5年度の他の選抜試験において、すでに合格された方、または入学手続を完了された方も受験が可能です。

【4. 出願書類】

【5. 検定料】

【3. 出願期間】 令和4年11月14日(月)～令和4年12月 7日(水)［消印有効］

薬学科（健康薬学コース・漢方薬学コース・医療薬学コース） 30名
※コース選択は、入学後（4年次）となります。

学　科

薬学科

特待生S

5名

特待生B

15名

特待生C

80名

特待生A

10名

特待生募集人員

・調査書（要郵送）
＊入学願書についてはWeb登録のみのため、郵送不要。

令和4年12月10日(土)【6. 試験日】

チャレンジ選抜令和5年度

令和5年 2月25日(土)の15時までにご連絡ください。入学辞退締切日：

【12. 入学辞退による学費等の返還について】

入学辞退届および還付請求書を送付しますので、受け取り後1週間以内にこれらの書類を提出して
ください（必着）。入学金を除く納付金を返還します。

令和4年12月17日(土)【10. 合格発表】 合格発表日：

（1）合格者には、合格通知書をもって、正式な合格とします。
　 なお、合格通知書等は発表日当日に発送します。
（2）選考結果（合否）は、本学公式サイトにて確認することができます。
（3）電話・電子メールなどによる問合せには、応じません。

令和5年 1月14日(土)【11. 入学手続】 入学手続締切日：

（1）合格通知を受けた者は、指定された期日までに入学手続を済ませてください。
（2）上記手続終了後、入学許可書を送付します。

【9. 成績優秀合格者特典】
●特待生S・特待生A・特待生B・特待生C
（1）総合型選抜チャレンジ選抜において、優秀な成績を修めた者から、「特待生S」「特待生A」
「特待生B」「特待生C」を選抜します。

（2）特待生は、入学後、各学年ごとに学業成績などをもとに審査を行いますが、特に問題（素行不良
等）がない限り、次年度以降も規定の年限（6年間）まで継続します。

（3）特待生の選考に漏れた場合でも、一般生で同時に選考します。
※詳しくはP43・44の学納金のページをご覧ください。

【7. 入学試験会場】

¥35,000 → ¥30,000

薬
学
科
（
6
年
制
）

試験会場の案内図はP45参照。

埼　　玉  日本薬科大学（さいたまキャンパス）  埼玉県北足立郡伊奈町小室10281   048-721-1155

東　　京  日本薬科大学（お茶の水キャンパス）  東京都文京区湯島3丁目15-9   03-5812-9011

受験地   　試験会場         　 住　　所        電話番号

薬学科（6年制）
（健康薬学コース・漢方薬学コース・医療薬学コース）

※ Web出願。詳しくは本学公式サイトをご覧ください。

【8. 選考方法】 ●「数学Ⅰ・Ⅱ・A・B（数列・ベクトル）」または「コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・英語表現Ⅰ」から1科目選択
（マークシート方式、時間60分）
●「化学基礎・化学」または「生物基礎・生物」から1科目選択（マークシート方式、時間60分）
（1）理科科目は、試験の当日に選択していただきます。
（2）医療ビジネス薬科学科（4年制）の併願受験が可能です。詳しくはP3のトピックスの3項目をご覧ください。

試験会場に集合

受験上の注意事項

化学基礎・化学または生物基礎・生物（マークシート方式、時間60分）

数学Ⅰ・Ⅱ・A・B（数列・ベクトル）またはコミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・英語表現Ⅰ
（マークシート方式、時間60分）

9：30
9：40
9：50
10：00
11：00
11：30
12：30

【13. 試験時間割】

※今後の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染状況により募集要項に記載されている選
考方法とは異なる方法で実施することがあるかもしれませんので、ご了承ください。
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【1. 募集人員】

【2. 出願資格】 次のいずれかに該当する者
（1）高等学校または中等教育学校を卒業した者（令和5年3月卒業見込の者を含む）。
（２）通常の課程による12年の学校教育を修了した者（令和5年3月修了見込の者を含む）。
（３）文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧大学入学資格検定の合格
　 者を含む）。
（４）文部科学省の定めるところにより、上記と同等以上の学力があると認められた者。
（５）学習に支障を来さない、心身ともに健康な者。
※身体に障害のある方の受験については、入学後の学習等に特別な配慮が必要な場合、入学検定料を払い込む前にアド
　ミッションオフィスにご相談ください。

※上表の人数は、全ての選抜試験で募集する特待生の人数です。

※本学の令和5年度の他の選抜試験において、すでに合格された方、または入学手続を完了された方も受験が可能です。

【4. 出願書類】

【5. 検定料】

【3. 出願期間】 令和4年11月14日(月)～令和4年12月 7日(水)［消印有効］

薬学科（健康薬学コース・漢方薬学コース・医療薬学コース） 30名
※コース選択は、入学後（4年次）となります。

学　科

薬学科

特待生S

5名

特待生B

15名

特待生C

80名

特待生A

10名

特待生募集人員

・調査書（要郵送）
＊入学願書についてはWeb登録のみのため、郵送不要。

令和4年12月10日(土)【6. 試験日】

チャレンジ選抜令和5年度

令和5年 2月25日(土)の15時までにご連絡ください。入学辞退締切日：

【12. 入学辞退による学費等の返還について】

入学辞退届および還付請求書を送付しますので、受け取り後1週間以内にこれらの書類を提出して
ください（必着）。入学金を除く納付金を返還します。

令和4年12月17日(土)【10. 合格発表】 合格発表日：

（1）合格者には、合格通知書をもって、正式な合格とします。
　 なお、合格通知書等は発表日当日に発送します。
（2）選考結果（合否）は、本学公式サイトにて確認することができます。
（3）電話・電子メールなどによる問合せには、応じません。

令和5年 1月14日(土)【11. 入学手続】 入学手続締切日：

（1）合格通知を受けた者は、指定された期日までに入学手続を済ませてください。
（2）上記手続終了後、入学許可書を送付します。

【9. 成績優秀合格者特典】
●特待生S・特待生A・特待生B・特待生C
（1）総合型選抜チャレンジ選抜において、優秀な成績を修めた者から、「特待生S」「特待生A」
「特待生B」「特待生C」を選抜します。

（2）特待生は、入学後、各学年ごとに学業成績などをもとに審査を行いますが、特に問題（素行不良
等）がない限り、次年度以降も規定の年限（6年間）まで継続します。

（3）特待生の選考に漏れた場合でも、一般生で同時に選考します。
※詳しくはP43・44の学納金のページをご覧ください。

【7. 入学試験会場】

¥35,000 → ¥30,000

薬
学
科
（
6
年
制
）

試験会場の案内図はP45参照。

埼　　玉  日本薬科大学（さいたまキャンパス）  埼玉県北足立郡伊奈町小室10281   048-721-1155

東　　京  日本薬科大学（お茶の水キャンパス）  東京都文京区湯島3丁目15-9   03-5812-9011

受験地   　試験会場         　 住　　所        電話番号

薬学科（6年制）
（健康薬学コース・漢方薬学コース・医療薬学コース）

※ Web出願。詳しくは本学公式サイトをご覧ください。

【8. 選考方法】 ●「数学Ⅰ・Ⅱ・A・B（数列・ベクトル）」または「コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・英語表現Ⅰ」から1科目選択
（マークシート方式、時間60分）
●「化学基礎・化学」または「生物基礎・生物」から1科目選択（マークシート方式、時間60分）
（1）理科科目は、試験の当日に選択していただきます。
（2）医療ビジネス薬科学科（4年制）の併願受験が可能です。詳しくはP3のトピックスの3項目をご覧ください。

試験会場に集合

受験上の注意事項

化学基礎・化学または生物基礎・生物（マークシート方式、時間60分）

数学Ⅰ・Ⅱ・A・B（数列・ベクトル）またはコミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・英語表現Ⅰ
（マークシート方式、時間60分）

9：30
9：40
9：50
10：00
11：00
11：30
12：30

【13. 試験時間割】

※今後の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染状況により募集要項に記載されている選
考方法とは異なる方法で実施することがあるかもしれませんので、ご了承ください。
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【1. 募集人員】

【2. 出願資格】 次のいずれかに該当する者
（1）高等学校または中等教育学校を卒業した者（令和5年3月卒業見込の者を含む）。
（2）通常の課程による12年の学校教育を修了した者（令和5年3月修了見込の者を含む）。
（3）文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧大学入学資格検定の合格者を含む）。
（4）文部科学省の定めるところにより、上記と同等以上の学力があると認められた者。
（５）学習に支障を来さない、心身ともに健康な者。
※身体に障害のある方の受験については、入学後の学習等に特別な配慮が必要な場合、入学検定料を払い込む前にアド 
　ミッションオフィスにご相談ください。

【5. 検定料】

【3. 出願期間】
第一期 

前期：令和4年12月19日(月)～令和5年 1月20日(金)［消印有効］
　　　 後期：令和5年  1月10日(火)～令和5年 2月  4日(土)［消印有効］

第二期 前期：令和5年  2月  1日(水)～令和5年 2月18日(土)［消印有効］
　　　 後期：令和5年  2月20日(月)～令和5年 3月  8日(水)［消印有効］

第一期 前期：令和5年 1月25日(水)
　　　 後期：令和5年 2月  9日(木)

第二期 前期：令和5年 2月26日(日)
　　　 後期：令和5年 3月11日(土)

【6. 試験日】

【4. 出願書類】 ・調査書（要郵送）
＊入学願書についてはWeb登録のみのため、郵送不要。

※今後の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染状況により募集要項に記載されている選
抜方法とは異なる方法で実施することがあるかもしれませんので、ご了承ください。

一般選抜N方式［第一期、第二期］令和5年度

¥35,000

（1）試験会場の案内図はP45～P48参照。
（2）一般選抜 N方式［第二期］の受験地につきましては、埼玉・東京・仙台のみの実施となります。
（3）東京会場については、受験者人数によって受験会場を変更していただく場合がございます。ご了承ください。

【9. 成績優秀合格者特典】
●特待生A・特待生B・特待生C
一般選抜 N方式〔第一期、第二期〕において、優秀な成績を修めた者から、「特待生A」「特
待生B」「特待生C」を選抜します。
（1）特待生は、入学後、各学年ごとに学業成績などをもとに審査を行いますが、特に問題（欠席・
　 素行不良等）がない限り、次年度以降も規定の年限（6年間）まで継続します。
（2）一般選抜 N方式〔第一期、第二期〕では、「特待生S 」 の選抜はいたしません。
　 ※詳しくはP43・44の学納金のページをご覧ください。

【8. 選考方法】 ●「数学Ⅰ・Ⅱ・A・B（数列・ベクトル）」または「コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・英語表現Ⅰ」から1科目
選択（マークシート方式、時間60分）
●「化学基礎・化学」または「生物基礎・生物」から1科目選択（マークシート方式、時間60分）
（1）受験科目は、試験の当日に選択していただきます。
（2）医療ビジネス薬科学科（4年制）の併願受験が可能です。詳しくはP3のトピックスの3項目をご覧ください。

第一期 前期：令和5年 2月  3日(金)
　　　 後期：令和5年 2月15日(水)

第二期 前期：令和5年 3月  3日(金)
　　　 後期：令和5年 3月15日(水)

埼　玉

東　京

札　幌

仙　台

名古屋

大　阪

日本薬科大学（さいたまキャンパス）

日本薬科大学（お茶の水キャンパス）

札幌医療リハビリ専門学校

TKPガーデンシティPREMIUM仙台西口

名古屋未来工科専門学校

名古屋オフィスパーク名駅カンファレンスセンター

CIVI北梅田研修センター

埼玉県北足立郡伊奈町小室10281

東京都文京区湯島3丁目15-9

北海道札幌市北区北6条西1-3-1

宮城県仙台市青葉区花京院1-2-15 ソララプラザ

愛知県名古屋市中村区椿町13-7

愛知県名古屋市中村区名駅3丁目22番地4号

大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 5階

048-721-1155

03-5812-9011

011-716-0555

022-204-1036

052-452-0555

052-485-9410

06-6160-5888

受験地 住　　所 電話番号試験会場【7. 入学試験会場】

【10. 合格発表】 合格発表日：

（1）合格者には、合格通知書をもって、正式な合格とします。なお、合格通知書等は発表日当日に発送します。
（2）選考結果（合否）は、本学公式サイトにて確認することができます。
（3）電話・電子メールなどによる問合せには、応じません。
（4）合格発表の際に補欠となった場合は、入学手続きの状況により繰り上げ合格となる場合があり
　  ます。その際には電話および郵送にて発表します。

第一期 前期：令和5年 2月17日(金)
　　　 後期：令和5年 3月  4日(土)

第二期 前期：令和5年 3月18日(土)
　　　 後期：令和5年 3月25日(土)

【11. 入学手続】 入学手続締切日：

（1）合格通知を受けた者は、指定された期日までに入学手続を済ませてください。
（2）上記手続終了後、入学許可書を送付します。

試験会場に集合

受験上の注意事項

化学基礎・化学または生物基礎・生物（マークシート方式、時間60分）

数学Ⅰ・Ⅱ・A・B（数列・ベクトル）またはコミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・英語表現Ⅰ
（マークシート方式、時間60分）

9：30
9：40
9：50
10：00
11：00
11：30
12：30

第一期 前期：令和5年 3月10日(金)
　　　 後期：令和5年 3月17日(金)

第二期 前期：令和5年 3月31日(金) 
　　　 後期：令和5年 3月31日(金) の17時までにご連絡ください。

入学辞退締切日：

【12. 入学辞退による学費等の返還について】

入学辞退届および還付請求書を送付しますので、受け取り後1週間以内にこれらの書類を提出
してください（必着）。入学金を除く納付金を返還します。

【13. 試験時間割】

薬
学
科
（
6
年
制
）

薬学科（6年制）
（健康薬学コース・漢方薬学コース・医療薬学コース）

※ Web出願。詳しくは本学公式サイトをご覧ください。

※左表の人数は、全ての選抜試験で募集
する特待生の人数です。

※本学の令和5年度の他の選抜試験にお
いて、すでに合格された方、または入学手
続を完了された方も受験が可能です。

薬学科（健康薬学コース・漢方薬学コース・医療薬学コース） 60名
※コース選択は、入学後（4年次）となります。

学　科

薬学科

特待生B

15名

特待生C

80名

特待生A

10名

特待生募集人員

※今後の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染状況により募集要項に記載されている選
考方法とは異なる方法で実施することがあるかもしれませんので、ご了承ください。
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【1. 募集人員】

【2. 出願資格】 次のいずれかに該当する者
（1）高等学校または中等教育学校を卒業した者（令和5年3月卒業見込の者を含む）。
（2）通常の課程による12年の学校教育を修了した者（令和5年3月修了見込の者を含む）。
（3）文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧大学入学資格検定の合格者を含む）。
（4）文部科学省の定めるところにより、上記と同等以上の学力があると認められた者。
（５）学習に支障を来さない、心身ともに健康な者。
※身体に障害のある方の受験については、入学後の学習等に特別な配慮が必要な場合、入学検定料を払い込む前にアド 
　ミッションオフィスにご相談ください。

【5. 検定料】

【3. 出願期間】
第一期 

前期：令和4年12月19日(月)～令和5年 1月20日(金)［消印有効］
　　　 後期：令和5年  1月10日(火)～令和5年 2月  4日(土)［消印有効］

第二期 前期：令和5年  2月  1日(水)～令和5年 2月18日(土)［消印有効］
　　　 後期：令和5年  2月20日(月)～令和5年 3月  8日(水)［消印有効］

第一期 前期：令和5年 1月25日(水)
　　　 後期：令和5年 2月  9日(木)

第二期 前期：令和5年 2月26日(日)
　　　 後期：令和5年 3月11日(土)

【6. 試験日】

【4. 出願書類】 ・調査書（要郵送）
＊入学願書についてはWeb登録のみのため、郵送不要。

※今後の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染状況により募集要項に記載されている選
抜方法とは異なる方法で実施することがあるかもしれませんので、ご了承ください。

一般選抜N方式［第一期、第二期］令和5年度

¥35,000

（1）試験会場の案内図はP45～P48参照。
（2）一般選抜 N方式［第二期］の受験地につきましては、埼玉・東京・仙台のみの実施となります。
（3）東京会場については、受験者人数によって受験会場を変更していただく場合がございます。ご了承ください。

【9. 成績優秀合格者特典】
●特待生A・特待生B・特待生C
一般選抜 N方式〔第一期、第二期〕において、優秀な成績を修めた者から、「特待生A」「特
待生B」「特待生C」を選抜します。
（1）特待生は、入学後、各学年ごとに学業成績などをもとに審査を行いますが、特に問題（欠席・
　 素行不良等）がない限り、次年度以降も規定の年限（6年間）まで継続します。
（2）一般選抜 N方式〔第一期、第二期〕では、「特待生S 」 の選抜はいたしません。
　 ※詳しくはP43・44の学納金のページをご覧ください。

【8. 選考方法】 ●「数学Ⅰ・Ⅱ・A・B（数列・ベクトル）」または「コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・英語表現Ⅰ」から1科目
選択（マークシート方式、時間60分）
●「化学基礎・化学」または「生物基礎・生物」から1科目選択（マークシート方式、時間60分）
（1）受験科目は、試験の当日に選択していただきます。
（2）医療ビジネス薬科学科（4年制）の併願受験が可能です。詳しくはP3のトピックスの3項目をご覧ください。

第一期 前期：令和5年 2月  3日(金)
　　　 後期：令和5年 2月15日(水)

第二期 前期：令和5年 3月  3日(金)
　　　 後期：令和5年 3月15日(水)

埼　玉

東　京

札　幌

仙　台

名古屋

大　阪

日本薬科大学（さいたまキャンパス）

日本薬科大学（お茶の水キャンパス）

札幌医療リハビリ専門学校

TKPガーデンシティPREMIUM仙台西口

名古屋未来工科専門学校

名古屋オフィスパーク名駅カンファレンスセンター

CIVI北梅田研修センター

埼玉県北足立郡伊奈町小室10281

東京都文京区湯島3丁目15-9

北海道札幌市北区北6条西1-3-1

宮城県仙台市青葉区花京院1-2-15 ソララプラザ

愛知県名古屋市中村区椿町13-7

愛知県名古屋市中村区名駅3丁目22番地4号

大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 5階

048-721-1155

03-5812-9011

011-716-0555

022-204-1036

052-452-0555

052-485-9410

06-6160-5888

受験地 住　　所 電話番号試験会場【7. 入学試験会場】

【10. 合格発表】 合格発表日：

（1）合格者には、合格通知書をもって、正式な合格とします。なお、合格通知書等は発表日当日に発送します。
（2）選考結果（合否）は、本学公式サイトにて確認することができます。
（3）電話・電子メールなどによる問合せには、応じません。
（4）合格発表の際に補欠となった場合は、入学手続きの状況により繰り上げ合格となる場合があり
　  ます。その際には電話および郵送にて発表します。

第一期 前期：令和5年 2月17日(金)
　　　 後期：令和5年 3月  4日(土)

第二期 前期：令和5年 3月18日(土)
　　　 後期：令和5年 3月25日(土)

【11. 入学手続】 入学手続締切日：

（1）合格通知を受けた者は、指定された期日までに入学手続を済ませてください。
（2）上記手続終了後、入学許可書を送付します。

試験会場に集合

受験上の注意事項

化学基礎・化学または生物基礎・生物（マークシート方式、時間60分）

数学Ⅰ・Ⅱ・A・B（数列・ベクトル）またはコミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・英語表現Ⅰ
（マークシート方式、時間60分）

9：30
9：40
9：50
10：00
11：00
11：30
12：30

第一期 前期：令和5年 3月10日(金)
　　　 後期：令和5年 3月17日(金)

第二期 前期：令和5年 3月31日(金) 
　　　 後期：令和5年 3月31日(金) の17時までにご連絡ください。

入学辞退締切日：

【12. 入学辞退による学費等の返還について】

入学辞退届および還付請求書を送付しますので、受け取り後1週間以内にこれらの書類を提出
してください（必着）。入学金を除く納付金を返還します。

【13. 試験時間割】

薬
学
科
（
6
年
制
）

薬学科（6年制）
（健康薬学コース・漢方薬学コース・医療薬学コース）

※ Web出願。詳しくは本学公式サイトをご覧ください。

※左表の人数は、全ての選抜試験で募集
する特待生の人数です。

※本学の令和5年度の他の選抜試験にお
いて、すでに合格された方、または入学手
続を完了された方も受験が可能です。

薬学科（健康薬学コース・漢方薬学コース・医療薬学コース） 60名
※コース選択は、入学後（4年次）となります。

学　科

薬学科

特待生B

15名

特待生C

80名

特待生A

10名

特待生募集人員

※今後の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染状況により募集要項に記載されている選
考方法とは異なる方法で実施することがあるかもしれませんので、ご了承ください。

16



【1. 募集人員】 薬学科（健康薬学コース・漢方薬学コース・医療薬学コース） 30名
※コース選択は、入学後（4年次）となります。

【2. 出願資格】 次のいずれかに該当する者
（1）高等学校または中等教育学校を卒業した者（令和5年3月卒業見込の者を含む）。
（2）通常の課程による12年の学校教育を修了した者（令和5年3月修了見込の者を含む）。
（3）文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧大学入学資格検定の合格者を含む）。
（4）文部科学省の定めるところにより、上記と同等以上の学力があると認められた者。
（５）学習に支障を来さない、心身ともに健康な者。
※身体に障害のある方の受験については、入学後の学習等に特別な配慮が必要な場合、入学検定料を払い込む前にアド
　ミッションオフィスにご相談ください。

【4. 出願書類】 ・調査書（要郵送）
＊入学願書についてはWeb登録のみのため、郵送不要。

【5. 検定料】

【3. 出願期間】 前期：令和4年12月19日(月)～令和5年 1月20日(金)［消印有効］
後期：令和5年  1月10日(火)～令和5年 2月  4日(土)［消印有効］

前期：令和5年 1月26日(木)
後期：令和5年 2月10日(金)

【6. 試験日】

一般選抜 特別選抜方式（前期・後期）令和5年度

¥35,000

（1）試験会場の案内図はP45～P48参照。
（2）東京会場については、受験者人数によって受験会場を変更していただく場合がございます。

ご了承ください。

【9. 成績優秀合格者特典】
●特待生S・特待生A・特待生B・特待生C
一般選抜 特別選抜方式において、優秀な成績を修めた者から、「特待生S」「特待生A」「特待生B」
「特待生C」を選抜します。
（1）特待生は、入学後、各学年ごとに学業成績などをもとに審査を行いますが、特に問題（欠席・素行
　 不良等）がない限り、次年度以降も規定の年限（6年間）まで継続します。
（2）特待生の選考に漏れた場合でも、一般生で同時に選考します。
　 ※詳しくはP43・44の学納金のページをご覧ください。

【8. 選考方法】 ●「コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・英語表現Ⅰ」（マークシート方式、時間60分）
●「数学Ⅰ・Ⅱ・A・B（数列・ベクトル）」
●「化学基礎・化学」または「生物基礎・生物」から1科目選択（マークシート方式、時間60分）
（1）理科科目は、試験の当日に選択していただきます。
（2）医療ビジネス薬科学科（4年制）の併願受験が可能です。詳しくはP3のトピックスの3項目をご覧ください。

前期：令和5年 2月  3日(金)
後期：令和5年 2月15日(水)

【10. 合格発表】 合格発表日：

（1）合格者には、合格通知書をもって、正式な合格とします。なお、合格通知書等は発表日当日
　  に発送します。
（2）選考結果（合否）は、本学公式サイトにて確認することができます。
（3）電話・電子メールなどによる問合せには、応じません。
（4）合格発表の際に補欠となった場合は、入学手続きの状況により繰り上げ合格となる場合があり
　  ます。その際には電話および郵送にて発表します。

前期：令和5年 2月17日(金)
後期：令和5年 3月  4日(土)

【11. 入学手続】 入学手続締切日：

（1）合格通知を受けた者は、指定された期日までに入学手続を済ませてください。
（2）上記手続終了後、入学許可書を送付します。

前期：令和5年 3月10日(金)
後期：令和5年 3月17日(金) の17時までにご連絡ください。

入学辞退締切日：

【12. 入学辞退による学費等の返還について】

入学辞退届および還付請求書を送付しますので、受け取り後1週間以内にこれらの書類を提出し
てください（必着）。入学金を除く納付金を返還します。

【13. 試験時間割】

薬
学
科
（
6
年
制
）

薬学科（6年制）
（健康薬学コース・漢方薬学コース・医療薬学コース）

試験会場に集合

受験上の注意事項

理科［「化学基礎・化学」または「生物基礎・生物」］（マークシート方式、60分）

英語［コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・英語表現Ⅰ］（マークシート方式、60分）

数学［数学Ⅰ・Ⅱ・A・B（数列・ベクトル）］（マークシート方式、60分）

昼食（50分）

9：30
9：40
9：50
10：00
11：00
11：30
12：30
12：30
13：20
13：30
14：30

※ Web出願。詳しくは本学公式サイトをご覧ください。

※上表の人数は、全ての選抜試験で募集する特待生の人数です。

※本学の令和5年度の他の選抜試験において、すでに合格された方、または入学手続を完了された方も受験が可能です。

学　科

薬学科

特待生S

5名

特待生B

15名

特待生C

80名

特待生A

10名

特待生募集人員

※今後の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染状況により募集要項に記載されている選
考方法とは異なる方法で実施することがあるかもしれませんので、ご了承ください。

埼　玉

東　京

札　幌

仙　台

名古屋

大　阪

日本薬科大学（さいたまキャンパス）

日本薬科大学（お茶の水キャンパス）

札幌医療リハビリ専門学校

TKPガーデンシティPREMIUM仙台西口

名古屋未来工科専門学校

名古屋オフィスパーク名駅カンファレンスセンター

CIVI北梅田研修センター

埼玉県北足立郡伊奈町小室10281

東京都文京区湯島3丁目15-9

北海道札幌市北区北6条西1-3-1

宮城県仙台市青葉区花京院1-2-15 ソララプラザ

愛知県名古屋市中村区椿町13-7

愛知県名古屋市中村区名駅3丁目22番地4号

大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 5階

048-721-1155

03-5812-9011

011-716-0555

022-204-1036

052-452-0555

052-485-9410

06-6160-5888

受験地 住　　所 電話番号試験会場【7. 入学試験会場】
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【1. 募集人員】 薬学科（健康薬学コース・漢方薬学コース・医療薬学コース） 30名
※コース選択は、入学後（4年次）となります。

【2. 出願資格】 次のいずれかに該当する者
（1）高等学校または中等教育学校を卒業した者（令和5年3月卒業見込の者を含む）。
（2）通常の課程による12年の学校教育を修了した者（令和5年3月修了見込の者を含む）。
（3）文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧大学入学資格検定の合格者を含む）。
（4）文部科学省の定めるところにより、上記と同等以上の学力があると認められた者。
（５）学習に支障を来さない、心身ともに健康な者。
※身体に障害のある方の受験については、入学後の学習等に特別な配慮が必要な場合、入学検定料を払い込む前にアド
　ミッションオフィスにご相談ください。

【4. 出願書類】 ・調査書（要郵送）
＊入学願書についてはWeb登録のみのため、郵送不要。

【5. 検定料】

【3. 出願期間】 前期：令和4年12月19日(月)～令和5年 1月20日(金)［消印有効］
後期：令和5年  1月10日(火)～令和5年 2月  4日(土)［消印有効］

前期：令和5年 1月26日(木)
後期：令和5年 2月10日(金)

【6. 試験日】

一般選抜 特別選抜方式（前期・後期）令和5年度

¥35,000

（1）試験会場の案内図はP45～P48参照。
（2）東京会場については、受験者人数によって受験会場を変更していただく場合がございます。

ご了承ください。

【9. 成績優秀合格者特典】
●特待生S・特待生A・特待生B・特待生C
一般選抜 特別選抜方式において、優秀な成績を修めた者から、「特待生S」「特待生A」「特待生B」
「特待生C」を選抜します。
（1）特待生は、入学後、各学年ごとに学業成績などをもとに審査を行いますが、特に問題（欠席・素行
　 不良等）がない限り、次年度以降も規定の年限（6年間）まで継続します。
（2）特待生の選考に漏れた場合でも、一般生で同時に選考します。
　 ※詳しくはP43・44の学納金のページをご覧ください。

【8. 選考方法】 ●「コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・英語表現Ⅰ」（マークシート方式、時間60分）
●「数学Ⅰ・Ⅱ・A・B（数列・ベクトル）」
●「化学基礎・化学」または「生物基礎・生物」から1科目選択（マークシート方式、時間60分）
（1）理科科目は、試験の当日に選択していただきます。
（2）医療ビジネス薬科学科（4年制）の併願受験が可能です。詳しくはP3のトピックスの3項目をご覧ください。

前期：令和5年 2月  3日(金)
後期：令和5年 2月15日(水)

【10. 合格発表】 合格発表日：

（1）合格者には、合格通知書をもって、正式な合格とします。なお、合格通知書等は発表日当日
　  に発送します。
（2）選考結果（合否）は、本学公式サイトにて確認することができます。
（3）電話・電子メールなどによる問合せには、応じません。
（4）合格発表の際に補欠となった場合は、入学手続きの状況により繰り上げ合格となる場合があり
　  ます。その際には電話および郵送にて発表します。

前期：令和5年 2月17日(金)
後期：令和5年 3月  4日(土)

【11. 入学手続】 入学手続締切日：

（1）合格通知を受けた者は、指定された期日までに入学手続を済ませてください。
（2）上記手続終了後、入学許可書を送付します。

前期：令和5年 3月10日(金)
後期：令和5年 3月17日(金) の17時までにご連絡ください。

入学辞退締切日：

【12. 入学辞退による学費等の返還について】

入学辞退届および還付請求書を送付しますので、受け取り後1週間以内にこれらの書類を提出し
てください（必着）。入学金を除く納付金を返還します。

【13. 試験時間割】

薬
学
科
（
6
年
制
）

薬学科（6年制）
（健康薬学コース・漢方薬学コース・医療薬学コース）

試験会場に集合

受験上の注意事項

理科［「化学基礎・化学」または「生物基礎・生物」］（マークシート方式、60分）

英語［コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・英語表現Ⅰ］（マークシート方式、60分）

数学［数学Ⅰ・Ⅱ・A・B（数列・ベクトル）］（マークシート方式、60分）

昼食（50分）

9：30
9：40
9：50
10：00
11：00
11：30
12：30
12：30
13：20
13：30
14：30

※ Web出願。詳しくは本学公式サイトをご覧ください。

※上表の人数は、全ての選抜試験で募集する特待生の人数です。

※本学の令和5年度の他の選抜試験において、すでに合格された方、または入学手続を完了された方も受験が可能です。

学　科

薬学科

特待生S

5名

特待生B

15名

特待生C

80名

特待生A

10名

特待生募集人員

※今後の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染状況により募集要項に記載されている選
考方法とは異なる方法で実施することがあるかもしれませんので、ご了承ください。

埼　玉

東　京

札　幌

仙　台

名古屋

大　阪

日本薬科大学（さいたまキャンパス）

日本薬科大学（お茶の水キャンパス）

札幌医療リハビリ専門学校

TKPガーデンシティPREMIUM仙台西口

名古屋未来工科専門学校

名古屋オフィスパーク名駅カンファレンスセンター

CIVI北梅田研修センター

埼玉県北足立郡伊奈町小室10281

東京都文京区湯島3丁目15-9

北海道札幌市北区北6条西1-3-1

宮城県仙台市青葉区花京院1-2-15 ソララプラザ

愛知県名古屋市中村区椿町13-7

愛知県名古屋市中村区名駅3丁目22番地4号

大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 5階

048-721-1155

03-5812-9011

011-716-0555

022-204-1036

052-452-0555

052-485-9410

06-6160-5888

受験地 住　　所 電話番号試験会場【7. 入学試験会場】
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【1. 募集人員】 薬学科（健康薬学コース・漢方薬学コース・医療薬学コース） 15名
※コース選択は、入学後（4年次）となります。

【2. 出願資格】 次のいずれかに該当する者で、令和5年度大学入学共通テストにおいて本学が指定する教科・科目
を受験する者［一般選抜 N方式［第一期（前期・後期）］［第二期（前期・後期）］、一般選抜  特別選
抜方式（前期・後期）との併願も可能です］。
（1）高等学校または中等教育学校を卒業した者（令和5年3月卒業見込の者を含む）。
（2）通常の課程による12年の学校教育を修了した者（令和5年3月修了見込の者を含む）。
（3）文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧大学入学資格検定の合格
　 者を含む）。
（4）文部科学省の定めるところにより、上記と同等以上の学力があると認められた者。
（５）学習に支障を来さない、心身ともに健康な者。
※身体に障害のある方の受験については、入学後の学習等に特別な配慮が必要な場合、入学検定料を払い込む前にアド
　ミッションオフィスにご相談ください。

【4. 出願書類】 ・調査書（要郵送）
・成績請求票（大学入試センターから交付／本学指定台紙に貼付けの上要郵送）
＊入学願書についてはWeb登録のみのため、郵送不要。

【5. 検定料】

【3. 出願期間】 前期：令和4年12月19日(月)～令和5年 1月31日(火)［消印有効］
後期：令和5年  2月 1日(水)～令和5年 3月  4日(土)［消印有効］

※併願で出願される方は、出願受付締切日にご注意ください。

一般選抜 N方式［第一期］（前期）と大学入学共通テスト利用（前期）

一般選抜 N方式［第一期］（後期）と大学入学共通テスト利用（前期）

一般選抜 N方式［第二期］（前期）と大学入学共通テスト利用（後期）

一般選抜 N方式［第二期］（後期）と大学入学共通テスト利用（後期）

一般選抜 特別選抜方式（前期）と大学入学共通テスト利用（前期）

一般選抜 特別選抜方式（後期）と大学入学共通テスト利用（後期）

53,000円→35,000円

53,000円→35,000円

53,000円→35,000円

53,000円→35,000円

53,000円→35,000円

53,000円→35,000円

検定料出願パターン

例）一般選抜  N方式［第一期（前期・後期）］［第二期（前期・後期）］、一般選抜  特別選抜方式［（前
期・後期）］と大学入学共通テスト利用（前期・後期）の併願の場合 （※検定料優遇措置）

大学入学共通テスト利用（前期・後期）令和5年度

【6. 試験内容】

前期：令和5年 2月  9日(木)
後期：令和5年 3月15日(水)

【8. 合格発表】 合格発表日：

（1）合格者には、合格通知書をもって、正式な合格とします。
　 なお、合格通知書等は発表日当日に発送します。
（2）選考結果（合否）は、本学公式サイトにて確認することができます。
（3）電話・電子メールなどによる問合せには、応じません。
（4）合格発表の際に補欠となった場合は、入学手続きの状況により繰り上げ合格となる場合があり
　 ます。その際には電話および郵送にて発表します。

前期：令和5年 2月25日(土)
後期：令和5年 3月25日(土)

【9. 入学手続】 入学手続締切日：

（1）合格通知を受けた者は、指定された期日までに入学手続を済ませてください。
（2）上記手続終了後、入学許可書を送付します。

【7. 選考方法】 令和5年度大学入学共通テストにおいて本学が指定した教科・科目の成績および調査書を考慮し、
総合評価により判定します。

（1）試験日および試験会場
　令和5年 1月14日(土)・15日(日)
　※大学入試センターから指定された試験会場

（2）本学が指定する教科・科目、配点

○本学独自の個別試験は課しません。

前期：令和5年 3月18日(土) の15時
後期：令和5年 3月31日(金) の17時までにご連絡ください。

入学辞退締切日：

【10. 入学辞退による学費等の返還について】

入学辞退届および還付請求書を送付しますので、受け取り後1週間以内にこれらの書類を提出して
ください（必着）。入学金を除く納付金を返還します。

科　　目

英語（リーディング・リスニング）

教　科 必修・選択別

選択（いずれか1科目選択）

必修

配点

100点

100点

理　科

外国語

化学・生物

¥18,000

薬
学
科
（
6
年
制
）

薬学科（6年制）
（健康薬学コース・漢方薬学コース・医療薬学コース）

※理科の科目を両方受験した場合、得点の高い方の科目を採用します。
※外国語「英語」は配点200点を100点（リーディング80点満点、リスニング20点満点）に換算します。

※ Web出願。詳しくは本学公式サイトをご覧ください。

※今後の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染状況により募集要項に記載されている選
考方法とは異なる方法で実施することがあるかもしれませんので、ご了承ください。

※一般選抜と併願する場合、大学入学共通テスト利用の検定料は免除となります。
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【1. 募集人員】 薬学科（健康薬学コース・漢方薬学コース・医療薬学コース） 15名
※コース選択は、入学後（4年次）となります。

【2. 出願資格】 次のいずれかに該当する者で、令和5年度大学入学共通テストにおいて本学が指定する教科・科目
を受験する者［一般選抜 N方式［第一期（前期・後期）］［第二期（前期・後期）］、一般選抜  特別選
抜方式（前期・後期）との併願も可能です］。
（1）高等学校または中等教育学校を卒業した者（令和5年3月卒業見込の者を含む）。
（2）通常の課程による12年の学校教育を修了した者（令和5年3月修了見込の者を含む）。
（3）文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧大学入学資格検定の合格
　 者を含む）。
（4）文部科学省の定めるところにより、上記と同等以上の学力があると認められた者。
（５）学習に支障を来さない、心身ともに健康な者。
※身体に障害のある方の受験については、入学後の学習等に特別な配慮が必要な場合、入学検定料を払い込む前にアド
　ミッションオフィスにご相談ください。

【4. 出願書類】 ・調査書（要郵送）
・成績請求票（大学入試センターから交付／本学指定台紙に貼付けの上要郵送）
＊入学願書についてはWeb登録のみのため、郵送不要。

【5. 検定料】

【3. 出願期間】 前期：令和4年12月19日(月)～令和5年 1月31日(火)［消印有効］
後期：令和5年  2月 1日(水)～令和5年 3月  4日(土)［消印有効］

※併願で出願される方は、出願受付締切日にご注意ください。

一般選抜 N方式［第一期］（前期）と大学入学共通テスト利用（前期）

一般選抜 N方式［第一期］（後期）と大学入学共通テスト利用（前期）

一般選抜 N方式［第二期］（前期）と大学入学共通テスト利用（後期）

一般選抜 N方式［第二期］（後期）と大学入学共通テスト利用（後期）

一般選抜 特別選抜方式（前期）と大学入学共通テスト利用（前期）

一般選抜 特別選抜方式（後期）と大学入学共通テスト利用（後期）

53,000円→35,000円

53,000円→35,000円

53,000円→35,000円

53,000円→35,000円

53,000円→35,000円

53,000円→35,000円

検定料出願パターン

例）一般選抜  N方式［第一期（前期・後期）］［第二期（前期・後期）］、一般選抜  特別選抜方式［（前
期・後期）］と大学入学共通テスト利用（前期・後期）の併願の場合 （※検定料優遇措置）

大学入学共通テスト利用（前期・後期）令和5年度

【6. 試験内容】

前期：令和5年 2月  9日(木)
後期：令和5年 3月15日(水)

【8. 合格発表】 合格発表日：

（1）合格者には、合格通知書をもって、正式な合格とします。
　 なお、合格通知書等は発表日当日に発送します。
（2）選考結果（合否）は、本学公式サイトにて確認することができます。
（3）電話・電子メールなどによる問合せには、応じません。
（4）合格発表の際に補欠となった場合は、入学手続きの状況により繰り上げ合格となる場合があり
　 ます。その際には電話および郵送にて発表します。

前期：令和5年 2月25日(土)
後期：令和5年 3月25日(土)

【9. 入学手続】 入学手続締切日：

（1）合格通知を受けた者は、指定された期日までに入学手続を済ませてください。
（2）上記手続終了後、入学許可書を送付します。

【7. 選考方法】 令和5年度大学入学共通テストにおいて本学が指定した教科・科目の成績および調査書を考慮し、
総合評価により判定します。

（1）試験日および試験会場
　令和5年 1月14日(土)・15日(日)
　※大学入試センターから指定された試験会場

（2）本学が指定する教科・科目、配点

○本学独自の個別試験は課しません。

前期：令和5年 3月18日(土) の15時
後期：令和5年 3月31日(金) の17時までにご連絡ください。

入学辞退締切日：

【10. 入学辞退による学費等の返還について】

入学辞退届および還付請求書を送付しますので、受け取り後1週間以内にこれらの書類を提出して
ください（必着）。入学金を除く納付金を返還します。

科　　目

英語（リーディング・リスニング）

教　科 必修・選択別

選択（いずれか1科目選択）

必修

配点

100点

100点

理　科

外国語

化学・生物

¥18,000

薬
学
科
（
6
年
制
）

薬学科（6年制）
（健康薬学コース・漢方薬学コース・医療薬学コース）

※理科の科目を両方受験した場合、得点の高い方の科目を採用します。
※外国語「英語」は配点200点を100点（リーディング80点満点、リスニング20点満点）に換算します。

※ Web出願。詳しくは本学公式サイトをご覧ください。

※今後の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染状況により募集要項に記載されている選
考方法とは異なる方法で実施することがあるかもしれませんので、ご了承ください。

※一般選抜と併願する場合、大学入学共通テスト利用の検定料は免除となります。
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【1. 募集人員】 薬学科（健康薬学コース・漢方薬学コース・医療薬学コース） 15名
※コース選択は、入学後（4年次）となります。

【2. 出願資格】 次のいずれかに該当する者で、令和5年度大学入学共通テスト利用特別選抜方式において本学が
指定する教科・科目を受験する者。
（1）高等学校または中等教育学校を卒業した者（令和5年3月卒業見込の者を含む）。
（2）通常の課程による12年の学校教育を修了した者（令和5年3月修了見込の者を含む）。
（3）文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧大学入学資格検定の合格
　 者を含む）。
（4）文部科学省の定めるところにより、上記と同等以上の学力があると認められた者。
（５）学習に支障を来さない、心身ともに健康な者。
※身体に障害のある方の受験については、入学後の学習等に特別な配慮が必要な場合、入学検定料を払い込む前にアド
　ミッションオフィスにご相談ください。

【4. 出願書類】 ・調査書（要郵送）
・成績請求票（大学入試センターから交付／本学指定台紙に貼付けの上要郵送）
＊入学願書についてはWeb登録のみのため、郵送不要。

【5. 検定料】

【3. 出願期間】 令和4年12月19日(月)～令和5年 1月13日(金)［消印有効］

大学入学共通テスト利用特別選抜方式令和5年度

令和5年 2月 9日(木)【9. 合格発表】 合格発表日：
（1）合格者には、合格通知書をもって、正式な合格とします。
　 なお、合格通知書等は発表日当日に発送します。
（2）選考結果（合否）は、本学公式サイトにて確認することができます。
（3）電話・電子メールなどによる問合せには、応じません。
（4）合格発表の際に補欠となった場合は、入学手続きの状況により繰り上げ合格となる場合がありま
　 す。その際には電話および郵送にて発表します。

令和5年 2月25日(土)【10. 入学手続】 入学手続締切日：
（1）合格通知を受けた者は、指定された期日までに入学手続を済ませてください。
（2)上記手続終了後、入学許可書を送付します。

【7. 選考方法】 令和5年度大学入学共通テストにおいて本学が指定した教科・科目の成績および調査書を考慮し、
総合評価により判定します。

令和5年 3月18日(土) の15時までにご連絡ください。入学辞退締切日：

【11. 入学辞退による学費等の返還について】

入学辞退届および還付請求書を送付しますので、受け取り後1週間以内にこれらの書類を提出して
ください（必着）。入学金を除く納付金を返還します。

¥18,000

薬
学
科
（
6
年
制
）

薬学科（6年制）
（健康薬学コース・漢方薬学コース・医療薬学コース）

※ Web出願。詳しくは本学公式サイトをご覧ください。

【6. 試験内容】 （1）試験日および試験会場
　令和5年 1月14日(土)・15日(日)
　※大学入試センターから指定された試験会場

（2）本学が指定する教科・科目、配点

○本学独自の個別試験は課しません。

科　　目

数学Ⅰ・数学A

教　科 必修・選択別

選択（いずれか1科目選択）

必修

配点

100点

100点

理　科

数　学

英語（リーディング・リスニング） 必修 100点外国語

化学・生物

※理科の科目を両方受験した場合、得点の高い方の科目を採用します。
※外国語「英語」は配点200点を100点（リーディング80点満点、リスニング20点満点）に換算します。

【8. 成績優秀合格者特典】
●特待生S・特待生A・特待生B・特待生C
（1）大学入学共通テスト利用特別選抜方式において、優秀な成績を修めた者から、「特待生S」
「特待生A」「特待生B」「特待生C」を選抜します。

（2）特待生は、入学後、各学年ごとに学業成績などをもとに審査を行いますが、特に問題（素行不良
等）がない限り、次年度以降も規定の年限（6年間）まで継続します。

（3）特待生の選考に漏れた場合でも、一般生で同時に選考します。
※詳しくはP43・44の学納金のページをご覧ください。

※今後の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染状況により募集要項に記載されている選
考方法とは異なる方法で実施することがあるかもしれませんので、ご了承ください。

※上表の人数は、全ての選抜試験で募集する特待生の人数です。

※本学の令和5年度の他の選抜試験において、すでに合格された方、または入学手続を完了された方も受験が可能です。

学　科

薬学科

特待生S

5名

特待生B

15名

特待生C

80名

特待生A

10名

特待生募集人員
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【1. 募集人員】 薬学科（健康薬学コース・漢方薬学コース・医療薬学コース） 15名
※コース選択は、入学後（4年次）となります。

【2. 出願資格】 次のいずれかに該当する者で、令和5年度大学入学共通テスト利用特別選抜方式において本学が
指定する教科・科目を受験する者。
（1）高等学校または中等教育学校を卒業した者（令和5年3月卒業見込の者を含む）。
（2）通常の課程による12年の学校教育を修了した者（令和5年3月修了見込の者を含む）。
（3）文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧大学入学資格検定の合格
　 者を含む）。
（4）文部科学省の定めるところにより、上記と同等以上の学力があると認められた者。
（５）学習に支障を来さない、心身ともに健康な者。
※身体に障害のある方の受験については、入学後の学習等に特別な配慮が必要な場合、入学検定料を払い込む前にアド
　ミッションオフィスにご相談ください。

【4. 出願書類】 ・調査書（要郵送）
・成績請求票（大学入試センターから交付／本学指定台紙に貼付けの上要郵送）
＊入学願書についてはWeb登録のみのため、郵送不要。

【5. 検定料】

【3. 出願期間】 令和4年12月19日(月)～令和5年 1月13日(金)［消印有効］

大学入学共通テスト利用特別選抜方式令和5年度

令和5年 2月 9日(木)【9. 合格発表】 合格発表日：
（1）合格者には、合格通知書をもって、正式な合格とします。
　 なお、合格通知書等は発表日当日に発送します。
（2）選考結果（合否）は、本学公式サイトにて確認することができます。
（3）電話・電子メールなどによる問合せには、応じません。
（4）合格発表の際に補欠となった場合は、入学手続きの状況により繰り上げ合格となる場合がありま
　 す。その際には電話および郵送にて発表します。

令和5年 2月25日(土)【10. 入学手続】 入学手続締切日：
（1）合格通知を受けた者は、指定された期日までに入学手続を済ませてください。
（2)上記手続終了後、入学許可書を送付します。

【7. 選考方法】 令和5年度大学入学共通テストにおいて本学が指定した教科・科目の成績および調査書を考慮し、
総合評価により判定します。

令和5年 3月18日(土) の15時までにご連絡ください。入学辞退締切日：

【11. 入学辞退による学費等の返還について】

入学辞退届および還付請求書を送付しますので、受け取り後1週間以内にこれらの書類を提出して
ください（必着）。入学金を除く納付金を返還します。

¥18,000

薬
学
科
（
6
年
制
）

薬学科（6年制）
（健康薬学コース・漢方薬学コース・医療薬学コース）

※ Web出願。詳しくは本学公式サイトをご覧ください。

【6. 試験内容】 （1）試験日および試験会場
　令和5年 1月14日(土)・15日(日)
　※大学入試センターから指定された試験会場

（2）本学が指定する教科・科目、配点

○本学独自の個別試験は課しません。

科　　目

数学Ⅰ・数学A

教　科 必修・選択別

選択（いずれか1科目選択）

必修

配点

100点

100点

理　科

数　学

英語（リーディング・リスニング） 必修 100点外国語

化学・生物

※理科の科目を両方受験した場合、得点の高い方の科目を採用します。
※外国語「英語」は配点200点を100点（リーディング80点満点、リスニング20点満点）に換算します。

【8. 成績優秀合格者特典】
●特待生S・特待生A・特待生B・特待生C
（1）大学入学共通テスト利用特別選抜方式において、優秀な成績を修めた者から、「特待生S」
「特待生A」「特待生B」「特待生C」を選抜します。

（2）特待生は、入学後、各学年ごとに学業成績などをもとに審査を行いますが、特に問題（素行不良
等）がない限り、次年度以降も規定の年限（6年間）まで継続します。

（3）特待生の選考に漏れた場合でも、一般生で同時に選考します。
※詳しくはP43・44の学納金のページをご覧ください。

※今後の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染状況により募集要項に記載されている選
考方法とは異なる方法で実施することがあるかもしれませんので、ご了承ください。

※上表の人数は、全ての選抜試験で募集する特待生の人数です。

※本学の令和5年度の他の選抜試験において、すでに合格された方、または入学手続を完了された方も受験が可能です。

学　科

薬学科

特待生S

5名

特待生B

15名

特待生C

80名

特待生A

10名

特待生募集人員
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試験会場に集合

面接（約20分）

受験上の注意事項

 9：30
 9：40
 9：50
10：00～

【11. 入学手続】 入学手続締切日：＜Ⅰ期＞令和4年11月26日(土)
＜Ⅱ期＞令和4年11月26日(土)
＜Ⅲ期＞令和4年12月17日(土)
＜Ⅳ期＞令和5年  1月14日(土)
＜Ⅴ期＞令和5年  3月31日(金)

（1）合格通知を受けた者は、指定された期日までに入学手続を済ませてください。
（2）上記手続終了後、入学許可書を送付します。
（注意事項）
専願を選択した場合、納付金（手続書類を含む）は返還いたしません。書類提出が遅くなる場合は、
事前にご連絡ください。

【13. 試験時間割】

総合型選抜AO〔面接試験〕（Ⅰ～Ⅴ期）令和5年度

【1. 募集人員】 ■医療ビジネス薬科学科（ビジネス薬学コース・情報薬学コース・韓国薬学コース）
　お茶の水キャンパス〔4年制〕 15名
■医療ビジネス薬科学科（スポーツ薬学コース・栄養薬学コース）さいたまキャンパス〔4年制〕 3名
※コース選択は入学後に選択します。但し、出願時に医療ビジネス薬科学科・お茶の水キャンパス
（ビジネス薬学コース・情報薬学コース・韓国薬学コース）、医療ビジネス薬科学科・さいたまキャン
パス（スポーツ薬学コース・栄養薬学コース）のキャンパス選択が必要です。

試験会場の案内図はP45参照。
※受験人数により、受験会場を変更していただく場合がございます。ご了承ください。

【2. 出願資格】 （1）高等学校または中等教育学校を卒業した者（令和5年3月卒業見込の者を含む）。
（2）通常の課程による12年の学校教育を修了した者（令和5年3月修了見込の者を含む）。
（3）文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧大学入学資格検定の合格
者を含む）。

（4）文部科学省の定めるところにより、上記と同等以上の学力があると認められた者。
※総合型選抜AOは専願と併願を選択できます。出願時にご選択ください。

【4. 出願書類】 ・調査書（要郵送） ・自己PRシート（本学所定用紙／要郵送）
＊入学願書についてはWeb登録のみのため、郵送不要。

【8. 選考方法】 ●面接（約20分）＊面接・書類の総合評価により判定します。

【3. 出願期間】 ＜Ⅰ期＞令和4年  9月  1日(木)～令和4年  9月14日(水)［消印有効］
＜Ⅱ期＞令和4年  9月26日(月)～令和4年10月12日(水)［消印有効］
＜Ⅲ期＞令和4年11月  7日(月)～令和4年11月24日(木)［消印有効］
＜Ⅳ期＞令和4年12月  1日(木)～令和4年12月21日(水)［消印有効］
＜Ⅴ期＞令和5年  2月13日(月)～令和5年  3月15日(水)［消印有効］

【10. 合格発表】 合格発表日：＜Ⅰ期＞令和4年11月  1日(火)
＜Ⅱ期＞令和4年11月  1日(火)
＜Ⅲ期＞令和4年12月  3日(土)
＜Ⅳ期＞令和4年12月29日(木)
＜Ⅴ期＞令和5年  3月23日(木)

（1）合格者には、合格通知書をもって、正式な合格とします。
　 なお、合格通知書等は発表日当日に発送します。
（2）選考結果（合否）は、本学公式サイトにて確認することができます。
（3）電話・電子メールなどによる問合せには、応じません。
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医療ビジネス薬科学科（4年制）
（ビジネス薬学コース・情報薬学コース・韓国薬学コース・スポーツ薬学コース・栄養薬学コース）

※ Web出願。詳しくは本学公式サイトをご覧ください。

※今後の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染状況により募集要項に記載されている選
考方法とは異なる方法で実施することがあるかもしれませんので、ご了承ください。

【12. 入学辞退による学費の返還について】
併願を選択した場合に限り、入学手続き後に辞退することができます。
入学辞退締切日：＜Ⅰ期＞令和5年 2月25日(土) の15時

＜Ⅱ期＞令和5年 2月25日(土) の15時
＜Ⅲ期＞令和5年 2月25日(土) の15時
＜Ⅳ期＞令和5年 2月25日(土) の15時
＜Ⅴ期＞令和5年 3月31日(金) の17時までにご連絡ください。

入学辞退届および還付請求書を送付しますので、受け取り後1週間以内にこれらの書類を提出して
ください。（必着）【7. 入学試験会場】

埼　　玉  日本薬科大学（さいたまキャンパス）  埼玉県北足立郡伊奈町小室10281   048-721-1155

東　　京  日本薬科大学（お茶の水キャンパス）  東京都文京区湯島3丁目15-9   03-5812-9011

受験地   　試験会場         　 住　　所        電話番号

【5. 検定料】

【6. 試験日】 ＜Ⅰ期＞令和4年  9月17日(土)
＜Ⅱ期＞令和4年10月15日(土)
＜Ⅲ期＞令和4年11月26日(土)
＜Ⅳ期＞令和4年12月24日(土)
＜Ⅴ期＞令和5年  3月18日(土)

¥35,000 → ¥33,000

【9. 成績優秀合格者特典】
●特別奨学生B（42名 ※全ての選抜試験で募集する特別奨学生Bの人数です。）
　総合型選抜AOで専願を選択し、優秀な成績を修めた者から、「特別奨学生B」を選抜します。
（1）特別奨学生は、入学後、各学年ごとに学業成績などをもとに審査を行いますが、特に問題（欠席・
素行不良等）がない限り、次年度以降も規定の年限（4年間）まで継続します。

（2）併願を選択した場合、「特別奨学生B」の選抜はいたしません。
※詳しくはP43・44の学納金のページをご覧ください。
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試験会場に集合

面接（約20分）

受験上の注意事項

 9：30
 9：40
 9：50
10：00～

【11. 入学手続】 入学手続締切日：＜Ⅰ期＞令和4年11月26日(土)
＜Ⅱ期＞令和4年11月26日(土)
＜Ⅲ期＞令和4年12月17日(土)
＜Ⅳ期＞令和5年  1月14日(土)
＜Ⅴ期＞令和5年  3月31日(金)

（1）合格通知を受けた者は、指定された期日までに入学手続を済ませてください。
（2）上記手続終了後、入学許可書を送付します。
（注意事項）
専願を選択した場合、納付金（手続書類を含む）は返還いたしません。書類提出が遅くなる場合は、
事前にご連絡ください。

【13. 試験時間割】

総合型選抜AO〔面接試験〕（Ⅰ～Ⅴ期）令和5年度

【1. 募集人員】 ■医療ビジネス薬科学科（ビジネス薬学コース・情報薬学コース・韓国薬学コース）
　お茶の水キャンパス〔4年制〕 15名
■医療ビジネス薬科学科（スポーツ薬学コース・栄養薬学コース）さいたまキャンパス〔4年制〕 3名
※コース選択は入学後に選択します。但し、出願時に医療ビジネス薬科学科・お茶の水キャンパス
（ビジネス薬学コース・情報薬学コース・韓国薬学コース）、医療ビジネス薬科学科・さいたまキャン
パス（スポーツ薬学コース・栄養薬学コース）のキャンパス選択が必要です。

試験会場の案内図はP45参照。
※受験人数により、受験会場を変更していただく場合がございます。ご了承ください。

【2. 出願資格】 （1）高等学校または中等教育学校を卒業した者（令和5年3月卒業見込の者を含む）。
（2）通常の課程による12年の学校教育を修了した者（令和5年3月修了見込の者を含む）。
（3）文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧大学入学資格検定の合格
者を含む）。

（4）文部科学省の定めるところにより、上記と同等以上の学力があると認められた者。
※総合型選抜AOは専願と併願を選択できます。出願時にご選択ください。

【4. 出願書類】 ・調査書（要郵送） ・自己PRシート（本学所定用紙／要郵送）
＊入学願書についてはWeb登録のみのため、郵送不要。

【8. 選考方法】 ●面接（約20分）＊面接・書類の総合評価により判定します。

【3. 出願期間】 ＜Ⅰ期＞令和4年  9月  1日(木)～令和4年  9月14日(水)［消印有効］
＜Ⅱ期＞令和4年  9月26日(月)～令和4年10月12日(水)［消印有効］
＜Ⅲ期＞令和4年11月  7日(月)～令和4年11月24日(木)［消印有効］
＜Ⅳ期＞令和4年12月  1日(木)～令和4年12月21日(水)［消印有効］
＜Ⅴ期＞令和5年  2月13日(月)～令和5年  3月15日(水)［消印有効］

【10. 合格発表】 合格発表日：＜Ⅰ期＞令和4年11月  1日(火)
＜Ⅱ期＞令和4年11月  1日(火)
＜Ⅲ期＞令和4年12月  3日(土)
＜Ⅳ期＞令和4年12月29日(木)
＜Ⅴ期＞令和5年  3月23日(木)

（1）合格者には、合格通知書をもって、正式な合格とします。
　 なお、合格通知書等は発表日当日に発送します。
（2）選考結果（合否）は、本学公式サイトにて確認することができます。
（3）電話・電子メールなどによる問合せには、応じません。
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医療ビジネス薬科学科（4年制）
（ビジネス薬学コース・情報薬学コース・韓国薬学コース・スポーツ薬学コース・栄養薬学コース）

※ Web出願。詳しくは本学公式サイトをご覧ください。

※今後の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染状況により募集要項に記載されている選
考方法とは異なる方法で実施することがあるかもしれませんので、ご了承ください。

【12. 入学辞退による学費の返還について】
併願を選択した場合に限り、入学手続き後に辞退することができます。
入学辞退締切日：＜Ⅰ期＞令和5年 2月25日(土) の15時

＜Ⅱ期＞令和5年 2月25日(土) の15時
＜Ⅲ期＞令和5年 2月25日(土) の15時
＜Ⅳ期＞令和5年 2月25日(土) の15時
＜Ⅴ期＞令和5年 3月31日(金) の17時までにご連絡ください。

入学辞退届および還付請求書を送付しますので、受け取り後1週間以内にこれらの書類を提出して
ください。（必着）【7. 入学試験会場】

埼　　玉  日本薬科大学（さいたまキャンパス）  埼玉県北足立郡伊奈町小室10281   048-721-1155

東　　京  日本薬科大学（お茶の水キャンパス）  東京都文京区湯島3丁目15-9   03-5812-9011

受験地   　試験会場         　 住　　所        電話番号

【5. 検定料】

【6. 試験日】 ＜Ⅰ期＞令和4年  9月17日(土)
＜Ⅱ期＞令和4年10月15日(土)
＜Ⅲ期＞令和4年11月26日(土)
＜Ⅳ期＞令和4年12月24日(土)
＜Ⅴ期＞令和5年  3月18日(土)

¥35,000 → ¥33,000

【9. 成績優秀合格者特典】
●特別奨学生B（42名 ※全ての選抜試験で募集する特別奨学生Bの人数です。）
　総合型選抜AOで専願を選択し、優秀な成績を修めた者から、「特別奨学生B」を選抜します。
（1）特別奨学生は、入学後、各学年ごとに学業成績などをもとに審査を行いますが、特に問題（欠席・
素行不良等）がない限り、次年度以降も規定の年限（4年間）まで継続します。

（2）併願を選択した場合、「特別奨学生B」の選抜はいたしません。
※詳しくはP43・44の学納金のページをご覧ください。
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【11. 入学手続】 入学手続締切日：＜Ⅰ期＞令和4年11月26日(土)
＜Ⅱ期＞令和4年11月26日(土)
＜Ⅲ期＞令和4年12月17日(土)
＜Ⅳ期＞令和5年  1月14日(土)
＜Ⅴ期＞令和5年  3月31日(金)

（1）合格通知を受けた者は、指定された期日までに入学手続を済ませてください。
（2）上記手続終了後、入学許可書を送付します。
（注意事項）
専願を選択した場合、納付金（手続書類を含む）は返還いたしません。書類提出が遅くなる場合は、
事前にご連絡ください。

【13. 試験時間割】

総合型選抜AO〔アクティブラーニング〕（Ⅰ～Ⅴ期）令和5年度

【1. 募集人員】

試験会場の案内図はP45参照。
※受験人数により、受験会場を変更していただく場合がございます。ご了承ください。

【2. 出願資格】 （1）高等学校または中等教育学校を卒業した者（令和5年3月卒業見込の者を含む）。
（２）通常の課程による12年の学校教育を修了した者（令和5年3月修了見込の者を含む）。
（３）文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧大学入学資格検定の合格
者を含む）。

（４）文部科学省の定めるところにより、上記と同等以上の学力があると認められた者。
※総合型選抜AOは専願と併願を選択できます。出願時にご選択ください。

【4. 出願書類】 ・調査書（要郵送） ・自己PRシート（本学所定用紙／要郵送）
＊入学願書についてはWeb登録のみのため、郵送不要。

※今後の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染状況により募集要項に記載されている選
考方法とは異なる方法で実施することがあるかもしれませんので、ご了承ください。

【8. 選考方法】 ●プレゼンテーション（10～15分）
　　テーマ：●将来の目標・夢 ●高校生活で頑張ったこと ●成功と失敗から学んだこと
　　　　　3つのテーマの内、1つを選択して下さい。
●面接（5分）　＊ プレゼンテーション・面接・書類の総合評価により判定します。

【9. 成績優秀合格者特典】
●特別奨学生B（42名 ※全ての選抜試験における特別奨学生Bの募集人数です。）
　総合型選抜AOで専願を選択し、優秀な成績を修めた者から、「特別奨学生B」を選抜します。
（1）特別奨学生は、入学後、各学年ごとに学業成績などをもとに審査を行いますが、特に問題（欠席・
素行不良等）がない限り、次年度以降も規定の年限（4年間）まで継続します。

（2）併願を選択した場合、「特別奨学生B」の選抜はいたしません。
※詳しくはP43・44の学納金のページをご覧ください。

【5. 検定料】

【3. 出願期間】 ＜Ⅰ期＞令和4年  9月  1日(木)～令和4年  9月14日(水)［消印有効］
＜Ⅱ期＞令和4年  9月26日(月)～令和4年10月12日(水)［消印有効］
＜Ⅲ期＞令和4年11月  7日(月)～令和4年11月24日(木)［消印有効］
＜Ⅳ期＞令和4年12月  1日(木)～令和4年12月21日(水)［消印有効］
＜Ⅴ期＞令和5年  2月13日(月)～令和5年  3月15日(水)［消印有効］

【10. 合格発表】 合格発表日：＜Ⅰ期＞令和4年11月  1日(火)
＜Ⅱ期＞令和4年11月  1日(火)
＜Ⅲ期＞令和4年12月  3日(土)
＜Ⅳ期＞令和4年12月29日(木)
＜Ⅴ期＞令和5年  3月23日(木)

（1）合格者には、合格通知書をもって、正式な合格とします。
　 なお、合格通知書等は発表日当日に発送します。
（2）選考結果（合否）は、本学公式サイトにて確認することができます。
（3）電話・電子メールなどによる問合せには、応じません。

¥35,000 → ¥33,000
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医療ビジネス薬科学科（4年制）
（ビジネス薬学コース・情報薬学コース・韓国薬学コース・スポーツ薬学コース・栄養薬学コース）

※ Web出願。詳しくは本学公式サイトをご覧ください。

試験会場に集合

プレゼンテーション・面接（20分程度）

受験上の注意事項

 9：30
 9：40
 9：50
10：00～

■医療ビジネス薬科学科（ビジネス薬学コース・情報薬学コース・韓国薬学コース）
　お茶の水キャンパス〔4年制〕 15名
■医療ビジネス薬科学科（スポーツ薬学コース・栄養薬学コース）さいたまキャンパス〔4年制〕 3名
※コース選択は入学後に選択します。但し、出願時に医療ビジネス薬科学科・お茶の水キャンパス
（ビジネス薬学コース・情報薬学コース・韓国薬学コース）、医療ビジネス薬科学科・さいたまキャン
パス（スポーツ薬学コース・栄養薬学コース）のキャンパス選択が必要です。

【12. 入学辞退による学費の返還について】
併願を選択した場合に限り、入学手続き後に辞退することができます。
入学辞退締切日：＜Ⅰ期＞令和5年 2月25日(土) の15時

＜Ⅱ期＞令和5年 2月25日(土) の15時
＜Ⅲ期＞令和5年 2月25日(土) の15時
＜Ⅳ期＞令和5年 2月25日(土) の15時
＜Ⅴ期＞令和5年 3月31日(金) の17時までにご連絡ください。

入学辞退届および還付請求書を送付しますので、受け取り後1週間以内にこれらの書類を提出して
ください。（必着）

【6. 試験日】 ＜Ⅰ期＞令和4年  9月17日(土)
＜Ⅱ期＞令和4年10月15日(土)
＜Ⅲ期＞令和4年 11月26日(土)
＜Ⅳ期＞令和4年 12月24日(土)
＜Ⅴ期＞令和5年  3月18日(土)

【7. 入学試験会場】
埼　　玉  日本薬科大学（さいたまキャンパス）  埼玉県北足立郡伊奈町小室10281   048-721-1155

東　　京  日本薬科大学（お茶の水キャンパス）  東京都文京区湯島3丁目15-9   03-5812-9011

受験地   　試験会場         　 住　　所        電話番号

25



【11. 入学手続】 入学手続締切日：＜Ⅰ期＞令和4年11月26日(土)
＜Ⅱ期＞令和4年11月26日(土)
＜Ⅲ期＞令和4年12月17日(土)
＜Ⅳ期＞令和5年  1月14日(土)
＜Ⅴ期＞令和5年  3月31日(金)

（1）合格通知を受けた者は、指定された期日までに入学手続を済ませてください。
（2）上記手続終了後、入学許可書を送付します。
（注意事項）
専願を選択した場合、納付金（手続書類を含む）は返還いたしません。書類提出が遅くなる場合は、
事前にご連絡ください。

【13. 試験時間割】

総合型選抜AO〔アクティブラーニング〕（Ⅰ～Ⅴ期）令和5年度

【1. 募集人員】

試験会場の案内図はP45参照。
※受験人数により、受験会場を変更していただく場合がございます。ご了承ください。

【2. 出願資格】 （1）高等学校または中等教育学校を卒業した者（令和5年3月卒業見込の者を含む）。
（２）通常の課程による12年の学校教育を修了した者（令和5年3月修了見込の者を含む）。
（３）文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧大学入学資格検定の合格
者を含む）。

（４）文部科学省の定めるところにより、上記と同等以上の学力があると認められた者。
※総合型選抜AOは専願と併願を選択できます。出願時にご選択ください。

【4. 出願書類】 ・調査書（要郵送） ・自己PRシート（本学所定用紙／要郵送）
＊入学願書についてはWeb登録のみのため、郵送不要。

※今後の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染状況により募集要項に記載されている選
考方法とは異なる方法で実施することがあるかもしれませんので、ご了承ください。

【8. 選考方法】 ●プレゼンテーション（10～15分）
　　テーマ：●将来の目標・夢 ●高校生活で頑張ったこと ●成功と失敗から学んだこと
　　　　　3つのテーマの内、1つを選択して下さい。
●面接（5分）　＊ プレゼンテーション・面接・書類の総合評価により判定します。

【9. 成績優秀合格者特典】
●特別奨学生B（42名 ※全ての選抜試験における特別奨学生Bの募集人数です。）
　総合型選抜AOで専願を選択し、優秀な成績を修めた者から、「特別奨学生B」を選抜します。
（1）特別奨学生は、入学後、各学年ごとに学業成績などをもとに審査を行いますが、特に問題（欠席・
素行不良等）がない限り、次年度以降も規定の年限（4年間）まで継続します。

（2）併願を選択した場合、「特別奨学生B」の選抜はいたしません。
※詳しくはP43・44の学納金のページをご覧ください。

【5. 検定料】

【3. 出願期間】 ＜Ⅰ期＞令和4年  9月  1日(木)～令和4年  9月14日(水)［消印有効］
＜Ⅱ期＞令和4年  9月26日(月)～令和4年10月12日(水)［消印有効］
＜Ⅲ期＞令和4年11月  7日(月)～令和4年11月24日(木)［消印有効］
＜Ⅳ期＞令和4年12月  1日(木)～令和4年12月21日(水)［消印有効］
＜Ⅴ期＞令和5年  2月13日(月)～令和5年  3月15日(水)［消印有効］

【10. 合格発表】 合格発表日：＜Ⅰ期＞令和4年11月  1日(火)
＜Ⅱ期＞令和4年11月  1日(火)
＜Ⅲ期＞令和4年12月  3日(土)
＜Ⅳ期＞令和4年12月29日(木)
＜Ⅴ期＞令和5年  3月23日(木)

（1）合格者には、合格通知書をもって、正式な合格とします。
　 なお、合格通知書等は発表日当日に発送します。
（2）選考結果（合否）は、本学公式サイトにて確認することができます。
（3）電話・電子メールなどによる問合せには、応じません。

¥35,000 → ¥33,000
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医療ビジネス薬科学科（4年制）
（ビジネス薬学コース・情報薬学コース・韓国薬学コース・スポーツ薬学コース・栄養薬学コース）

※ Web出願。詳しくは本学公式サイトをご覧ください。

試験会場に集合

プレゼンテーション・面接（20分程度）

受験上の注意事項

 9：30
 9：40
 9：50
10：00～

■医療ビジネス薬科学科（ビジネス薬学コース・情報薬学コース・韓国薬学コース）
　お茶の水キャンパス〔4年制〕 15名
■医療ビジネス薬科学科（スポーツ薬学コース・栄養薬学コース）さいたまキャンパス〔4年制〕 3名
※コース選択は入学後に選択します。但し、出願時に医療ビジネス薬科学科・お茶の水キャンパス
（ビジネス薬学コース・情報薬学コース・韓国薬学コース）、医療ビジネス薬科学科・さいたまキャン
パス（スポーツ薬学コース・栄養薬学コース）のキャンパス選択が必要です。

【12. 入学辞退による学費の返還について】
併願を選択した場合に限り、入学手続き後に辞退することができます。
入学辞退締切日：＜Ⅰ期＞令和5年 2月25日(土) の15時

＜Ⅱ期＞令和5年 2月25日(土) の15時
＜Ⅲ期＞令和5年 2月25日(土) の15時
＜Ⅳ期＞令和5年 2月25日(土) の15時
＜Ⅴ期＞令和5年 3月31日(金) の17時までにご連絡ください。

入学辞退届および還付請求書を送付しますので、受け取り後1週間以内にこれらの書類を提出して
ください。（必着）

【6. 試験日】 ＜Ⅰ期＞令和4年  9月17日(土)
＜Ⅱ期＞令和4年10月15日(土)
＜Ⅲ期＞令和4年 11月26日(土)
＜Ⅳ期＞令和4年 12月24日(土)
＜Ⅴ期＞令和5年  3月18日(土)

【7. 入学試験会場】
埼　　玉  日本薬科大学（さいたまキャンパス）  埼玉県北足立郡伊奈町小室10281   048-721-1155

東　　京  日本薬科大学（お茶の水キャンパス）  東京都文京区湯島3丁目15-9   03-5812-9011

受験地   　試験会場         　 住　　所        電話番号
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オンライン試験場に入室完了

面接（約20分）

受験上の注意事項
通信環境の確認と調整

 9：30
 9：30
10：00
10：00～

総合型選抜AO〔オンライン〕（Ⅰ～Ⅴ期）令和5年度

【8. 選考方法】 ●面接（約20分）
面接・書類の総合評価により判定します。
※面接は「webEX」又は「ZOOM」を使用して実施します。
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医療ビジネス薬科学科（4年制）
（ビジネス薬学コース・情報薬学コース・韓国薬学コース・スポーツ薬学コース・栄養薬学コース）

【11. 入学手続】 入学手続締切日：＜Ⅰ期＞令和4年11月26日(土)
＜Ⅱ期＞令和4年11月26日(土)
＜Ⅲ期＞令和4年12月17日(土)
＜Ⅳ期＞令和5年  1月14日(土)
＜Ⅴ期＞令和5年  3月31日(金)

（1）合格通知を受けた者は、指定された期日までに入学手続を済ませてください。
（2）上記手続終了後、入学許可書を送付します。
（注意事項）
専願を選択した場合、納付金（手続書類を含む）は返還いたしません。書類提出が遅くなる場合は、
事前にご連絡ください。

【13. 試験時間割】

【12. 入学辞退による学費の返還について】
併願を選択した場合に限り、入学手続き後に辞退することができます。
入学辞退締切日：＜Ⅰ期＞令和5年 2月25日(土) の15時

＜Ⅱ期＞令和5年 2月25日(土) の15時
＜Ⅲ期＞令和5年 2月25日(土) の15時
＜Ⅳ期＞令和5年 2月25日(土) の15時
＜Ⅴ期＞令和5年 3月31日(金) の17時までにご連絡ください。

入学辞退届および還付請求書を送付しますので、受け取り後1週間以内にこれらの書類を提出して
ください。（必着）

【1. 募集人員】 ■医療ビジネス薬科学科（ビジネス薬学コース・情報薬学コース・韓国薬学コース）
　お茶の水キャンパス〔4年制〕 15名
■医療ビジネス薬科学科（スポーツ薬学コース・栄養薬学コース）さいたまキャンパス〔4年制〕 3名
※コース選択は入学後に選択します。但し、出願時に医療ビジネス薬科学科・お茶の水キャンパス
（ビジネス薬学コース・情報薬学コース・韓国薬学コース）、医療ビジネス薬科学科・さいたまキャン
パス（スポーツ薬学コース・栄養薬学コース）のキャンパス選択が必要です。

【2. 出願資格】 （1）高等学校または中等教育学校を卒業した者（令和5年3月卒業見込の者を含む）。
（2）通常の課程による12年の学校教育を修了した者（令和5年3月修了見込の者を含む）。
（3）文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧大学入学資格検定の合格
者を含む）。

（4）文部科学省の定めるところにより、上記と同等以上の学力があると認められた者。
※総合型選抜AOは専願と併願を選択できます。出願時にご選択ください。

【4. 出願書類】 ・調査書（要郵送） ・自己PRシート（本学所定用紙／要郵送）
＊入学願書についてはWeb登録のみのため、郵送不要。

【3. 出願期間】 ＜Ⅰ期＞令和4年  9月  1日(木)～令和4年  9月14日(水)［消印有効］
＜Ⅱ期＞令和4年  9月26日(月)～令和4年10月12日(水)［消印有効］
＜Ⅲ期＞令和4年11月 7日(月)～令和4年11月24日(木)［消印有効］
＜Ⅳ期＞令和4年12月  1日(木)～令和4年12月21日(水)［消印有効］
＜Ⅴ期＞令和5年  2月13日(月)～令和5年  3月15日(水)［消印有効］

【10. 合格発表】 合格発表日：＜Ⅰ期＞令和4年11月  1日(火)
＜Ⅱ期＞令和4年11月  1日(火)
＜Ⅲ期＞令和4年12月  3日(土)
＜Ⅳ期＞令和4年12月29日(木)
＜Ⅴ期＞令和5年  3月23日(木)

（1）合格者には、合格通知書をもって、正式な合格とします。
　 なお、合格通知書等は発表日当日に発送します。
（2）選考結果（合否）は、本学公式サイトにて確認することができます。
（3）電話・電子メールなどによる問合せには、応じません。

※ Web出願。詳しくは本学公式サイトをご覧ください。

【7. 入学試験会場】 通信環境がある場所
※Webカメラとマイクが利用できるPC・タブレット・スマートフォンのいずれかをご用意ください。

【5. 検定料】

【6. 試験日】 ＜Ⅰ期＞令和4年  9月17日(土)
＜Ⅱ期＞令和4年10月15日(土)
＜Ⅲ期＞令和4年11月26日(土)
＜Ⅳ期＞令和4年12月24日(土)
＜Ⅴ期＞令和5年  3月18日(土)

¥35,000 → ¥33,000

【9. 成績優秀合格者特典】
●特別奨学生B（42名 ※全ての選抜試験における特別奨学生Bの募集人数です。）
　総合型選抜AOで専願を選択し、優秀な成績を修めた者から、「特別奨学生B」を選抜します。
（1）特別奨学生は、入学後、各学年ごとに学業成績などをもとに審査を行いますが、特に問題（欠席・
素行不良等）がない限り、次年度以降も規定の年限（4年間）まで継続します。

（2）併願を選択した場合、「特別奨学生B」の選抜はいたしません。
※詳しくはP43・44の学納金のページをご覧ください。

オンライン試験実施の手引き
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オンライン試験場に入室完了

面接（約20分）

受験上の注意事項
通信環境の確認と調整

 9：30
 9：30
10：00
10：00～

総合型選抜AO〔オンライン〕（Ⅰ～Ⅴ期）令和5年度

【8. 選考方法】 ●面接（約20分）
面接・書類の総合評価により判定します。
※面接は「webEX」又は「ZOOM」を使用して実施します。
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医療ビジネス薬科学科（4年制）
（ビジネス薬学コース・情報薬学コース・韓国薬学コース・スポーツ薬学コース・栄養薬学コース）

【11. 入学手続】 入学手続締切日：＜Ⅰ期＞令和4年11月26日(土)
＜Ⅱ期＞令和4年11月26日(土)
＜Ⅲ期＞令和4年12月17日(土)
＜Ⅳ期＞令和5年  1月14日(土)
＜Ⅴ期＞令和5年  3月31日(金)

（1）合格通知を受けた者は、指定された期日までに入学手続を済ませてください。
（2）上記手続終了後、入学許可書を送付します。
（注意事項）
専願を選択した場合、納付金（手続書類を含む）は返還いたしません。書類提出が遅くなる場合は、
事前にご連絡ください。

【13. 試験時間割】

【12. 入学辞退による学費の返還について】
併願を選択した場合に限り、入学手続き後に辞退することができます。
入学辞退締切日：＜Ⅰ期＞令和5年 2月25日(土) の15時

＜Ⅱ期＞令和5年 2月25日(土) の15時
＜Ⅲ期＞令和5年 2月25日(土) の15時
＜Ⅳ期＞令和5年 2月25日(土) の15時
＜Ⅴ期＞令和5年 3月31日(金) の17時までにご連絡ください。

入学辞退届および還付請求書を送付しますので、受け取り後1週間以内にこれらの書類を提出して
ください。（必着）

【1. 募集人員】 ■医療ビジネス薬科学科（ビジネス薬学コース・情報薬学コース・韓国薬学コース）
　お茶の水キャンパス〔4年制〕 15名
■医療ビジネス薬科学科（スポーツ薬学コース・栄養薬学コース）さいたまキャンパス〔4年制〕 3名
※コース選択は入学後に選択します。但し、出願時に医療ビジネス薬科学科・お茶の水キャンパス
（ビジネス薬学コース・情報薬学コース・韓国薬学コース）、医療ビジネス薬科学科・さいたまキャン
パス（スポーツ薬学コース・栄養薬学コース）のキャンパス選択が必要です。

【2. 出願資格】 （1）高等学校または中等教育学校を卒業した者（令和5年3月卒業見込の者を含む）。
（2）通常の課程による12年の学校教育を修了した者（令和5年3月修了見込の者を含む）。
（3）文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧大学入学資格検定の合格
者を含む）。

（4）文部科学省の定めるところにより、上記と同等以上の学力があると認められた者。
※総合型選抜AOは専願と併願を選択できます。出願時にご選択ください。

【4. 出願書類】 ・調査書（要郵送） ・自己PRシート（本学所定用紙／要郵送）
＊入学願書についてはWeb登録のみのため、郵送不要。

【3. 出願期間】 ＜Ⅰ期＞令和4年  9月  1日(木)～令和4年  9月14日(水)［消印有効］
＜Ⅱ期＞令和4年  9月26日(月)～令和4年10月12日(水)［消印有効］
＜Ⅲ期＞令和4年11月 7日(月)～令和4年11月24日(木)［消印有効］
＜Ⅳ期＞令和4年12月  1日(木)～令和4年12月21日(水)［消印有効］
＜Ⅴ期＞令和5年  2月13日(月)～令和5年  3月15日(水)［消印有効］

【10. 合格発表】 合格発表日：＜Ⅰ期＞令和4年11月  1日(火)
＜Ⅱ期＞令和4年11月  1日(火)
＜Ⅲ期＞令和4年12月  3日(土)
＜Ⅳ期＞令和4年12月29日(木)
＜Ⅴ期＞令和5年  3月23日(木)

（1）合格者には、合格通知書をもって、正式な合格とします。
　 なお、合格通知書等は発表日当日に発送します。
（2）選考結果（合否）は、本学公式サイトにて確認することができます。
（3）電話・電子メールなどによる問合せには、応じません。

※ Web出願。詳しくは本学公式サイトをご覧ください。

【7. 入学試験会場】 通信環境がある場所
※Webカメラとマイクが利用できるPC・タブレット・スマートフォンのいずれかをご用意ください。

【5. 検定料】

【6. 試験日】 ＜Ⅰ期＞令和4年  9月17日(土)
＜Ⅱ期＞令和4年10月15日(土)
＜Ⅲ期＞令和4年11月26日(土)
＜Ⅳ期＞令和4年12月24日(土)
＜Ⅴ期＞令和5年  3月18日(土)

¥35,000 → ¥33,000

【9. 成績優秀合格者特典】
●特別奨学生B（42名 ※全ての選抜試験における特別奨学生Bの募集人数です。）
　総合型選抜AOで専願を選択し、優秀な成績を修めた者から、「特別奨学生B」を選抜します。
（1）特別奨学生は、入学後、各学年ごとに学業成績などをもとに審査を行いますが、特に問題（欠席・
素行不良等）がない限り、次年度以降も規定の年限（4年間）まで継続します。

（2）併願を選択した場合、「特別奨学生B」の選抜はいたしません。
※詳しくはP43・44の学納金のページをご覧ください。

オンライン試験実施の手引き
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【1. 募集人員】

オンライン試験実施の手引き

【2. 出願資格】 令和5年3月に高等学校または中等教育学校を卒業見込みの者または卒業した者で学校長が推
薦する者（既卒者で予備校・進学塾に在学中の者は、予備校長・塾長の推薦も認める）。
※出願資格は、全体の評定平均値が3.0以上の者。
※学校推薦型選抜公募制は、併願自由です。
※身体に障害のある方の受験については、入学後の学習等に特別な配慮が必要な場合、入学検定料を払い込む前にアド
　ミッションオフィスにご相談ください。

【4. 出願書類】 ・調査書（要郵送）　・推薦書（本学所定用紙／要郵送）
＊入学願書についてはWeb登録のみのため、郵送不要。

【8. 選考方法】 ●小論文（時間60分）
●面接（約10分）
（オンラインを選択した場合、化学基礎は「Microsoft Forms」を、面接は「webEX」又は「ZOOM」を使用して
実施します。）

【5. 検定料】

【3. 出願期間】

学校推薦型選抜公募制令和5年度

医療ビジネス薬科学科（4年制）
（ビジネス薬学コース・情報薬学コース・韓国薬学コース・スポーツ薬学コース・栄養薬学コース）

【9. 合格発表】 合格発表日：前期：令和4年11月19日(土)
後期：令和4年12月29日(木)

（1）合格者には、合格通知書をもって、正式な合格とします。
　 なお、合格通知書等は発表日当日に発送します。
　 ※選考結果（合否）は高等学校長宛にも通知します。

（2）選考結果（合否）は、本学公式サイトにて確認することができます。
（3）電話・電子メールなどによる問合せには、応じません。

【10. 入学手続】 入学手続締切日：前期：令和4年12月 3日(土)
後期：令和5年 1月14日(土)

（1）合格通知を受けた者は、指定された期日までに入学手続を済ませてください。
（2）上記手続終了後、入学許可書を送付します。

【11. 入学辞退による学費等の返還について】

入学辞退締切日：前期・後期：令和5年 2月25日(土)の15時 までにご連絡ください。
入学辞退届および還付請求書を送付しますので、受け取り後1週間以内にこれらの書類を提出して
ください（必着）。入学金を除く納付金を返還します。

¥35,000
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※ Web出願。詳しくは本学公式サイトをご覧ください。

前期：令和4年11月1日(火)～令和4年11月10日(木)［消印有効］
後期：令和4年12月1日(木)～令和4年12月21日(水)［消印有効］

■医療ビジネス薬科学科（ビジネス薬学コース・情報薬学コース・韓国薬学コース）
　お茶の水キャンパス〔4年制〕 5名
■医療ビジネス薬科学科（スポーツ薬学コース・栄養薬学コース）さいたまキャンパス〔4年制〕 2名
※コース選択は入学後に選択します。但し、出願時に医療ビジネス薬科学科・お茶の水キャンパス
（ビジネス薬学コース・情報薬学コース・韓国薬学コース）、医療ビジネス薬科学科・さいたまキャン
パス（スポーツ薬学コース・栄養薬学コース）のキャンパス選択が必要です。

試験会場の案内図はP45参照。

※Webカメラとマイクが利用できるPC・タブレット・スマートフォンのいずれかをご用意ください。

【7. 入学試験会場】
埼　　玉  日本薬科大学（さいたまキャンパス）  埼玉県北足立郡伊奈町小室10281   048-721-1155

オンライン 通信環境がある場所

東　　京  日本薬科大学（お茶の水キャンパス）  東京都文京区湯島3丁目15-9   03-5812-9011

受験地   　試験会場         　 住　　所        電話番号

【6. 試験日】 前期：令和4年11月13日(日)午後
後期：令和4年12月24日(土)午後

【12. 試験時間割】 対面の場合

試験会場に集合

面接（10分程度）

受験上の注意事項

小論文（時間60分）

13：30
13：40
13：50
14：00
15：00
15：10～

※今後の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染状況により募集要項に記載されている選
考方法とは異なる方法で実施することがあるかもしれませんので、ご了承ください。

※オンラインの場合、小論文は、事前に解答用紙を送付し、試験当日にテーマをお知らせします。解答
用紙にご記入後、指定日までにご返送ください。

オンラインの場合

オンライン試験場に入室完了

面接（10分程度）

受験上の注意事項
通信環境の確認と調整

13：30
13：40
13：50
14：00～

※受験会場に来ての対面と自宅等でのオンラインの受験方法の選択が可能です。出願にご選択ください。
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【1. 募集人員】

オンライン試験実施の手引き

【2. 出願資格】 令和5年3月に高等学校または中等教育学校を卒業見込みの者または卒業した者で学校長が推
薦する者（既卒者で予備校・進学塾に在学中の者は、予備校長・塾長の推薦も認める）。
※出願資格は、全体の評定平均値が3.0以上の者。
※学校推薦型選抜公募制は、併願自由です。
※身体に障害のある方の受験については、入学後の学習等に特別な配慮が必要な場合、入学検定料を払い込む前にアド
　ミッションオフィスにご相談ください。

【4. 出願書類】 ・調査書（要郵送）　・推薦書（本学所定用紙／要郵送）
＊入学願書についてはWeb登録のみのため、郵送不要。

【8. 選考方法】 ●小論文（時間60分）
●面接（約10分）
（オンラインを選択した場合、化学基礎は「Microsoft Forms」を、面接は「webEX」又は「ZOOM」を使用して
実施します。）

【5. 検定料】

【3. 出願期間】

学校推薦型選抜公募制令和5年度

医療ビジネス薬科学科（4年制）
（ビジネス薬学コース・情報薬学コース・韓国薬学コース・スポーツ薬学コース・栄養薬学コース）

【9. 合格発表】 合格発表日：前期：令和4年11月19日(土)
後期：令和4年12月29日(木)

（1）合格者には、合格通知書をもって、正式な合格とします。
　 なお、合格通知書等は発表日当日に発送します。
　 ※選考結果（合否）は高等学校長宛にも通知します。

（2）選考結果（合否）は、本学公式サイトにて確認することができます。
（3）電話・電子メールなどによる問合せには、応じません。

【10. 入学手続】 入学手続締切日：前期：令和4年12月 3日(土)
後期：令和5年 1月14日(土)

（1）合格通知を受けた者は、指定された期日までに入学手続を済ませてください。
（2）上記手続終了後、入学許可書を送付します。

【11. 入学辞退による学費等の返還について】

入学辞退締切日：前期・後期：令和5年 2月25日(土)の15時 までにご連絡ください。
入学辞退届および還付請求書を送付しますので、受け取り後1週間以内にこれらの書類を提出して
ください（必着）。入学金を除く納付金を返還します。

¥35,000
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※ Web出願。詳しくは本学公式サイトをご覧ください。

前期：令和4年11月1日(火)～令和4年11月10日(木)［消印有効］
後期：令和4年12月1日(木)～令和4年12月21日(水)［消印有効］

■医療ビジネス薬科学科（ビジネス薬学コース・情報薬学コース・韓国薬学コース）
　お茶の水キャンパス〔4年制〕 5名
■医療ビジネス薬科学科（スポーツ薬学コース・栄養薬学コース）さいたまキャンパス〔4年制〕 2名
※コース選択は入学後に選択します。但し、出願時に医療ビジネス薬科学科・お茶の水キャンパス
（ビジネス薬学コース・情報薬学コース・韓国薬学コース）、医療ビジネス薬科学科・さいたまキャン
パス（スポーツ薬学コース・栄養薬学コース）のキャンパス選択が必要です。

試験会場の案内図はP45参照。

※Webカメラとマイクが利用できるPC・タブレット・スマートフォンのいずれかをご用意ください。

【7. 入学試験会場】
埼　　玉  日本薬科大学（さいたまキャンパス）  埼玉県北足立郡伊奈町小室10281   048-721-1155

オンライン 通信環境がある場所

東　　京  日本薬科大学（お茶の水キャンパス）  東京都文京区湯島3丁目15-9   03-5812-9011

受験地   　試験会場         　 住　　所        電話番号

【6. 試験日】 前期：令和4年11月13日(日)午後
後期：令和4年12月24日(土)午後

【12. 試験時間割】 対面の場合

試験会場に集合

面接（10分程度）

受験上の注意事項

小論文（時間60分）

13：30
13：40
13：50
14：00
15：00
15：10～

※今後の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染状況により募集要項に記載されている選
考方法とは異なる方法で実施することがあるかもしれませんので、ご了承ください。

※オンラインの場合、小論文は、事前に解答用紙を送付し、試験当日にテーマをお知らせします。解答
用紙にご記入後、指定日までにご返送ください。

オンラインの場合

オンライン試験場に入室完了

面接（10分程度）

受験上の注意事項
通信環境の確認と調整

13：30
13：40
13：50
14：00～

※受験会場に来ての対面と自宅等でのオンラインの受験方法の選択が可能です。出願にご選択ください。
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【1. 募集人員】

【2. 出願資格】 次のいずれかに該当する者
（1）高等学校または中等教育学校を卒業した者（令和5年3月卒業見込の者を含む）。
（2）通常の課程による12年の学校教育を修了した者（令和5年3月修了見込の者を含む）。
（3）文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧大学入学資格検定の合格
　 者を含む）。
（4）文部科学省の定めるところにより、上記と同等以上の学力があると認められた者。
（５）学習に支障を来さない、心身ともに健康な者。
※身体に障害のある方の受験については、入学後の学習等に特別な配慮が必要な場合、入学検定料を払い込む前にアド
　ミッションオフィスにご相談ください。

【4. 出願書類】

【5. 検定料】

【3. 出願期間】 令和4年11月14日(月)～令和4年12月 7日(水)［消印有効］

学　科

医療ビジネス薬科学科

特別奨学生A

7名

特別奨学生S

5名

特別奨学生B

42名

特別奨学生募集人員

・調査書（要郵送）
＊入学願書についてはWeb登録のみのため、郵送不要。

令和4年12月10日(土)【6. 試験日】

チャレンジ選抜令和5年度

令和5年 2月25日(土)の15時までにご連絡ください。入学辞退締切日：

【12. 入学辞退による学費等の返還について】

入学辞退届および還付請求書を送付しますので、受け取り後1週間以内にこれらの書類を提出して
ください（必着）。入学金を除く納付金を返還します。

令和4年12月17日(土)【10. 合格発表】 合格発表日：

（1）合格者には、合格通知書をもって、正式な合格とします。
　 なお、合格通知書等は発表日当日に発送します。
（2）選考結果（合否）は、本学公式サイトにて確認することができます。
（3）電話・電子メールなどによる問合せには、応じません。

令和5年 1月14日(土)【11. 入学手続】 入学手続締切日：

（1）合格通知を受けた者は、指定された期日までに入学手続を済ませてください。
（2）上記手続終了後、入学許可書を送付します。

【9. 成績優秀合格者特典】
●特別奨学生S・特別奨学生A・特別奨学生B
（1）総合型選抜 特別選抜方式において、優秀な成績を修めた者から、「特別奨学生S」「特別奨学
生A」「特別奨学生B」を選抜します。

（2）特別奨学生は、入学後、各年次ごとに学業成績などをもとに審査を行いますが、特に問題（素行
不良等）がない限り、次年度以降も規定の年限（4年間）まで継続します。

（3）特別奨学生の選考に漏れた場合でも、一般生で同時に選考します。
※詳しくはP43・44の学納金のページをご覧ください。

【8. 選考方法】 ●コミュニケーション英語Ⅰ・化学基礎・生物基礎から1科目選択（マークシート方式、時間60分）
●国語総合（古典を除く）・数学Ⅰから1科目選択（マークシート方式、時間60分）
※試験科目は、試験当日選択していただきます。

【7. 入学試験会場】

試験会場に集合

受験上の注意事項

コミュニケーション英語Ⅰ・化学基礎・生物基礎から1科目
（マークシート方式、60分）

国語総合（古典を除く）・数学Ⅰから1科目
（マークシート方式、60分）

9：30
9：40
9：50
10：00
11：00
11：30
12：30

【13. 試験時間割】¥35,000 → ¥30,000

試験会場の案内図はP45参照。

埼　　玉  日本薬科大学（さいたまキャンパス）  埼玉県北足立郡伊奈町小室10281   048-721-1155

東　　京  日本薬科大学（お茶の水キャンパス）  東京都文京区湯島3丁目15-9   03-5812-9011

受験地   　試験会場         　 住　　所        電話番号
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医療ビジネス薬科学科（4年制）
（ビジネス薬学コース・情報薬学コース・韓国薬学コース・スポーツ薬学コース・栄養薬学コース）

※ Web出願。詳しくは本学公式サイトをご覧ください。

※上表の人数は、全ての選抜試験で募集する特別奨学生の人数です。
※本学の令和5年度の他の選抜試験において、すでに合格された方、または入学手続を完了された方も受験が可能です。

※今後の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染状況により募集要項に記載されている選
考方法とは異なる方法で実施することがあるかもしれませんので、ご了承ください。

■医療ビジネス薬科学科（ビジネス薬学コース・情報薬学コース・韓国薬学コース）
　お茶の水キャンパス〔4年制〕 8名
■医療ビジネス薬科学科（スポーツ薬学コース・栄養薬学コース）さいたまキャンパス〔4年制〕 3名
※コース選択は入学後に選択します。但し、出願時に医療ビジネス薬科学科・お茶の水キャンパス
（ビジネス薬学コース・情報薬学コース・韓国薬学コース）、医療ビジネス薬科学科・さいたまキャン
パス（スポーツ薬学コース・栄養薬学コース）のキャンパス選択が必要です。
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【1. 募集人員】

【2. 出願資格】 次のいずれかに該当する者
（1）高等学校または中等教育学校を卒業した者（令和5年3月卒業見込の者を含む）。
（2）通常の課程による12年の学校教育を修了した者（令和5年3月修了見込の者を含む）。
（3）文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧大学入学資格検定の合格
　 者を含む）。
（4）文部科学省の定めるところにより、上記と同等以上の学力があると認められた者。
（５）学習に支障を来さない、心身ともに健康な者。
※身体に障害のある方の受験については、入学後の学習等に特別な配慮が必要な場合、入学検定料を払い込む前にアド
　ミッションオフィスにご相談ください。

【4. 出願書類】

【5. 検定料】

【3. 出願期間】 令和4年11月14日(月)～令和4年12月 7日(水)［消印有効］

学　科

医療ビジネス薬科学科

特別奨学生A

7名

特別奨学生S

5名

特別奨学生B

42名

特別奨学生募集人員

・調査書（要郵送）
＊入学願書についてはWeb登録のみのため、郵送不要。

令和4年12月10日(土)【6. 試験日】

チャレンジ選抜令和5年度

令和5年 2月25日(土)の15時までにご連絡ください。入学辞退締切日：

【12. 入学辞退による学費等の返還について】

入学辞退届および還付請求書を送付しますので、受け取り後1週間以内にこれらの書類を提出して
ください（必着）。入学金を除く納付金を返還します。

令和4年12月17日(土)【10. 合格発表】 合格発表日：

（1）合格者には、合格通知書をもって、正式な合格とします。
　 なお、合格通知書等は発表日当日に発送します。
（2）選考結果（合否）は、本学公式サイトにて確認することができます。
（3）電話・電子メールなどによる問合せには、応じません。

令和5年 1月14日(土)【11. 入学手続】 入学手続締切日：

（1）合格通知を受けた者は、指定された期日までに入学手続を済ませてください。
（2）上記手続終了後、入学許可書を送付します。

【9. 成績優秀合格者特典】
●特別奨学生S・特別奨学生A・特別奨学生B
（1）総合型選抜 特別選抜方式において、優秀な成績を修めた者から、「特別奨学生S」「特別奨学
生A」「特別奨学生B」を選抜します。

（2）特別奨学生は、入学後、各年次ごとに学業成績などをもとに審査を行いますが、特に問題（素行
不良等）がない限り、次年度以降も規定の年限（4年間）まで継続します。

（3）特別奨学生の選考に漏れた場合でも、一般生で同時に選考します。
※詳しくはP43・44の学納金のページをご覧ください。

【8. 選考方法】 ●コミュニケーション英語Ⅰ・化学基礎・生物基礎から1科目選択（マークシート方式、時間60分）
●国語総合（古典を除く）・数学Ⅰから1科目選択（マークシート方式、時間60分）
※試験科目は、試験当日選択していただきます。

【7. 入学試験会場】

試験会場に集合

受験上の注意事項

コミュニケーション英語Ⅰ・化学基礎・生物基礎から1科目
（マークシート方式、60分）

国語総合（古典を除く）・数学Ⅰから1科目
（マークシート方式、60分）

9：30
9：40
9：50
10：00
11：00
11：30
12：30

【13. 試験時間割】¥35,000 → ¥30,000

試験会場の案内図はP45参照。

埼　　玉  日本薬科大学（さいたまキャンパス）  埼玉県北足立郡伊奈町小室10281   048-721-1155

東　　京  日本薬科大学（お茶の水キャンパス）  東京都文京区湯島3丁目15-9   03-5812-9011

受験地   　試験会場         　 住　　所        電話番号

医
療
ビ
ジ
ネ
ス
薬
科
学
科（
4
年
制
）

医療ビジネス薬科学科（4年制）
（ビジネス薬学コース・情報薬学コース・韓国薬学コース・スポーツ薬学コース・栄養薬学コース）

※ Web出願。詳しくは本学公式サイトをご覧ください。

※上表の人数は、全ての選抜試験で募集する特別奨学生の人数です。
※本学の令和5年度の他の選抜試験において、すでに合格された方、または入学手続を完了された方も受験が可能です。

※今後の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染状況により募集要項に記載されている選
考方法とは異なる方法で実施することがあるかもしれませんので、ご了承ください。

■医療ビジネス薬科学科（ビジネス薬学コース・情報薬学コース・韓国薬学コース）
　お茶の水キャンパス〔4年制〕 8名
■医療ビジネス薬科学科（スポーツ薬学コース・栄養薬学コース）さいたまキャンパス〔4年制〕 3名
※コース選択は入学後に選択します。但し、出願時に医療ビジネス薬科学科・お茶の水キャンパス
（ビジネス薬学コース・情報薬学コース・韓国薬学コース）、医療ビジネス薬科学科・さいたまキャン
パス（スポーツ薬学コース・栄養薬学コース）のキャンパス選択が必要です。
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【1. 募集人員】

【2. 出願資格】 次のいずれかに該当する者
（1）高等学校または中等教育学校を卒業した者（令和5年3月卒業見込の者を含む）。
（2）通常の課程による12年の学校教育を修了した者（令和5年3月修了見込の者を含む）。
（3）文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧大学入学資格検定の合格
　 者を含む）。
（4）文部科学省の定めるところにより、上記と同等以上の学力があると認められた者。
（５）学習に支障を来さない、心身ともに健康な者。
※身体に障害のある方の受験については、入学後の学習等に特別な配慮が必要な場合、入学検定料を払い込む前にアド
　ミッションオフィスにご相談ください。

【3. 出願期間】
第一期

 前期：令和4年12月19日(月)～令和5年 1月20日(金)［消印有効］
　　　 後期：令和5年  1月10日(火)～令和5年 2月  4日(土)［消印有効］

第二期 前期：令和5年  2月  1日(水)～令和5年 2月18日(土)［消印有効］
　　　 後期：令和5年  2月20日(月)～令和5年 3月  8日(水)［消印有効］

一般選抜N方式［第一期、第二期］令和5年度

【8. 選考方法】 ●コミュニケーション英語Ⅰ・化学基礎・生物基礎から1科目選択（マークシート方式、時間60分）
●国語総合（古典を除く）・数学Ⅰから1科目選択（マークシート方式、時間60分）
（1）学力試験および調査書を考慮し、総合的に評価して判定します。
（2）選択科目は、試験の当日に選択していただきます。

第一期 前期：令和5年 2月  3日(金)
　　　 後期：令和5年 2月15日(水)

第二期 前期：令和5年 3月  3日(金)
　　　 後期：令和5年 3月15日(水)

【10. 合格発表】 合格発表日：

（1）合格者には、合格通知書をもって、正式な合格とします。なお、合格通知書等は発表日当日に発送します。
（2）選考結果（合否）は、本学公式サイトにて確認することができます。
（3）電話・電子メールなどによる問合せには、応じません。
（4）合格発表の際に補欠となった場合は、入学手続きの状況により繰り上げ合格となる場合があります。
 　その際には電話および郵送にて発表します。

第一期 前期：令和5年 2月17日(金)
　　　 後期：令和5年 3月  4日(土)

第二期 前期：令和5年 3月18日(土)
　　　 後期：令和5年 3月25日(土)

【11. 入学手続】 入学手続締切日：

（1）合格通知を受けた者は、指定された期日までに入学手続を済ませてください。
（2）上記手続終了後、入学許可書を送付します。【4. 出願書類】 ・調査書（要郵送）＊入学願書についてはWeb登録のみのため、郵送不要。

【5. 検定料】

第一期 前期：令和5年 1月25日(水)
　　　 後期：令和5年 2月  9日(木)

第二期 前期：令和5年 2月26日(日)
　　　 後期：令和5年 3月11日(土)

【6. 試験日】
¥35,000

試験会場に集合

受験上の注意事項

コミュニケーション英語Ⅰ・化学基礎・生物基礎から1科目
（マークシート方式、時間60分）

国語総合（古典を除く）・数学Ⅰから1科目
（マークシート方式、時間60分）

9：30
9：40
9：50
10：00
11：00
11：30
12：30

第一期 前期：令和5年 3月10日(金)
　　　 後期：令和5年 3月17日(金)

第二期 前期：令和5年 3月31日(金)
　　　 後期：令和5年 3月31日(金) の17時までにご連絡ください。

入学辞退締切日：

【12. 入学辞退による学費等の返還について】

入学辞退届および還付請求書を送付しますので、受け取り後1週間以内にこれらの書類を提出してく
ださい（必着）。入学金を除く納付金を返還します。

【13. 試験時間割】

医
療
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ス
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制
）

【9. 成績優秀合格者特典】
●特別奨学生S・特別奨学生A・特別奨学生B
一般選抜 N方式〔第一期、第二期〕において、優秀な成績を修めた者から、「特別奨学生S」「特別奨
学生A」「特別奨学生B」を選抜します。
特別奨学生は、入学後、各学年ごとに学業成績などをもとに審査を行いますが、特に問題（欠席・素行
不良等）がない限り、次年度以降も規定の年限（4年間）まで継続します。
※詳しくはP43・44の学納金のページをご覧ください。

医療ビジネス薬科学科（4年制）
（ビジネス薬学コース・情報薬学コース・韓国薬学コース・スポーツ薬学コース・栄養薬学コース）

※ Web出願。詳しくは本学公式サイトをご覧ください。

学　科

医療ビジネス薬科学科

特別奨学生A

7名

特別奨学生S

5名

特別奨学生B

42名

特別奨学生募集人員

※上表の人数は、全ての選抜試験で募集する特別奨学生の人数です。
※本学の令和5年度の他の選抜試験において、すでに合格された方、または入学手続を完了された方も受験が可能です。

※今後の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染状況により募集要項に記載されている選
考方法とは異なる方法で実施することがあるかもしれませんので、ご了承ください。

■医療ビジネス薬科学科（ビジネス薬学コース・情報薬学コース・韓国薬学コース）
　お茶の水キャンパス〔4年制〕 20名
■医療ビジネス薬科学科（スポーツ薬学コース・栄養薬学コース）さいたまキャンパス〔4年制〕 5名
※コース選択は入学後に選択します。但し、出願時に医療ビジネス薬科学科・お茶の水キャンパス
（ビジネス薬学コース・情報薬学コース・韓国薬学コース）、医療ビジネス薬科学科・さいたまキャン
パス（スポーツ薬学コース・栄養薬学コース）のキャンパス選択が必要です。

（1）試験会場の案内図はP45～P48参照。
（2）一般選抜 N方式［第二期］の受験地につきましては、埼玉・東京・仙台のみの実施となります。
（3）東京会場については、受験者人数によって受験会場を変更していただく場合がございます。
　  ご了承ください。

埼　玉

東　京

札　幌

仙　台

名古屋

大　阪

日本薬科大学（さいたまキャンパス）

日本薬科大学（お茶の水キャンパス）

札幌医療リハビリ専門学校

TKPガーデンシティPREMIUM仙台西口

名古屋未来工科専門学校

名古屋オフィスパーク名駅カンファレンスセンター

CIVI北梅田研修センター

埼玉県北足立郡伊奈町小室10281

東京都文京区湯島3丁目15-9

北海道札幌市北区北6条西1-3-1

宮城県仙台市青葉区花京院1-2-15 ソララプラザ

愛知県名古屋市中村区椿町13-7

愛知県名古屋市中村区名駅3丁目22番地4号

大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 5階

048-721-1155

03-5812-9011

011-716-0555

022-204-1036

052-452-0555

052-485-9410

06-6160-5888

受験地 住　　所 電話番号試験会場【7. 入学試験会場】
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【1. 募集人員】

【2. 出願資格】 次のいずれかに該当する者
（1）高等学校または中等教育学校を卒業した者（令和5年3月卒業見込の者を含む）。
（2）通常の課程による12年の学校教育を修了した者（令和5年3月修了見込の者を含む）。
（3）文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧大学入学資格検定の合格
　 者を含む）。
（4）文部科学省の定めるところにより、上記と同等以上の学力があると認められた者。
（５）学習に支障を来さない、心身ともに健康な者。
※身体に障害のある方の受験については、入学後の学習等に特別な配慮が必要な場合、入学検定料を払い込む前にアド
　ミッションオフィスにご相談ください。

【3. 出願期間】
第一期

 前期：令和4年12月19日(月)～令和5年 1月20日(金)［消印有効］
　　　 後期：令和5年  1月10日(火)～令和5年 2月  4日(土)［消印有効］

第二期 前期：令和5年  2月  1日(水)～令和5年 2月18日(土)［消印有効］
　　　 後期：令和5年  2月20日(月)～令和5年 3月  8日(水)［消印有効］

一般選抜N方式［第一期、第二期］令和5年度

【8. 選考方法】 ●コミュニケーション英語Ⅰ・化学基礎・生物基礎から1科目選択（マークシート方式、時間60分）
●国語総合（古典を除く）・数学Ⅰから1科目選択（マークシート方式、時間60分）
（1）学力試験および調査書を考慮し、総合的に評価して判定します。
（2）選択科目は、試験の当日に選択していただきます。

第一期 前期：令和5年 2月  3日(金)
　　　 後期：令和5年 2月15日(水)

第二期 前期：令和5年 3月  3日(金)
　　　 後期：令和5年 3月15日(水)

【10. 合格発表】 合格発表日：

（1）合格者には、合格通知書をもって、正式な合格とします。なお、合格通知書等は発表日当日に発送します。
（2）選考結果（合否）は、本学公式サイトにて確認することができます。
（3）電話・電子メールなどによる問合せには、応じません。
（4）合格発表の際に補欠となった場合は、入学手続きの状況により繰り上げ合格となる場合があります。
 　その際には電話および郵送にて発表します。

第一期 前期：令和5年 2月17日(金)
　　　 後期：令和5年 3月  4日(土)

第二期 前期：令和5年 3月18日(土)
　　　 後期：令和5年 3月25日(土)

【11. 入学手続】 入学手続締切日：

（1）合格通知を受けた者は、指定された期日までに入学手続を済ませてください。
（2）上記手続終了後、入学許可書を送付します。【4. 出願書類】 ・調査書（要郵送）＊入学願書についてはWeb登録のみのため、郵送不要。

【5. 検定料】

第一期 前期：令和5年 1月25日(水)
　　　 後期：令和5年 2月  9日(木)

第二期 前期：令和5年 2月26日(日)
　　　 後期：令和5年 3月11日(土)

【6. 試験日】
¥35,000

試験会場に集合

受験上の注意事項

コミュニケーション英語Ⅰ・化学基礎・生物基礎から1科目
（マークシート方式、時間60分）

国語総合（古典を除く）・数学Ⅰから1科目
（マークシート方式、時間60分）

9：30
9：40
9：50
10：00
11：00
11：30
12：30

第一期 前期：令和5年 3月10日(金)
　　　 後期：令和5年 3月17日(金)

第二期 前期：令和5年 3月31日(金)
　　　 後期：令和5年 3月31日(金) の17時までにご連絡ください。

入学辞退締切日：

【12. 入学辞退による学費等の返還について】

入学辞退届および還付請求書を送付しますので、受け取り後1週間以内にこれらの書類を提出してく
ださい（必着）。入学金を除く納付金を返還します。

【13. 試験時間割】

医
療
ビ
ジ
ネ
ス
薬
科
学
科（
4
年
制
）

【9. 成績優秀合格者特典】
●特別奨学生S・特別奨学生A・特別奨学生B
一般選抜 N方式〔第一期、第二期〕において、優秀な成績を修めた者から、「特別奨学生S」「特別奨
学生A」「特別奨学生B」を選抜します。
特別奨学生は、入学後、各学年ごとに学業成績などをもとに審査を行いますが、特に問題（欠席・素行
不良等）がない限り、次年度以降も規定の年限（4年間）まで継続します。
※詳しくはP43・44の学納金のページをご覧ください。

医療ビジネス薬科学科（4年制）
（ビジネス薬学コース・情報薬学コース・韓国薬学コース・スポーツ薬学コース・栄養薬学コース）

※ Web出願。詳しくは本学公式サイトをご覧ください。

学　科

医療ビジネス薬科学科

特別奨学生A

7名

特別奨学生S

5名

特別奨学生B

42名

特別奨学生募集人員

※上表の人数は、全ての選抜試験で募集する特別奨学生の人数です。
※本学の令和5年度の他の選抜試験において、すでに合格された方、または入学手続を完了された方も受験が可能です。

※今後の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染状況により募集要項に記載されている選
考方法とは異なる方法で実施することがあるかもしれませんので、ご了承ください。

■医療ビジネス薬科学科（ビジネス薬学コース・情報薬学コース・韓国薬学コース）
　お茶の水キャンパス〔4年制〕 20名
■医療ビジネス薬科学科（スポーツ薬学コース・栄養薬学コース）さいたまキャンパス〔4年制〕 5名
※コース選択は入学後に選択します。但し、出願時に医療ビジネス薬科学科・お茶の水キャンパス
（ビジネス薬学コース・情報薬学コース・韓国薬学コース）、医療ビジネス薬科学科・さいたまキャン
パス（スポーツ薬学コース・栄養薬学コース）のキャンパス選択が必要です。

（1）試験会場の案内図はP45～P48参照。
（2）一般選抜 N方式［第二期］の受験地につきましては、埼玉・東京・仙台のみの実施となります。
（3）東京会場については、受験者人数によって受験会場を変更していただく場合がございます。
　  ご了承ください。

埼　玉

東　京

札　幌

仙　台

名古屋

大　阪

日本薬科大学（さいたまキャンパス）

日本薬科大学（お茶の水キャンパス）

札幌医療リハビリ専門学校

TKPガーデンシティPREMIUM仙台西口

名古屋未来工科専門学校

名古屋オフィスパーク名駅カンファレンスセンター

CIVI北梅田研修センター

埼玉県北足立郡伊奈町小室10281

東京都文京区湯島3丁目15-9

北海道札幌市北区北6条西1-3-1

宮城県仙台市青葉区花京院1-2-15 ソララプラザ

愛知県名古屋市中村区椿町13-7

愛知県名古屋市中村区名駅3丁目22番地4号

大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 5階

048-721-1155

03-5812-9011

011-716-0555

022-204-1036

052-452-0555

052-485-9410

06-6160-5888

受験地 住　　所 電話番号試験会場【7. 入学試験会場】

34



【1. 募集人員】

一般選抜 特別選抜方式（前期・後期）令和5年度

（1）試験会場の案内図はP45～P48参照。
（2）東京会場については、受験者人数によって受験会場を変更していただく場合がございます。ご

了承ください。

埼　玉

東　京

札　幌

仙　台

名古屋

大　阪

日本薬科大学（さいたまキャンパス）

日本薬科大学（お茶の水キャンパス）

札幌医療リハビリ専門学校

TKPガーデンシティPREMIUM仙台西口

名古屋未来工科専門学校

名古屋オフィスパーク名駅カンファレンスセンター

CIVI北梅田研修センター

埼玉県北足立郡伊奈町小室10281

東京都文京区湯島3丁目15-9

北海道札幌市北区北6条西1-3-1

宮城県仙台市青葉区花京院1-2-15 ソララプラザ

愛知県名古屋市中村区椿町13-7

愛知県名古屋市中村区名駅3丁目22番地4号

大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 5階

048-721-1155

03-5812-9011

011-716-0555

022-204-1036

052-452-0555

052-485-9410

06-6160-5888

受験地 住　　所 電話番号試験会場【7. 入学試験会場】

【8. 選考方法】 ●コミュニケーション英語Ⅰ・化学基礎・生物基礎から1科目選択（マークシート方式、時間60分）
●国語総合（古典を除く）・数学Ⅰから1科目選択（マークシート方式、時間60分）
（1）学力試験および調査書を考慮し、総合的に評価して判定します。
（2）選択科目は、試験の当日に選択していただきます。

前期：令和5年 2月  3日(金)
後期：令和5年 2月15日(水)

【10. 合格発表】 合格発表日：

（1）合格者には、合格通知書をもって、正式な合格とします。なお、合格通知書等は発表日当日に発送します。
（2）選考結果（合否）は、本学公式サイトにて確認することができます。
（3）電話・電子メールなどによる問合せには、応じません。
（4）合格発表の際に補欠となった場合は、入学手続きの状況により繰り上げ合格となる場合があります。その際に
　  は電話および郵送にて発表します。

前期：令和5年 2月17日(金)
後期：令和5年 3月  4日(土)

【11. 入学手続】 入学手続締切日：

（1）合格通知を受けた者は、指定された期日までに入学手続を済ませてください。
（2）上記手続終了後、入学許可書を送付します。

試験会場に集合

受験上の注意事項

コミュニケーション英語Ⅰ・化学基礎・生物基礎から1科目
（マークシート方式、時間60分） 

国語総合（古典を除く）・数学Ⅰから1科目
（マークシート方式、時間60分）

9：30
9：40
9：50
10：00
11：00
11：30
12：30

前期：令和5年 3月10日(金)
後期：令和5年 3月17日(金)の17時までにご連絡ください。

入学辞退締切日：

【12. 入学辞退による学費等の返還について】

入学辞退届および還付請求書を送付しますので、受け取り後1週間以内にこれらの書類を提出してく
ださい（必着）。入学金を除く納付金を返還します。

【13. 試験時間割】

医
療
ビ
ジ
ネ
ス
薬
科
学
科（
4
年
制
）

【9. 成績優秀合格者特典】
●特別奨学生S・特別奨学生A・特別奨学生B
一般選抜 特別選抜方式において、優秀な成績を修めた者から、「特別奨学生S」「特別奨学生A」「特
別奨学生B」を選抜します。
（1）特別奨学生は、入学後、各学年ごとに学業成績などをもとに審査を行いますが、特に問題（欠席・素
行不良等）がない限り、次年度以降も規定の年限（4年間）まで継続します。

（2）特別奨学生の選考に漏れた場合でも、一般生で同時に選考します。
※詳しくはP43・44の学納金ページをご覧ください。

医療ビジネス薬科学科（4年制）
（ビジネス薬学コース・情報薬学コース・韓国薬学コース・スポーツ薬学コース・栄養薬学コース）

【2. 出願資格】 次のいずれかに該当する者
（1）高等学校または中等教育学校を卒業した者（令和5年3月卒業見込の者を含む）。
（2）通常の課程による12年の学校教育を修了した者（令和5年3月修了見込の者を含む）。
（3）文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧大学入学資格検定の合格
　 者を含む）。
（4）文部科学省の定めるところにより、上記と同等以上の学力があると認められた者。
（５）学習に支障を来さない、心身ともに健康な者。
※身体に障害のある方の受験については、入学後の学習等に特別な配慮が必要な場合、入学検定料を払い込む前にアド
　ミッションオフィスにご相談ください。

【4. 出願書類】 ・調査書（要郵送）
＊入学願書についてはWeb登録のみのため、郵送不要。

【5. 検定料】

【3. 出願期間】 前期：令和4年12月19日(月)～令和5年 1月20日(金)［消印有効］
後期：令和5年  1月10日(火)～令和5年 2月  4日(土)［消印有効］

前期：令和5年 1月26日(木)
後期：令和5年 2月10日(金)

【6. 試験日】

¥35,000

※ Web出願。詳しくは本学公式サイトをご覧ください。

学　科

医療ビジネス薬科学科

特別奨学生A

7名

特別奨学生S

5名

特別奨学生B

42名

特別奨学生募集人員

※上表の人数は、全ての選抜試験で募集する特別奨学生の人数です。
※本学の令和5年度の他の選抜試験において、すでに合格された方、または入学手続を完了された方も受験が可能です。

※今後の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染状況により募集要項に記載されている選
考方法とは異なる方法で実施することがあるかもしれませんので、ご了承ください。

■医療ビジネス薬科学科（ビジネス薬学コース・情報薬学コース・韓国薬学コース）
　お茶の水キャンパス〔4年制〕 12名
■医療ビジネス薬科学科（スポーツ薬学コース・栄養薬学コース）さいたまキャンパス〔4年制〕 5名
※コース選択は入学後に選択します。但し、出願時に医療ビジネス薬科学科・お茶の水キャンパス
（ビジネス薬学コース・情報薬学コース・韓国薬学コース）、医療ビジネス薬科学科・さいたまキャン
パス（スポーツ薬学コース・栄養薬学コース）のキャンパス選択が必要です。
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【1. 募集人員】

一般選抜 特別選抜方式（前期・後期）令和5年度

（1）試験会場の案内図はP45～P48参照。
（2）東京会場については、受験者人数によって受験会場を変更していただく場合がございます。ご

了承ください。

埼　玉

東　京

札　幌

仙　台

名古屋

大　阪

日本薬科大学（さいたまキャンパス）

日本薬科大学（お茶の水キャンパス）

札幌医療リハビリ専門学校

TKPガーデンシティPREMIUM仙台西口

名古屋未来工科専門学校

名古屋オフィスパーク名駅カンファレンスセンター

CIVI北梅田研修センター

埼玉県北足立郡伊奈町小室10281

東京都文京区湯島3丁目15-9

北海道札幌市北区北6条西1-3-1

宮城県仙台市青葉区花京院1-2-15 ソララプラザ

愛知県名古屋市中村区椿町13-7

愛知県名古屋市中村区名駅3丁目22番地4号

大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 5階

048-721-1155

03-5812-9011

011-716-0555

022-204-1036

052-452-0555

052-485-9410

06-6160-5888

受験地 住　　所 電話番号試験会場【7. 入学試験会場】

【8. 選考方法】 ●コミュニケーション英語Ⅰ・化学基礎・生物基礎から1科目選択（マークシート方式、時間60分）
●国語総合（古典を除く）・数学Ⅰから1科目選択（マークシート方式、時間60分）
（1）学力試験および調査書を考慮し、総合的に評価して判定します。
（2）選択科目は、試験の当日に選択していただきます。

前期：令和5年 2月  3日(金)
後期：令和5年 2月15日(水)

【10. 合格発表】 合格発表日：

（1）合格者には、合格通知書をもって、正式な合格とします。なお、合格通知書等は発表日当日に発送します。
（2）選考結果（合否）は、本学公式サイトにて確認することができます。
（3）電話・電子メールなどによる問合せには、応じません。
（4）合格発表の際に補欠となった場合は、入学手続きの状況により繰り上げ合格となる場合があります。その際に
　  は電話および郵送にて発表します。

前期：令和5年 2月17日(金)
後期：令和5年 3月  4日(土)

【11. 入学手続】 入学手続締切日：

（1）合格通知を受けた者は、指定された期日までに入学手続を済ませてください。
（2）上記手続終了後、入学許可書を送付します。

試験会場に集合

受験上の注意事項

コミュニケーション英語Ⅰ・化学基礎・生物基礎から1科目
（マークシート方式、時間60分） 

国語総合（古典を除く）・数学Ⅰから1科目
（マークシート方式、時間60分）

9：30
9：40
9：50
10：00
11：00
11：30
12：30

前期：令和5年 3月10日(金)
後期：令和5年 3月17日(金)の17時までにご連絡ください。

入学辞退締切日：

【12. 入学辞退による学費等の返還について】

入学辞退届および還付請求書を送付しますので、受け取り後1週間以内にこれらの書類を提出してく
ださい（必着）。入学金を除く納付金を返還します。

【13. 試験時間割】

医
療
ビ
ジ
ネ
ス
薬
科
学
科（
4
年
制
）

【9. 成績優秀合格者特典】
●特別奨学生S・特別奨学生A・特別奨学生B
一般選抜 特別選抜方式において、優秀な成績を修めた者から、「特別奨学生S」「特別奨学生A」「特
別奨学生B」を選抜します。
（1）特別奨学生は、入学後、各学年ごとに学業成績などをもとに審査を行いますが、特に問題（欠席・素
行不良等）がない限り、次年度以降も規定の年限（4年間）まで継続します。

（2）特別奨学生の選考に漏れた場合でも、一般生で同時に選考します。
※詳しくはP43・44の学納金ページをご覧ください。

医療ビジネス薬科学科（4年制）
（ビジネス薬学コース・情報薬学コース・韓国薬学コース・スポーツ薬学コース・栄養薬学コース）

【2. 出願資格】 次のいずれかに該当する者
（1）高等学校または中等教育学校を卒業した者（令和5年3月卒業見込の者を含む）。
（2）通常の課程による12年の学校教育を修了した者（令和5年3月修了見込の者を含む）。
（3）文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧大学入学資格検定の合格
　 者を含む）。
（4）文部科学省の定めるところにより、上記と同等以上の学力があると認められた者。
（５）学習に支障を来さない、心身ともに健康な者。
※身体に障害のある方の受験については、入学後の学習等に特別な配慮が必要な場合、入学検定料を払い込む前にアド
　ミッションオフィスにご相談ください。

【4. 出願書類】 ・調査書（要郵送）
＊入学願書についてはWeb登録のみのため、郵送不要。

【5. 検定料】

【3. 出願期間】 前期：令和4年12月19日(月)～令和5年 1月20日(金)［消印有効］
後期：令和5年  1月10日(火)～令和5年 2月  4日(土)［消印有効］

前期：令和5年 1月26日(木)
後期：令和5年 2月10日(金)

【6. 試験日】

¥35,000

※ Web出願。詳しくは本学公式サイトをご覧ください。

学　科

医療ビジネス薬科学科

特別奨学生A

7名

特別奨学生S

5名

特別奨学生B

42名

特別奨学生募集人員

※上表の人数は、全ての選抜試験で募集する特別奨学生の人数です。
※本学の令和5年度の他の選抜試験において、すでに合格された方、または入学手続を完了された方も受験が可能です。

※今後の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染状況により募集要項に記載されている選
考方法とは異なる方法で実施することがあるかもしれませんので、ご了承ください。

■医療ビジネス薬科学科（ビジネス薬学コース・情報薬学コース・韓国薬学コース）
　お茶の水キャンパス〔4年制〕 12名
■医療ビジネス薬科学科（スポーツ薬学コース・栄養薬学コース）さいたまキャンパス〔4年制〕 5名
※コース選択は入学後に選択します。但し、出願時に医療ビジネス薬科学科・お茶の水キャンパス
（ビジネス薬学コース・情報薬学コース・韓国薬学コース）、医療ビジネス薬科学科・さいたまキャン
パス（スポーツ薬学コース・栄養薬学コース）のキャンパス選択が必要です。
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【1. 募集人員】

※ Web出願。詳しくは本学公式サイトをご覧ください。

【2. 出願資格】 次のいずれかに該当する者で、令和5年度大学入学共通テストにおいて本学が指定する教科・科目
を受験する者［一般選抜  N方式［第一期（前期・後期）］［第二期（前期・後期）］、一般選抜  特別
選抜方式（前期・後期）との併願も可能です］。
（1）高等学校または中等教育学校を卒業した者（令和5年3月卒業見込の者を含む）。
（2）通常の課程による12年の学校教育を修了した者（令和5年3月修了見込の者を含む）。
（3）文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧大学入学資格検定の合格
　 者を含む）。
（4）文部科学省の定めるところにより、上記と同等以上の学力があると認められた者。
（５）学習に支障を来さない、心身ともに健康な者。
※身体に障害のある方の受験については、入学後の学習等に特別な配慮が必要な場合、入学検定料を払い込む前にアド
　ミッションオフィスにご相談ください。

※今後の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染状況により募集要項に記載されている選
考方法とは異なる方法で実施することがあるかもしれませんので、ご了承ください。

【4. 出願書類】 ・調査書（要郵送）
・成績請求票（大学入試センターから交付／本学指定台紙に貼付けの上要郵送）
＊入学願書についてはWeb登録のみのため、郵送不要。

【3. 出願期間】 前期：令和4年12月19日(月)～令和5年 1月31日(火)［消印有効］
後期：令和5年  2月 1日(水)～令和5年 3月  4日(土)［消印有効］

大学入学共通テスト利用（前期・後期）令和5年度

【6. 試験内容】

前期：令和5年 2月  9日(木)
後期：令和5年 3月15日(水)

【8. 合格発表】 合格発表日：

（1）合格者には、合格通知書をもって、正式な合格とします。
　 なお、合格通知書等は発表日当日に発送します。
（2）選考結果（合否）は、本学公式サイトにて確認することができます。
（3）電話・電子メールなどによる問合せには、応じません。
（4）合格発表の際に補欠となった場合は、入学手続きの状況により繰り上げ合格となる場合がありま
　 す。その際には電話および郵送にて発表します。

【7. 選考方法】 令和5年度大学入学共通テストにおいて本学が指定した教科・科目の成績および調査書を考慮し、
総合評価により判定します。

前期：令和5年 2月25日(土)
後期：令和5年 3月25日(土)

【10. 入学手続】 入学手続締切日：

（1）合格通知を受けた者は、指定された期日までに入学手続を済ませてください。
（2）上記手続終了後、入学許可書を送付します。

前期：令和5年 3月18日(土) の15時
後期：令和5年 3月31日(金) の17時までにご連絡ください。

入学辞退締切日：

【11. 入学辞退による学費等の返還について】

入学辞退届および還付請求書を送付しますので、受け取り後1週間以内にこれらの書類を提出して
ください（必着）。入学金を除く納付金を返還します。

医
療
ビ
ジ
ネ
ス
薬
科
学
科（
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）

医療ビジネス薬科学科（4年制）
（ビジネス薬学コース・情報薬学コース・韓国薬学コース・スポーツ薬学コース・栄養薬学コース）

科　　目

国語

教　科 必修・選択別

選択（いずれか1科目選択）
※基礎を付した科目は、
　2科目を選択

配点

100点

理　科

数　学

国　語

英語（リーディング・リスニング） 必修 100点外国語

化学基礎・生物基礎・物理基礎

化学・生物

数学Ⅰ・数学A

※理科・数学を複数受験した場合、得点の高い方の科目を採用します。
※外国語「英語」は配点200点を100点（リーディング80点満点、リスニング20点満点）に換算します。
○本学独自の個別試験は課しません。

（1）試験日および試験会場
　令和5年 1月14日(土)・15日(日)
　※大学入試センターから指定された試験会場

（2）本学が指定する教科・科目、配点

■医療ビジネス薬科学科（ビジネス薬学コース・情報薬学コース・韓国薬学コース）
　お茶の水キャンパス〔4年制〕 5名
■医療ビジネス薬科学科（スポーツ薬学コース・栄養薬学コース）さいたまキャンパス〔4年制〕 2名
※コース選択は入学後に選択します。但し、出願時に医療ビジネス薬科学科・お茶の水キャンパス
（ビジネス薬学コース・情報薬学コース・韓国薬学コース）、医療ビジネス薬科学科・さいたまキャン
パス（スポーツ薬学コース・栄養薬学コース）のキャンパス選択が必要です。

【5. 検定料】

※併願で出願される方は、出願受付締切日にご注意ください。

一般選抜 N方式［第一期］（前期）と大学入学共通テスト利用（前期）

一般選抜 N方式［第一期］（後期）と大学入学共通テスト利用（前期）

一般選抜 N方式［第二期］（前期）と大学入学共通テスト利用（後期）

一般選抜 N方式［第二期］（後期）と大学入学共通テスト利用（後期）

一般選抜 特別選抜方式（前期）と大学入学共通テスト利用（前期）

一般選抜 特別選抜方式（後期）と大学入学共通テスト利用（後期）

53,000円→35,000円

53,000円→35,000円

53,000円→35,000円

53,000円→35,000円

53,000円→35,000円

53,000円→35,000円

検定料出願パターン

例）一般選抜  N方式［第一期（前期・後期）］［第二期（前期・後期）］、一般選抜  特別選抜方式［（前
期・後期）］と大学入学共通テスト利用（前期・後期）の併願の場合 （※検定料優遇措置）

¥18,000
※一般選抜と併願する場合、大学入学共通テスト利用の検定料は免除となります。
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【1. 募集人員】

※ Web出願。詳しくは本学公式サイトをご覧ください。

【2. 出願資格】 次のいずれかに該当する者で、令和5年度大学入学共通テストにおいて本学が指定する教科・科目
を受験する者［一般選抜  N方式［第一期（前期・後期）］［第二期（前期・後期）］、一般選抜  特別
選抜方式（前期・後期）との併願も可能です］。
（1）高等学校または中等教育学校を卒業した者（令和5年3月卒業見込の者を含む）。
（2）通常の課程による12年の学校教育を修了した者（令和5年3月修了見込の者を含む）。
（3）文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧大学入学資格検定の合格
　 者を含む）。
（4）文部科学省の定めるところにより、上記と同等以上の学力があると認められた者。
（５）学習に支障を来さない、心身ともに健康な者。
※身体に障害のある方の受験については、入学後の学習等に特別な配慮が必要な場合、入学検定料を払い込む前にアド
　ミッションオフィスにご相談ください。

※今後の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染状況により募集要項に記載されている選
考方法とは異なる方法で実施することがあるかもしれませんので、ご了承ください。

【4. 出願書類】 ・調査書（要郵送）
・成績請求票（大学入試センターから交付／本学指定台紙に貼付けの上要郵送）
＊入学願書についてはWeb登録のみのため、郵送不要。

【3. 出願期間】 前期：令和4年12月19日(月)～令和5年 1月31日(火)［消印有効］
後期：令和5年  2月 1日(水)～令和5年 3月  4日(土)［消印有効］

大学入学共通テスト利用（前期・後期）令和5年度

【6. 試験内容】

前期：令和5年 2月  9日(木)
後期：令和5年 3月15日(水)

【8. 合格発表】 合格発表日：

（1）合格者には、合格通知書をもって、正式な合格とします。
　 なお、合格通知書等は発表日当日に発送します。
（2）選考結果（合否）は、本学公式サイトにて確認することができます。
（3）電話・電子メールなどによる問合せには、応じません。
（4）合格発表の際に補欠となった場合は、入学手続きの状況により繰り上げ合格となる場合がありま
　 す。その際には電話および郵送にて発表します。

【7. 選考方法】 令和5年度大学入学共通テストにおいて本学が指定した教科・科目の成績および調査書を考慮し、
総合評価により判定します。

前期：令和5年 2月25日(土)
後期：令和5年 3月25日(土)

【10. 入学手続】 入学手続締切日：

（1）合格通知を受けた者は、指定された期日までに入学手続を済ませてください。
（2）上記手続終了後、入学許可書を送付します。

前期：令和5年 3月18日(土) の15時
後期：令和5年 3月31日(金) の17時までにご連絡ください。

入学辞退締切日：

【11. 入学辞退による学費等の返還について】

入学辞退届および還付請求書を送付しますので、受け取り後1週間以内にこれらの書類を提出して
ください（必着）。入学金を除く納付金を返還します。

医
療
ビ
ジ
ネ
ス
薬
科
学
科（
4
年
制
）

医療ビジネス薬科学科（4年制）
（ビジネス薬学コース・情報薬学コース・韓国薬学コース・スポーツ薬学コース・栄養薬学コース）

科　　目

国語

教　科 必修・選択別

選択（いずれか1科目選択）
※基礎を付した科目は、
　2科目を選択

配点

100点

理　科

数　学

国　語

英語（リーディング・リスニング） 必修 100点外国語

化学基礎・生物基礎・物理基礎

化学・生物

数学Ⅰ・数学A

※理科・数学を複数受験した場合、得点の高い方の科目を採用します。
※外国語「英語」は配点200点を100点（リーディング80点満点、リスニング20点満点）に換算します。
○本学独自の個別試験は課しません。

（1）試験日および試験会場
　令和5年 1月14日(土)・15日(日)
　※大学入試センターから指定された試験会場

（2）本学が指定する教科・科目、配点

■医療ビジネス薬科学科（ビジネス薬学コース・情報薬学コース・韓国薬学コース）
　お茶の水キャンパス〔4年制〕 5名
■医療ビジネス薬科学科（スポーツ薬学コース・栄養薬学コース）さいたまキャンパス〔4年制〕 2名
※コース選択は入学後に選択します。但し、出願時に医療ビジネス薬科学科・お茶の水キャンパス
（ビジネス薬学コース・情報薬学コース・韓国薬学コース）、医療ビジネス薬科学科・さいたまキャン
パス（スポーツ薬学コース・栄養薬学コース）のキャンパス選択が必要です。

【5. 検定料】

※併願で出願される方は、出願受付締切日にご注意ください。

一般選抜 N方式［第一期］（前期）と大学入学共通テスト利用（前期）

一般選抜 N方式［第一期］（後期）と大学入学共通テスト利用（前期）

一般選抜 N方式［第二期］（前期）と大学入学共通テスト利用（後期）

一般選抜 N方式［第二期］（後期）と大学入学共通テスト利用（後期）

一般選抜 特別選抜方式（前期）と大学入学共通テスト利用（前期）

一般選抜 特別選抜方式（後期）と大学入学共通テスト利用（後期）

53,000円→35,000円

53,000円→35,000円

53,000円→35,000円

53,000円→35,000円

53,000円→35,000円

53,000円→35,000円

検定料出願パターン

例）一般選抜  N方式［第一期（前期・後期）］［第二期（前期・後期）］、一般選抜  特別選抜方式［（前
期・後期）］と大学入学共通テスト利用（前期・後期）の併願の場合 （※検定料優遇措置）

¥18,000
※一般選抜と併願する場合、大学入学共通テスト利用の検定料は免除となります。
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【1. 募集人員】 薬学科 若干名　　医療ビジネス薬科学科 若干名

【2. 出願資格】 ＜社会人選抜試験＞
一般選抜試験での出願資格と下記の項目に該当する者。
（1）令和5年3月31日までに3年以上の社会人としての経験を有する者
　 （家事及び育児は職務経験に含む）。
（2）令和5年4月1日現在で年齢が満21才以上である者。

【8. 選考方法】 〔薬学科（6年制）〕
●基礎学力試験〔「化学基礎」「生物基礎」から1科目選択〕（時間20分）
●面接（約20分）
　＊科目試験および面接・書類の総合評価により判定します。
　＊受験科目は、試験の当日に選択していただきます。
〔医療ビジネス薬科学科（4年制）〕
●面接（約20分）
　＊面接・書類の総合評価により判定します。

〔薬学科（6年制）〕

〔医療ビジネス薬科学科（4年制）〕

【3. 出願期間】

特別入試（社会人・帰国子女）（前期・後期）
社会人（薬学科／医療ビジネス薬科学科）
帰国子女（薬学科／医療ビジネス薬科学科）

令和5年度

試験会場の案内図はP45参照。

【7. 入学試験会場】

＜帰国子女選抜試験＞
日本国籍を有し、外国の学校で学んだ者で、いずれかに該当する者。
（1）外国において、外国の教育制度に基づく高等学校に2年以上継続して在学し、出願時に通常の
　 12年の学校教育の過程を修了見込みの者。もしくは修了後1年未満の者。
（2）外国において、通算6年以上にわたり、学校教育を受け帰国後、日本の高等学校に入学し、出願時に
　 高等学校を卒業見込みの者、ただし日本の高等学校の在籍期間が原則として1年6ヶ月未満の者。

薬
学
科
（
6
年
制
）
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埼　　玉  日本薬科大学（さいたまキャンパス）  埼玉県北足立郡伊奈町小室10281   048-721-1155

受験地   　試験会場         　 住　　所        電話番号

薬学科（6年制）／医療ビジネス薬科学科（4年制）
（健康薬学コース・漢方薬学コース・医療薬学コース）（ビジネス薬学コース・情報薬学コース・韓国薬学コース・スポーツ薬学コース・栄養薬学コース）

前期：令和4年11月  7日(月)～令和4年11月23日(水)［消印有効］
後期：令和5年  2月13日(月)～令和5年  3月15日(水)［消印有効］

【4. 出願書類】 ・調査書もしくは卒業証明書（要郵送）
・自己PRシート（本学所定用紙／要郵送）
＊入学願書についてはWeb登録のみのため、郵送不要。

【5. 検定料】

前期：令和4年11月26日(土)
後期：令和5年  3月18日(土)

【6. 試験日】

¥35,000

前期：令和4年12月  3日(土)
後期：令和5年  3月23日(木)

【9. 合格発表】 合格発表日：

合格者には、合格通知書をもって、正式な合格とします。なお、合格通知書等は発表当日に発送します。
選考結果（合否）は、本学公式サイトにて確認することができます。
電話・電子メールなどによる問合せには応じません。

前期：令和4年12月17日(土)
後期：令和5年  3月31日(金)

【10. 入学手続】 入学手続締切日：

合格通知を受けた者は、指定された期日までに入学手続を済ませてください。
上記手続終了後、入学許可書を送付します。
（注意事項）
特別入試は専願制ですので、納付金（手続書類を含む）は返還いたしません。書類提出が遅くなる
場合は、事前にご連絡ください。

試験会場に集合

面接（約20分）

受験上の注意事項

基礎学力試験
［「化学基礎」「生物基礎」から1科目選択］（時間20分）

 9：30
 9：40
 9：50
10：00
10：20
10：30～

【11. 試験時間割】

試験会場に集合

面接（約20分）

受験上の注意事項

 9：30
 9：40
 9：50
10：00～

※今後の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染状況により募集要項に記載されている選
考方法とは異なる方法で実施することがあるかもしれませんので、ご了承ください。

※ Web出願。詳しくは本学公式サイトをご覧ください。
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【1. 募集人員】 薬学科 若干名　　医療ビジネス薬科学科 若干名

【2. 出願資格】 ＜社会人選抜試験＞
一般選抜試験での出願資格と下記の項目に該当する者。
（1）令和5年3月31日までに3年以上の社会人としての経験を有する者
　 （家事及び育児は職務経験に含む）。
（2）令和5年4月1日現在で年齢が満21才以上である者。

【8. 選考方法】 〔薬学科（6年制）〕
●基礎学力試験〔「化学基礎」「生物基礎」から1科目選択〕（時間20分）
●面接（約20分）
　＊科目試験および面接・書類の総合評価により判定します。
　＊受験科目は、試験の当日に選択していただきます。
〔医療ビジネス薬科学科（4年制）〕
●面接（約20分）
　＊面接・書類の総合評価により判定します。

〔薬学科（6年制）〕

〔医療ビジネス薬科学科（4年制）〕

【3. 出願期間】

特別入試（社会人・帰国子女）（前期・後期）
社会人（薬学科／医療ビジネス薬科学科）
帰国子女（薬学科／医療ビジネス薬科学科）

令和5年度

試験会場の案内図はP45参照。

【7. 入学試験会場】

＜帰国子女選抜試験＞
日本国籍を有し、外国の学校で学んだ者で、いずれかに該当する者。
（1）外国において、外国の教育制度に基づく高等学校に2年以上継続して在学し、出願時に通常の
　 12年の学校教育の過程を修了見込みの者。もしくは修了後1年未満の者。
（2）外国において、通算6年以上にわたり、学校教育を受け帰国後、日本の高等学校に入学し、出願時に
　 高等学校を卒業見込みの者、ただし日本の高等学校の在籍期間が原則として1年6ヶ月未満の者。
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埼　　玉  日本薬科大学（さいたまキャンパス）  埼玉県北足立郡伊奈町小室10281   048-721-1155

受験地   　試験会場         　 住　　所        電話番号

薬学科（6年制）／医療ビジネス薬科学科（4年制）
（健康薬学コース・漢方薬学コース・医療薬学コース）（ビジネス薬学コース・情報薬学コース・韓国薬学コース・スポーツ薬学コース・栄養薬学コース）

前期：令和4年11月  7日(月)～令和4年11月23日(水)［消印有効］
後期：令和5年  2月13日(月)～令和5年  3月15日(水)［消印有効］

【4. 出願書類】 ・調査書もしくは卒業証明書（要郵送）
・自己PRシート（本学所定用紙／要郵送）
＊入学願書についてはWeb登録のみのため、郵送不要。

【5. 検定料】

前期：令和4年11月26日(土)
後期：令和5年  3月18日(土)

【6. 試験日】

¥35,000

前期：令和4年12月  3日(土)
後期：令和5年  3月23日(木)

【9. 合格発表】 合格発表日：

合格者には、合格通知書をもって、正式な合格とします。なお、合格通知書等は発表当日に発送します。
選考結果（合否）は、本学公式サイトにて確認することができます。
電話・電子メールなどによる問合せには応じません。

前期：令和4年12月17日(土)
後期：令和5年  3月31日(金)

【10. 入学手続】 入学手続締切日：

合格通知を受けた者は、指定された期日までに入学手続を済ませてください。
上記手続終了後、入学許可書を送付します。
（注意事項）
特別入試は専願制ですので、納付金（手続書類を含む）は返還いたしません。書類提出が遅くなる
場合は、事前にご連絡ください。

試験会場に集合

面接（約20分）

受験上の注意事項

基礎学力試験
［「化学基礎」「生物基礎」から1科目選択］（時間20分）

 9：30
 9：40
 9：50
10：00
10：20
10：30～

【11. 試験時間割】

試験会場に集合

面接（約20分）

受験上の注意事項

 9：30
 9：40
 9：50
10：00～

※今後の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染状況により募集要項に記載されている選
考方法とは異なる方法で実施することがあるかもしれませんので、ご了承ください。

※ Web出願。詳しくは本学公式サイトをご覧ください。
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特別入試（編入学）令和5年度

【1. 募集人員】 ＜2年次・3年次編入＞
薬学科（6年制）・医療ビジネス薬科学科（4年制） 若干名

【2. 出願資格】 （1）学士の学位を有する者
（2）大学に在学する者
（3）短期大学または高等専門学校を卒業した者及び卒業見込みの者
（4）専修学校の専門課程（修業年限が2年以上、総授業時数が1,700時間以上であるものに限る）
を修了した者及び修了見込みの者

特別入試（編入学）を受験したい方は、下記のアドミッションオフィスまで、お問い合わせください。
入試願書・学生募集要項を送付します。

※編入学については、事前相談が必要になりますので、お問い合わせください。
　また、相談時に成績（見込）証明書または単位修得（見込）証明書とシラバスが必要となります。

  編入学は、欠員募集となりますので、欠員が生じない限り実施されません。
  ※実施の可否については、10月下旬となります。

【5. 試験日】

【3. 出願期間】 前期：令和4年11月14日(月)～令和4年12月  7日(水)［消印有効］
後期：令和5年  2月  1日(水)～令和5年  2月18日(土)［消印有効］

前期：令和4年12月10日(土) 
後期：令和5年  2月26日(日)

【6. 合格発表】 前期：令和4年12月17日(土)
後期：令和5年  3月  3日(金)

試験会場の案内図はP45参照。

【7. 入学試験会場】
埼　玉  日本薬科大学（さいたまキャンパス） 埼玉県北足立郡伊奈町小室10281   048-721-1155

受験地   　試験会場         　  住　　所       電話番号

編入学試験（2年次・3年次）抜　　粋

日本薬科大学

TEL直通  048-721-6651

お問い合せ先

0120-71-2293

nyushi@nichiyaku.ac.jpE-mail

薬学科（6年制）／医療ビジネス薬科学科（4年制）
（健康薬学コース・漢方薬学コース・医療薬学コース）（ビジネス薬学コース・情報薬学コース・韓国薬学コース・スポーツ薬学コース・栄養薬学コース）

【4. 検定料】 ¥35,000
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特別入試（編入学）令和5年度

【1. 募集人員】 ＜2年次・3年次編入＞
薬学科（6年制）・医療ビジネス薬科学科（4年制） 若干名

【2. 出願資格】 （1）学士の学位を有する者
（2）大学に在学する者
（3）短期大学または高等専門学校を卒業した者及び卒業見込みの者
（4）専修学校の専門課程（修業年限が2年以上、総授業時数が1,700時間以上であるものに限る）
を修了した者及び修了見込みの者

特別入試（編入学）を受験したい方は、下記のアドミッションオフィスまで、お問い合わせください。
入試願書・学生募集要項を送付します。

※編入学については、事前相談が必要になりますので、お問い合わせください。
　また、相談時に成績（見込）証明書または単位修得（見込）証明書とシラバスが必要となります。

  編入学は、欠員募集となりますので、欠員が生じない限り実施されません。
  ※実施の可否については、10月下旬となります。

【5. 試験日】

【3. 出願期間】 前期：令和4年11月14日(月)～令和4年12月  7日(水)［消印有効］
後期：令和5年  2月  1日(水)～令和5年  2月18日(土)［消印有効］

前期：令和4年12月10日(土) 
後期：令和5年  2月26日(日)

【6. 合格発表】 前期：令和4年12月17日(土)
後期：令和5年  3月  3日(金)

試験会場の案内図はP45参照。

【7. 入学試験会場】
埼　玉  日本薬科大学（さいたまキャンパス） 埼玉県北足立郡伊奈町小室10281   048-721-1155

受験地   　試験会場         　  住　　所       電話番号

編入学試験（2年次・3年次）抜　　粋

日本薬科大学

TEL直通  048-721-6651

お問い合せ先

0120-71-2293

nyushi@nichiyaku.ac.jpE-mail

薬学科（6年制）／医療ビジネス薬科学科（4年制）
（健康薬学コース・漢方薬学コース・医療薬学コース）（ビジネス薬学コース・情報薬学コース・韓国薬学コース・スポーツ薬学コース・栄養薬学コース）

【4. 検定料】 ¥35,000
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学費に関する
Q&A

Ｑ.　学費のほかに必要な教科書代（テキスト代）はどのくらいかかりますか。
A.　薬学科（6年制）1年次は、約11万円、2年次は、約9万円、3年次は、約6万円、4年次以降は、約1万
　　円ずつかかります。また、医療ビジネス薬科学科（4年制）は、1～3年次は、約5万円、4年次は、約1
　　万円かかります。
Q.　学費以外に実習費も必要ですか。
A.　学費の中に実習費が含まれています。実習ごとに追加の費用がかかることはありません。
　　また、病院・薬局実務実習についても、追加の費用がかかることはありません（薬学科のみ）。
Ｑ.　入学手続後に、特待生・特別奨学生を目指して再度受験をし、特待生など以前より良い条件で合
　　格した場合、入学手続は再度行わなければならないのですか、また余剰金はどうなりますか。
A.　再度の入学手続は、不要です。入試事務局が手続きを行います。また余剰金は、返金します。

※その他の質問につきましては 
　https://www.nichiyaku.ac.jp/admission/faq/ 　　　　をご覧ください。

薬学科（6年制）

（単位：円）分割納入方法（2分割）

500,000
800,000
950,000
1,100,000
1,350,000
4月　
300,000
600,000
750,000
900,000
1,150,000

特待生S
特待生A
特待生B
特待生C
一般生

特待生S
特待生A
特待生B
特待生C
一般生

100,000
400,000
550,000
700,000
950,000
10月　
300,000
600,000
750,000
900,000
1,150,000

600,000
1,200,000
1,500,000
1,800,000
2,300,000
合計　
600,000
1,200,000
1,500,000
1,800,000
2,300,000

入学手続時 10月 合計

初
年
度

2
年
次
以
降

医療ビジネス
薬科学科（4年制）

（単位：円）

○上記学納金以外に、委託徴収費として、後援会費年額15,000円が必要です。
○入学時、入学後において、学債・寄付金等の要請は一切ありません。

○上記学納金以外に、委託徴収費として、後援会費年額15,000円が必要です。
○入学時、入学後において、学債・寄付金等の要請は一切ありません。

500,000
650,000
800,000
950,000
4月　
300,000
450,000
600,000
650,000

特別奨学生S
特別奨学生A
特別奨学生B
一般生

特別奨学生S
特別奨学生A
特別奨学生B
一般生

100,000
250,000
400,000
550,000
10月　
300,000
450,000
600,000
650,000

600,000
900,000
1,200,000
1,500,000
合計　
600,000
900,000
1,200,000
1,300,000

入学手続時 10月 合計

初
年
度

2
年
次
以
降

学 納 金

特待生 [薬学科（6年制）]

特待生B

科 目 初年度 ２年次以降
入 学 金 400,000 ―
授 業 料 1,100,000 1,100,000
施 設 充 実 費 ― 400,000
合 計 1,500,000 1,500,000

科 目 初年度 ２年次以降
入 学 金 400,000 ―
授 業 料 800,000 1,000,000
施 設 充 実 費 ― 200,000
合 計 1,200,000 1,200,000

科 目 初年度 ２年次以降
入 学 金 400,000 ―
授 業 料 500,000 700,000
施 設 充 実 費 ― 200,000
合 計 900,000 900,000

科 目 初年度 ２年次以降
入 学 金 400,000 ―
授 業 料 1,100,000 1,100,000
施 設 充 実 費 ― 200,000
合 計 1,500,000 1,300,000

（年額, 単位：円）
科 目 初年度 ２年次以降
入 学 金 400,000 ―
授 業 料 1,900,000 1,900,000
施 設 充 実 費 ― 400,000
合 計 2,300,000 2,300,000

■ 薬学科（６年制）

特待生A

科 目 初年度 ２年次以降
入 学 金 400,000 ―
授 業 料 800,000 800,000
施 設 充 実 費 ― 400,000
合 計 1,200,000 1,200,000

（年額, 単位：円）

（年額, 単位：円）

特待生C

科 目 初年度 ２年次以降
入 学 金 400,000 ―
授 業 料 1,400,000 1,400,000
施 設 充 実 費 ― 400,000
合 計 1,800,000 1,800,000

（年額, 単位：円）

特待生S

（年額, 単位：円）
科 目 初年度 ２年次以降
入 学 金 400,000 ―
授 業 料 200,000 200,000
施 設 充 実 費 ― 400,000
合 計 600,000 600,000

特別奨学生 [医療ビジネス薬科学科（4年制）]

特別奨学生A

特別奨学生B

（年額, 単位：円）

科 目 初年度 ２年次以降
入 学 金 400,000 ―
授 業 料 200,000 400,000
施 設 充 実 費 ― 200,000
合 計 600,000 600,000

特別奨学生S

（年額, 単位：円）

（年額, 単位：円）

（年額, 単位：円）■ 医療ビジネス薬科学科（4年制）
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学費に関する
Q&A

Ｑ.　学費のほかに必要な教科書代（テキスト代）はどのくらいかかりますか。
A.　薬学科（6年制）1年次は、約11万円、2年次は、約9万円、3年次は、約6万円、4年次以降は、約1万
　　円ずつかかります。また、医療ビジネス薬科学科（4年制）は、1～3年次は、約5万円、4年次は、約1
　　万円かかります。
Q.　学費以外に実習費も必要ですか。
A.　学費の中に実習費が含まれています。実習ごとに追加の費用がかかることはありません。
　　また、病院・薬局実務実習についても、追加の費用がかかることはありません（薬学科のみ）。
Ｑ.　入学手続後に、特待生・特別奨学生を目指して再度受験をし、特待生など以前より良い条件で合
　　格した場合、入学手続は再度行わなければならないのですか、また余剰金はどうなりますか。
A.　再度の入学手続は、不要です。入試事務局が手続きを行います。また余剰金は、返金します。

※その他の質問につきましては 
　https://www.nichiyaku.ac.jp/admission/faq/ 　　　　をご覧ください。

薬学科（6年制）

（単位：円）分割納入方法（2分割）

500,000
800,000
950,000
1,100,000
1,350,000
4月　
300,000
600,000
750,000
900,000
1,150,000

特待生S
特待生A
特待生B
特待生C
一般生

特待生S
特待生A
特待生B
特待生C
一般生

100,000
400,000
550,000
700,000
950,000
10月　
300,000
600,000
750,000
900,000
1,150,000

600,000
1,200,000
1,500,000
1,800,000
2,300,000
合計　
600,000
1,200,000
1,500,000
1,800,000
2,300,000

入学手続時 10月 合計

初
年
度

2
年
次
以
降

医療ビジネス
薬科学科（4年制）

（単位：円）

○上記学納金以外に、委託徴収費として、後援会費年額15,000円が必要です。
○入学時、入学後において、学債・寄付金等の要請は一切ありません。

○上記学納金以外に、委託徴収費として、後援会費年額15,000円が必要です。
○入学時、入学後において、学債・寄付金等の要請は一切ありません。

500,000
650,000
800,000
950,000
4月　
300,000
450,000
600,000
650,000

特別奨学生S
特別奨学生A
特別奨学生B
一般生

特別奨学生S
特別奨学生A
特別奨学生B
一般生

100,000
250,000
400,000
550,000
10月　
300,000
450,000
600,000
650,000

600,000
900,000
1,200,000
1,500,000
合計　
600,000
900,000
1,200,000
1,300,000

入学手続時 10月 合計

初
年
度

2
年
次
以
降

学 納 金

特待生 [薬学科（6年制）]

特待生B

科 目 初年度 ２年次以降
入 学 金 400,000 ―
授 業 料 1,100,000 1,100,000
施 設 充 実 費 ― 400,000
合 計 1,500,000 1,500,000

科 目 初年度 ２年次以降
入 学 金 400,000 ―
授 業 料 800,000 1,000,000
施 設 充 実 費 ― 200,000
合 計 1,200,000 1,200,000

科 目 初年度 ２年次以降
入 学 金 400,000 ―
授 業 料 500,000 700,000
施 設 充 実 費 ― 200,000
合 計 900,000 900,000

科 目 初年度 ２年次以降
入 学 金 400,000 ―
授 業 料 1,100,000 1,100,000
施 設 充 実 費 ― 200,000
合 計 1,500,000 1,300,000

（年額, 単位：円）
科 目 初年度 ２年次以降
入 学 金 400,000 ―
授 業 料 1,900,000 1,900,000
施 設 充 実 費 ― 400,000
合 計 2,300,000 2,300,000

■ 薬学科（６年制）

特待生A

科 目 初年度 ２年次以降
入 学 金 400,000 ―
授 業 料 800,000 800,000
施 設 充 実 費 ― 400,000
合 計 1,200,000 1,200,000

（年額, 単位：円）

（年額, 単位：円）

特待生C

科 目 初年度 ２年次以降
入 学 金 400,000 ―
授 業 料 1,400,000 1,400,000
施 設 充 実 費 ― 400,000
合 計 1,800,000 1,800,000

（年額, 単位：円）

特待生S

（年額, 単位：円）
科 目 初年度 ２年次以降
入 学 金 400,000 ―
授 業 料 200,000 200,000
施 設 充 実 費 ― 400,000
合 計 600,000 600,000

特別奨学生 [医療ビジネス薬科学科（4年制）]

特別奨学生A

特別奨学生B

（年額, 単位：円）

科 目 初年度 ２年次以降
入 学 金 400,000 ―
授 業 料 200,000 400,000
施 設 充 実 費 ― 200,000
合 計 600,000 600,000

特別奨学生S

（年額, 単位：円）

（年額, 単位：円）

（年額, 単位：円）■ 医療ビジネス薬科学科（4年制）
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埼　玉 埼玉試験会場案内

東京試験会場案内東　京 日本薬科大学 ーお茶の水キャンパス（1号館）ー

〒362-0806
埼玉県北足立郡伊奈町
小室 10281
    (048)721-1155

日本薬科大学
さいたまキャンパス

日本薬科大学 ーさいたまキャンパスー

〒113-0034
東京都文京区湯島
3-15-9
    （03）5812-9011

日本薬科大学
お茶の水キャンパス（1号館）

試験会場案内図

●湯島駅（千代田線）からが最も至近で便利です。また、湯島駅5番出口が最も至近な出口です。
●湯島駅5番出口へは『代々木上原方面は最前部の車両』『綾瀬方面は最後尾の車両』に搭乗していただくと移動が
スムーズです。

東
北
新
幹
線

日本薬科大学
さいたまキャンパス

大宮駅

丸
山
駅

志
久
駅

伊
奈
中
央
駅

栄北高等学校
●

志久

小室小学校  
●

南中学校　  
●

●
伊奈ゴルフプラザ  

●

●
乗馬クラブ
クレイン伊奈
乗馬クラブ
クレイン伊奈

●
県立がんセンター県立がんセンター

県道上
尾環状

線

県道上
尾・蓮田

線

JR

県道蓮田・鴻巣
線

ニュー
シ
ャ
ト
ル

ニュー
シ
ャ
ト
ル

伊奈町消防署
●
伊奈町消防署
●

伊奈中央会館●伊奈中央会館●

 ●
伊奈中学校
 ●
伊奈中学校

上
越・長
野
新
幹
線

上
越・長
野
新
幹
線

●大宮駅から埼玉新都市交通
　（ニューシャトル）志久駅（大宮～
　志久  約18分）徒歩  約5分

●総合型選抜AO
●学校推薦型選抜公募制
●チャレンジ選抜
●一般選抜
　特別選抜方式（前期・後期）
●一般選抜
　N方式[第一期（前期・後期）]
●一般選抜
　N方式[第二期（前期・後期）]

●総合型選抜AO
●学校推薦型選抜公募制
●チャレンジ選抜
●一般選抜
　特別選抜方式（前期・後期）
●一般選抜
　N方式[第一期（前期・後期）]
●一般選抜
　N方式[第二期（前期・後期）]

国際学院高等学校  国際学院高等学校  

●湯島天神

●湯島小学校

東京医科歯科大学●
●お茶の水はりきゅう
　専門学校

●
東都文京病院

藤和
湯島コープ
●

三組坂上

三組
坂下

妻恋坂

セブンイレブン
●

不動産
ハウスセレクト

●

●全国
　家電会館

東京メトロ丸ノ内線

JR中央線

JR総武本線

蔵前橋通り

春日通り

東
京
メ
ト
ロ
千
代
田
線

昌
平
橋
通
り

中
央
通
り

東
京
メ
ト
ロ
銀
座
線

J
R
山
手
線

本郷通り

神田川

●湯島聖堂

聖
橋

秋
葉
原

御
徒
町

末
広
町

上
野
広
小
路

湯

　島

御茶ノ水

新御
茶ノ
水

御茶ノ水

日本薬科大学
お茶の水キャンパス（1号館）

日本薬科大学
お茶の水キャンパス（2号館）
日本薬科大学
お茶の水キャンパス（2号館）

　　サッカーミュージアム入口

札　幌 札幌試験会場案内
札幌医療リハビリ
専門学校

仙　台

〒980-0013
宮城県仙台市青葉区花京院
1-2-15 ソララプラザ
    (022)204-1036

TKPガーデンシティ
PREMIUM仙台西口

札幌医療リハビリ専門学校

〒060-0806
北海道札幌市北区
北 6条西 1-3-1
    (011)716-0555

札幌医療リハビリ専門学校

ホテルルートイン
札幌駅前北口

代々木
ゼミナール

秀英予備校

JRタワー

北海道庁

JRタワー
ホテル日航札幌

ビックカメラ

大丸

NSS・ニューステージ札幌

サッポロ
ティーセンボウル

●一般選抜
　特別選抜方式（前期・後期）
●一般選抜
　N方式[第一期（前期・後期）]

●一般選抜
　特別選抜方式（前期・後期）
●一般選抜
　N方式[第一期（前期・後期）]
●一般選抜
　N方式[第二期（前期・後期）]

仙台試験会場案内 TKPガーデンシティPREMIUM仙台西口

JR東北本線 仙台駅 西口 徒歩3分
仙台市地下鉄南北線 仙台（地下鉄）駅 徒歩3分

AER

東邦銀行

地下鉄南北線

ドン・キホーテ

ヤマダ電機LABI

セブンイレブン

ファミリーマート

花京院緑地

仙石線

東北新

幹
線・東
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線

TKPガーデンシティPREMIUM仙台西口
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埼　玉 埼玉試験会場案内

東京試験会場案内東　京 日本薬科大学 ーお茶の水キャンパス（1号館）ー

〒362-0806
埼玉県北足立郡伊奈町
小室 10281
    (048)721-1155

日本薬科大学
さいたまキャンパス

日本薬科大学 ーさいたまキャンパスー

〒113-0034
東京都文京区湯島
3-15-9
    （03）5812-9011

日本薬科大学
お茶の水キャンパス（1号館）

試験会場案内図

●湯島駅（千代田線）からが最も至近で便利です。また、湯島駅5番出口が最も至近な出口です。
●湯島駅5番出口へは『代々木上原方面は最前部の車両』『綾瀬方面は最後尾の車両』に搭乗していただくと移動が
スムーズです。
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幹
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日本薬科大学
さいたまキャンパス
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●大宮駅から埼玉新都市交通
　（ニューシャトル）志久駅（大宮～
　志久  約18分）徒歩  約5分

●総合型選抜AO
●学校推薦型選抜公募制
●チャレンジ選抜
●一般選抜
　特別選抜方式（前期・後期）
●一般選抜
　N方式[第一期（前期・後期）]
●一般選抜
　N方式[第二期（前期・後期）]

●総合型選抜AO
●学校推薦型選抜公募制
●チャレンジ選抜
●一般選抜
　特別選抜方式（前期・後期）
●一般選抜
　N方式[第一期（前期・後期）]
●一般選抜
　N方式[第二期（前期・後期）]

国際学院高等学校  国際学院高等学校  

●湯島天神

●湯島小学校

東京医科歯科大学●
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　専門学校
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日本薬科大学
お茶の水キャンパス（2号館）
日本薬科大学
お茶の水キャンパス（2号館）

　　サッカーミュージアム入口

札　幌 札幌試験会場案内
札幌医療リハビリ
専門学校

仙　台

〒980-0013
宮城県仙台市青葉区花京院
1-2-15 ソララプラザ
    (022)204-1036

TKPガーデンシティ
PREMIUM仙台西口

札幌医療リハビリ専門学校

〒060-0806
北海道札幌市北区
北 6条西 1-3-1
    (011)716-0555

札幌医療リハビリ専門学校

ホテルルートイン
札幌駅前北口

代々木
ゼミナール

秀英予備校

JRタワー

北海道庁

JRタワー
ホテル日航札幌

ビックカメラ

大丸

NSS・ニューステージ札幌

サッポロ
ティーセンボウル

●一般選抜
　特別選抜方式（前期・後期）
●一般選抜
　N方式[第一期（前期・後期）]

●一般選抜
　特別選抜方式（前期・後期）
●一般選抜
　N方式[第一期（前期・後期）]
●一般選抜
　N方式[第二期（前期・後期）]

仙台試験会場案内 TKPガーデンシティPREMIUM仙台西口

JR東北本線 仙台駅 西口 徒歩3分
仙台市地下鉄南北線 仙台（地下鉄）駅 徒歩3分

AER

東邦銀行

地下鉄南北線

ドン・キホーテ

ヤマダ電機LABI
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〒530-0012
大阪市北区芝田2-7-18 
LUCID SQUARE UMEDA 
5階
    (06)6160-5888

CIVI 北梅田
研修センター

大　阪

●一般選抜
　特別選抜方式（前期・後期）
●一般選抜
　N方式[第一期（前期・後期）]

名古屋 名古屋試験会場案内

〒453-0015
愛知県名古屋市中村区
椿町 13-7
    (052)452-0555

名古屋未来工科専門学校
名古屋未来工科
専門学校

名古屋未来工科専門学校

ビックカメラ
名鉄ニューグランドホテル

ビックカメラ
名鉄ニューグランドホテル

ローソン

ミユキステーションホテルミユキステーションホテル

第一オオタケパーキング

●一般選抜
　特別選抜方式（前期）
●一般選抜
　N方式[第一期（前期）]

試験会場案内図

〒450-0002
名古屋市中村区名駅 
3丁目22番地4号
名駅前みどりビル7階
    （052）485-9410

名古屋オフィスパーク
名駅カンファレンス
センター

名古屋試験会場案内名古屋 名古屋オフィスパーク名駅カンファレンスセンター

●一般選抜
　特別選抜方式（後期）
●一般選抜
　N方式[第一期（後期）]

JR名古屋駅（桜通口）から徒歩7分
ユニモール（地下街）12番出口すぐ

ファミリーマート

ミニストップ

オフィスパーク
名駅プレミアムホール&会議室

ミッドランドスクエア

セブンイレブン

大名古屋
ビルヂング

桜通口

交番

至大阪
名古屋オフィスパーク
名駅カンファレンスセンター
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U8 U12 U14

U9

大阪試験会場案内 CIVI北梅田研修センター

アネックス
新阪急ホテル

ファミリーマート

ヨドバシカメラ

吉野家・
ファーストキッチン

芝田

芝田1

JR「大阪」駅 御堂筋北口から徒歩5分

中津方面176号線

JR大阪
駅

御堂筋
北口

CIVI北梅田研修センター
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梅
田
駅
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線
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〒530-0012
大阪市北区芝田2-7-18 
LUCID SQUARE UMEDA 
5階
    (06)6160-5888

CIVI 北梅田
研修センター

大　阪

●一般選抜
　特別選抜方式（前期・後期）
●一般選抜
　N方式[第一期（前期・後期）]

名古屋 名古屋試験会場案内

〒453-0015
愛知県名古屋市中村区
椿町 13-7
    (052)452-0555

名古屋未来工科専門学校
名古屋未来工科
専門学校

名古屋未来工科専門学校

ビックカメラ
名鉄ニューグランドホテル

ビックカメラ
名鉄ニューグランドホテル

ローソン

ミユキステーションホテルミユキステーションホテル

第一オオタケパーキング

●一般選抜
　特別選抜方式（前期）
●一般選抜
　N方式[第一期（前期）]

試験会場案内図

〒450-0002
名古屋市中村区名駅 
3丁目22番地4号
名駅前みどりビル7階
    （052）485-9410

名古屋オフィスパーク
名駅カンファレンス
センター

名古屋試験会場案内名古屋 名古屋オフィスパーク名駅カンファレンスセンター

●一般選抜
　特別選抜方式（後期）
●一般選抜
　N方式[第一期（後期）]

JR名古屋駅（桜通口）から徒歩7分
ユニモール（地下街）12番出口すぐ

ファミリーマート

ミニストップ

オフィスパーク
名駅プレミアムホール&会議室

ミッドランドスクエア

セブンイレブン

大名古屋
ビルヂング

桜通口

交番

至大阪
名古屋オフィスパーク
名駅カンファレンスセンター
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大阪試験会場案内 CIVI北梅田研修センター
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ファミリーマート

ヨドバシカメラ

吉野家・
ファーストキッチン

芝田

芝田1

JR「大阪」駅 御堂筋北口から徒歩5分

中津方面176号線
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CIVI北梅田研修センター
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（1）駐車場を用意しておりませんので、自家用車のご利用はご遠慮ください（埼玉試験場以外）。

（2）一般選抜 特別選抜方式（薬学科）を受験される方は昼食を持参してください。

（3）交通機関の乱れにより、大幅に遅れが生じた場合は、試験時間を繰り下げることもあります。

（4）試験会場によっては時計がない場合もありますので、時計を持参してください。
　 下記の受験の心得を読み、適正に使用してください。

（5）試験会場周辺または最寄り駅周辺で合否電報・電話の勧誘をしたり、これらの代金を集金しよう
　 とする者がいることがあります。本学では一切このようなことは行っておりませんので、十分注意し
　 てください。これによってトラブルが生じた場合も本学は一切の責任を負いません。

（6）試験当日、上履きを持参する必要はありません。

（7）試験会場の下見については、埼玉・東京試験会場のみ実施しております。
　 試験日の前日、10時～15時の間です。
　 埼玉・東京試験会場以外は、試験会場内には入れませんので、建物の確認程度としてください
　（本学係員は、試験当日しかおりません）。

（8）オンラインでの受験の場合は、通信環境があり声が出せる場所で実施ください。
　 集合時間までに参加を完了して、開始までにカメラとマイクのチェックをしてください。
　 開始しましたらカメラon、マイクoffで実施してください。

※受験上に関するお問合せはアドミッションオフィス（0120-71-2293）までご連絡ください。
メール（nyushi@nichiyaku.ac.jp）でのお問合せも可能です。その際は受験番号と名前を記載し
てください。
　（月～金 9：00～17：00、土 9：00～14：00、祝祭日は除く ）

受験上の注意

受験の心得
〔来場者用〕

（1）試験会場に入場したら、机上に表示してある受験番号に従って着席してください。
（2）受験中は、受験票を机上に置いてください（机上には受験票・鉛筆・消しゴム・時計以外は置

かないこと）。
（3）解答に使用する筆記用具は黒鉛筆（HB）又はシャープペンシル（HB・B）に限ります。また、消
しゴム（プラスチック製）を持参してください。

（4）スマートフォン・携帯電話等は試験会場に入る前に電源を切ってカバンにしまってください。
（5）時計のアラーム音は試験会場に入る前に鳴らないようにしておいてください。
（6）スマートフォン・携帯電話及び特殊機能（計算・辞書・通信等）をもつ時計・機器類を身につけ

たり机上に置いてはいけません。また、スマートフォン・携帯電話・ウェアラブル端末を時計とし
て使用することも認めません。

（7）本人持参の下敷きは使用できません。必要な場合は試験監督者に申し出てください。
（8）試験会場では試験監督者の指示に従ってください。従わない場合は退場させることがあります。

出願上の注意

（1）調査書については、高等学校長が作成し、卒業見込者は出願時点での最新の成績等が記載
　 されたもので、卒業者は出願時から３ヶ月以内に作成したもの。
　 ○高等学校卒業程度認定試験合格（見込）者および大学入学資格検定合格者はその合格
　 　（見込）成績証明書（コピー不可）。
　 ○「外国の学校等」、「文部科学大臣の指定した者」等の資格で出願する場合は出願資格の
　 　証明書および成績証明書。
　 ○高等学校卒業後５年以上経過し、調査書が発行できない場合は卒業証明書。

（2）各選抜試験を重複して受験される方は、選抜重複受験分の調査書は不要です。ただし、以前提
出した調査書から変更があった場合には再度提出してください。

（3）検定料振込方法は、Web出願システムの内容をご確認頂き、お振込ください。

（4）総合型選抜チャレンジ選抜、一般選抜 N方式・特別選抜方式を受験される方で、志望学科の
薬学科を選択された方は、第二志望として医療ビジネス薬科学科を志望できます。希望の方は
第二志望希望を入力してください。第二志望に入力された方のみ、薬学科の選考に漏れた場
合に、医療ビジネス薬科学科で 選考いたします。

　※医療ビジネス薬科学科のコース選択は、入学後に選択します。
　　但し、出願時に（ビジネス薬学コース・情報薬学コース・韓国薬学コース）（スポーツ薬学コース・栄養薬
学コース）のキャンパス選択が必要です。

（5）試験日の２日前になっても受験番号が届かない場合は、Web出願完了日を明らかにしてアドミッ
ションオフィスにお問い合わせください。

（6）総合型選抜AO・学校推薦型選抜指定校制・公募制などで既に入学手続された方も、特待生・
特別奨学生を目指して何度も受験することができます（ランクUP受験）。また、総合型選抜AO、
一般選抜試験についてもランクUPとして何度も受験することができます。

（7）疾病又は身体に障害のある受験者予定者で、受験上及び実習等を含む修学上の特別な配慮
を希望する方は、出願前にアドミッションオフィスへご相談ください。
すべての希望には添えない場合もございますが、相談の内容により学内設備改修等、時間を要
することが予想されるため、できる限り早い段階でのご相談をお願い致します。
なお、ご相談により不利益となることは一切ございません。

（8）調査書等は、郵送又は窓口に提出ください。窓口提出の場合は、さいたまキャンパスのみとなり
ます。（月～金 9：00～17：00、土 9：00～14：00、祝祭日は除く）

※注意：一旦振込まれた検定料は返金できませんのでご注意ください。
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（1）駐車場を用意しておりませんので、自家用車のご利用はご遠慮ください（埼玉試験場以外）。

（2）一般選抜 特別選抜方式（薬学科）を受験される方は昼食を持参してください。

（3）交通機関の乱れにより、大幅に遅れが生じた場合は、試験時間を繰り下げることもあります。

（4）試験会場によっては時計がない場合もありますので、時計を持参してください。
　 下記の受験の心得を読み、適正に使用してください。

（5）試験会場周辺または最寄り駅周辺で合否電報・電話の勧誘をしたり、これらの代金を集金しよう
　 とする者がいることがあります。本学では一切このようなことは行っておりませんので、十分注意し
　 てください。これによってトラブルが生じた場合も本学は一切の責任を負いません。

（6）試験当日、上履きを持参する必要はありません。

（7）試験会場の下見については、埼玉・東京試験会場のみ実施しております。
　 試験日の前日、10時～15時の間です。
　 埼玉・東京試験会場以外は、試験会場内には入れませんので、建物の確認程度としてください
　（本学係員は、試験当日しかおりません）。

（8）オンラインでの受験の場合は、通信環境があり声が出せる場所で実施ください。
　 集合時間までに参加を完了して、開始までにカメラとマイクのチェックをしてください。
　 開始しましたらカメラon、マイクoffで実施してください。

※受験上に関するお問合せはアドミッションオフィス（0120-71-2293）までご連絡ください。
メール（nyushi@nichiyaku.ac.jp）でのお問合せも可能です。その際は受験番号と名前を記載し
てください。
　（月～金 9：00～17：00、土 9：00～14：00、祝祭日は除く ）

受験上の注意

受験の心得
〔来場者用〕

（1）試験会場に入場したら、机上に表示してある受験番号に従って着席してください。
（2）受験中は、受験票を机上に置いてください（机上には受験票・鉛筆・消しゴム・時計以外は置

かないこと）。
（3）解答に使用する筆記用具は黒鉛筆（HB）又はシャープペンシル（HB・B）に限ります。また、消
しゴム（プラスチック製）を持参してください。

（4）スマートフォン・携帯電話等は試験会場に入る前に電源を切ってカバンにしまってください。
（5）時計のアラーム音は試験会場に入る前に鳴らないようにしておいてください。
（6）スマートフォン・携帯電話及び特殊機能（計算・辞書・通信等）をもつ時計・機器類を身につけ

たり机上に置いてはいけません。また、スマートフォン・携帯電話・ウェアラブル端末を時計とし
て使用することも認めません。

（7）本人持参の下敷きは使用できません。必要な場合は試験監督者に申し出てください。
（8）試験会場では試験監督者の指示に従ってください。従わない場合は退場させることがあります。

出願上の注意

（1）調査書については、高等学校長が作成し、卒業見込者は出願時点での最新の成績等が記載
　 されたもので、卒業者は出願時から３ヶ月以内に作成したもの。
　 ○高等学校卒業程度認定試験合格（見込）者および大学入学資格検定合格者はその合格
　 　（見込）成績証明書（コピー不可）。
　 ○「外国の学校等」、「文部科学大臣の指定した者」等の資格で出願する場合は出願資格の
　 　証明書および成績証明書。
　 ○高等学校卒業後５年以上経過し、調査書が発行できない場合は卒業証明書。

（2）各選抜試験を重複して受験される方は、選抜重複受験分の調査書は不要です。ただし、以前提
出した調査書から変更があった場合には再度提出してください。

（3）検定料振込方法は、Web出願システムの内容をご確認頂き、お振込ください。

（4）総合型選抜チャレンジ選抜、一般選抜 N方式・特別選抜方式を受験される方で、志望学科の
薬学科を選択された方は、第二志望として医療ビジネス薬科学科を志望できます。希望の方は
第二志望希望を入力してください。第二志望に入力された方のみ、薬学科の選考に漏れた場
合に、医療ビジネス薬科学科で 選考いたします。

　※医療ビジネス薬科学科のコース選択は、入学後に選択します。
　　但し、出願時に（ビジネス薬学コース・情報薬学コース・韓国薬学コース）（スポーツ薬学コース・栄養薬
学コース）のキャンパス選択が必要です。

（5）試験日の２日前になっても受験番号が届かない場合は、Web出願完了日を明らかにしてアドミッ
ションオフィスにお問い合わせください。

（6）総合型選抜AO・学校推薦型選抜指定校制・公募制などで既に入学手続された方も、特待生・
特別奨学生を目指して何度も受験することができます（ランクUP受験）。また、総合型選抜AO、
一般選抜試験についてもランクUPとして何度も受験することができます。

（7）疾病又は身体に障害のある受験者予定者で、受験上及び実習等を含む修学上の特別な配慮
を希望する方は、出願前にアドミッションオフィスへご相談ください。
すべての希望には添えない場合もございますが、相談の内容により学内設備改修等、時間を要
することが予想されるため、できる限り早い段階でのご相談をお願い致します。
なお、ご相談により不利益となることは一切ございません。

（8）調査書等は、郵送又は窓口に提出ください。窓口提出の場合は、さいたまキャンパスのみとなり
ます。（月～金 9：00～17：00、土 9：00～14：00、祝祭日は除く）

※注意：一旦振込まれた検定料は返金できませんのでご注意ください。
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⑵　Webでの合否発表
Step1　合否発表サイトへアクセス  
https://nihonyakka.campus-p.jp/look/ 
※合格発表は、合格発表日の午前10時からとなります。期間内（合格発表から約2週間）であれば何度でも確認が可能です。

Step2　試験区分と受験番号を入力  
合否を参照したい入学試験区分を選択し、受験番号とパスワードを入力してください。
※パスワードは、登録いただいた西暦の生年月日です。

Step3　合否確認   
入力された受験番号の合否が表示されます。

【注意】
記載期間外、受験番号またはパスワード違いの場合は、エラーメッセージが表示されます。
ログインは、合格発表時刻になってから行ってください。
合格発表は、実際に試験を受けた方の結果を表示します。出願しても受験しなかった場合には、正しい
受験番号とパスワードを入力してもエラーメッセージが表示されます。電話・電子メールなどで、受験
番号、パスワード、合否に関する問い合わせには、セキュリティ上、 応じかねますのでご了承ください。

Web出願
⑴　Web出願の流れ
Step1　出願ページへアクセス    
　https://nihonyakka.campus-p.jp/entry/
　※9月以降、ご利用可能です。

Step2　ユーザー登録   
パソコン・スマートフォン・タブレット等で、基本情報を入力し、ユーザー登録を行ってください。ユー
ザー登録をするとマイページが作成されます。
※ユーザー登録をするメールアドレスは、その後の連絡に使用するものになりますので、常に受信できるメールアドレス

をご登録ください。

Step3　出願  
マイページにログインし、「出願」ボタンより手続きを行ってください。画面の流れに沿って、入力を
進めてください。
※出願写真につきましては、顔写真アップロード機能をご利用ください。なお、入学後、学生証等で使用されますのでご

了承ください。

Step4　検定料の支払い   
出願情報の入力完了後に検定料の支払い方法を選択します。
※クレジットカードの場合は、申込み完了と同時に入金が確定します。コンビニ・ペイジーの場合は、所定の方式にて支

払いすることで入金が確定します。詳しくは、Wｅｂ出願ガイダンスページをご確認ください。

Step5　必要書類と宛名ラベルの印刷
手続きが完了し、入金が完了するとラベルを印刷できます。
※出願期間前でも推薦書やほか必要書類を印刷又はダウンロードが可能です。

Step6　書類の郵送
Web出願ガイダンスページの「必要書類一覧」を確認して、市販の封筒に宛名ラベルを貼り、必要
書類を大学まで出願期間内に、郵便局窓口から速達の簡易書留で送付してください。

Step7　受験番号発行・受験票の印刷
入試事務局で出願書類を確認終了後に、受験票発行のメールが送付されます。マイページにログインす
ると受験票が印刷できるようになりますので、受験票を印刷し、入学試験当日に持参してください。
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薬学科（６年制）
学園の建学の精神「個性の伸展による人生練磨」を基本理念とし、薬学科の教

育目標を達成するために、多様な選抜を実施することにより、以下の資質をもつ者

を受入れる。

　1. 高等学校の教育課程を幅広く修得しており、理科系科目（化学、数学、物 

 理、生物）の基礎的な内容を身につけている。

　2. 身の周りの問題について、知識や情報をもとにして、筋道を立てて考え自分

 なりの結論を導き、説明することができる。

　3. 薬剤師となって、社会に貢献したいという明確な目的意識と意欲がある。

　4. 入学前教育として求められる、必要な基礎的な知識を身につけるための

 プログラムに最後まで取り組むことができる。

医療ビジネス薬科学科（４年制）
学園の建学の精神「個性の伸展による人生練磨」を基本理念とし、医療ビジネス

薬科学科の教育目標を達成するために、多様な選抜を実施することにより、以下

の資質をもつ者を受入れる。

　1. 高等学校の教育課程を幅広く修得しており、特に国語、数学、理科、英語の 

 基礎的な内容を身につけている。 

　2. 身の周りの問題について、知識や情報をもとにして、筋道を立てて考え

 自分なりの結論を導き、説明することができる。

　3. 医療ビジネス薬科学科の知識や経験を持って、社会に貢献したいという

 明確な目的意識と意欲がある。

　4. 入学前教育として求められる、必要な基礎的な知識を身につけるための

 プログラムに最後まで取り組むことができる。

個人情報の取り扱いについて
●受験生の個人情報の取扱いについて
　入学願書へ記載した個人情報については、入学試験から入学に至る一連の業務に利用し、
　入学者については学籍管理にも利用いたします。

※本学では医療に関わる大学である事を強く認識してもらうために、大学構内およびその周辺では
　禁煙としています。

アドミッションポリシー （求める人物像）



学生募集要項

2023年度（令和5年度）

総合型選抜AO[Ⅰ～Ⅴ期] 科目試験・実験試験・オンライン
学校推薦型選抜公募制（前期・後期）
チャレンジ選抜
一般選抜 N方式[第一期][第二期] （前期・後期）
一般選抜 特別選抜方式　　　　  （前期・後期）
大学入学共通テスト利用　　　　  （前期・後期）
大学入学共通テスト利用　特別選抜方式
特別入試（社会人・帰国子女・編入学 等）

日本薬科大学
NIHON PHARMACEUTICAL UNIVERSITY

NIHON PHARM
ACEUTICAL UNIVERSITY

〒362-0806　埼玉県北足立郡伊奈町小室10281（さいたまキャンパス）
〒113-0034　東京都文京区湯島3丁目15-9（お茶の水キャンパス）

https://www.nichiyaku.ac.jp

0120-71-2293
FAX. 048-721-6718
nyushi@nichiyaku.ac.jp

日本薬科大学

アドミッションオフィス

薬学科〔6年制〕

総合型選抜AO[Ⅰ～Ⅴ期] 面接試験・アクティブラーニング・オンライン
学校推薦型選抜公募制（前期・後期）
チャレンジ選抜
一般選抜 N方式[第一期][第二期] （前期・後期）
一般選抜 特別選抜方式　　　　  （前期・後期）
大学入学共通テスト利用　　　　  （前期・後期）
特別入試（社会人・帰国子女・編入学 等）

医療ビジネス薬科学科〔4年制〕

2023


