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出願は原則Web出願のみとなります

出願の流れ

出願方法は本学の受験生サイト（ZOOM IN ハマヤク）または別冊｢Web出願 GUIDE｣をご覧ください。
※本学所定の願書に記入する〈ペーパー出願〉を希望される方は入試広報課（TEL：0120-76-8089）までご連絡ください。

▲

▲

▲

▲

STEP 1

● ユーザー登録
パソコン・スマートフォン・タブレット等を通じ、基本情報を入力してユーザー登録を
行ってください。ユーザー登録を行うとマイページが作成されます。
※ユーザー登録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。

STEP 2 ● マイページから出願登録
「出願」ボタンより手続きを行ってください。

STEP 3 ● 必要書類と宛名ラベルの印刷
手続きが完了すると、宛名ラベル（A4 サイズ）を印刷できます。

STEP 4 ● 必要書類の郵送
市販の封筒に宛名ラベルを貼り、必要書類を郵送してください。

STEP 5 ● マイページより受験票を印刷
必要書類受理後、メールを送信します。
メール受信後、マイページより受験票を印刷してください。

〈Web出願〉
https://hamayaku.campus-p.jp/entry//

※［高等学校の先生方へ］必要書類等（入力可能なPDF）はWeb出願サイトからダウンロードできます。

INDEX
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【１. 募集人員】 44 人（6年制 40 人・4年制 4人）

【２. 出願資格】

【４. 検定料】

（1）…高等学校または中等教育学校を卒業した者または令和 5年 3月 31 日までに卒業見込みの者。
（2）…通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者または令和 5年 3月 31 日までに修了見込みの者。
（3）…学校教育法施行規則第 150 条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があ　
　　ると認められる者または令和 5 年 3月 31 日までに以下に該当する見込みの者。
　　①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または令和 5 年 3 月 31 日　　
　　　までに合格見込みの者。（旧大学入学資格検定の合格者を含む。）
　　②外国において、学校教育における 12 年の課程を修了した者またはこれに準ずる者で
……　　…文部科学大臣の指定した者。
　　③文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有する者として認定した在外教育施設の　　
　　　該当課程を修了した者。
………………④専修学校の高等課程（修業年限が 3 年以上であることその他の文部科学大臣が定める
……　　…基準を満たす者に限る。）で文部科学大臣が別に指定する者を文部科学大臣が定める日……　　…
　　　以降に修了した者。
………………⑤文部科学大臣が指定した者。
（4）…本学の教育理念・教育方針および教育内容を十分に理解し、自己の目標達成のための勉学…………………………
……………… に強い意欲を持ち、合格した場合、必ず入学する意志のある者。

■初回検定料：Web 出願 30,000 円、ペーパー出願 35,000 円

【複数回受験割引】
本学の入学試験を複数回受験する場合、割引が適用されます。１回目のWeb出願では 30,000 円、
ペーパー出願では 35,000 円必要ですが、２回目以降は、どの入試区分でも共に15,000 円となります。
＊一旦振込まれた検定料はいかなる理由があっても返金できませんのでご注意ください。

建学の精神及びアドミッションポリシーを理解したうえで、本学への入学に強い意欲を有する者を、多面的・総合
的に評価することによって、目的意識や熱意・意欲を重視した人物重視型専願入試制度である。

【３. 出願期間】

※…帰国子女・留学生の方は総合型選抜（AO）・大学入学共通テスト利用選抜・一般選抜等を通じて
　 受験してください。
※…編入学試験については、教務課TEL:045-859-1320（直通）へお問合わせください。

6年制学科と4年制学科を併願して出願する場合は、2つの受験番号を付与するため、6年制と4年制のそれぞ
れで出願してください。なお検定料は同一入学試験のため、受験1回につき1件でかまいません。

第1回 令和4年9月… 1日（木）〜令和4年… 9月19日（月・祝）…締切日必着

第2回 令和4年9月… 1日（木）〜令和4年10月……7日（金）…締切日必着

第3回 令和5年2月20日（月）〜令和5年… 3月13日（月）…締切日必着

令和5年度 総合型選抜(AO)

〔 特 徴 〕
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①調査書

○文部科学省所定の様式により作成し厳封したもの

　※高等学校生徒指導要録の保存期間の経過または廃校等の諸　

　　事情により調査書が得られない場合には「卒業証明書」を提

　　出してください。

　※出願資格(3)①に該当する方

………　合格（見込）成績証明書を提出してください。

○作成後開封無効

　※複数回受験を希望される方の調査書は一通で結構です。

　　（先に提出されたものを再使用します。）

②自己紹介書 ○分かる範囲内で記入すること。

③自己アピール文

○本学のアドミッション・ポリシーや本学の教育の内容・教育
システム、自分が横浜薬科大学にふさわしい人間である適性
や長所などについて、よく調べよく考えて800文字以内で記入
すること。　

※出願書類②、③はWeb出願サイトからダウンロードできます。
※書類に記載された氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレスなどは、選考結果
の通知、入学に関する案内および入学後の学務のみに使用いたします。

※第1回、第2回試験を共に受験される方の自己紹介書、自己アピール文はそれぞれ1通でか
まいません。

※提出された書類はいかなる理由があっても返却いたしません。

【５. 出願書類】

①…小論文試験は医療をはじめとする｢人の健康、生命、生活に関わる分野｣ の問題に焦点
がおかれたテーマにて出題され、400字以内でまとめる試験です。

②…医療人としてふさわしい素養が備わっているかどうかを見るための“基礎学力検査”を
行います。検査はマークシート方式で、試験時間は 60分間、出題範囲は理科「化学基礎・
化学」の基本的な内容となります。

③…個別面接試験は、受験者の勉学の意欲を確かめ、個性や隠れた能力を発見するのが目
的です。高校卒業レベルの一般常識である基本的な題材をもとに、面接員との対話の
中で、問題点に対する取り組み、考え方、解決力、創造性などを見ます。ペーパーテ
ストとは違う顔の見える入試として、受験生が本来持っているポテンシャルを正しく
判定するための、もっとも大切な面接です。

（2）｢人物評価及び学力検査｣：…
　　「小論文試験」・「基礎学力検査（理科「化学基礎・化学」）」・「個別面接試験」…を実施します。

【６. 選考方法】 書類審査と ｢人物評価及び学力検査｣ で合格者を決定します。

（1）…書類審査：…提出された書類により選考を行います。
　　　　　　　●調査書　●自己紹介書　●自己アピール文
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試…験…場 試　験　場　名 住　　　所 電話番号

横　　浜 横浜薬科大学 横浜市戸塚区俣野町601 045-854-2345

［受験機会の確保］
新型コロナウイルスに罹患していたため、受験することができなかった場合、後日別途対応します。
※証明する医師の診断書の提出が必要となります。

第 1回 令和 4年………9 月 25 日（日）

第 2回 令和 4年…10 月 16 日（日）

第 3回 令和 5年………3 月 19 日（日）

【9. 実施要領】 ⑴…時間割……※…状況により※1と※2の開始時間を入れ替えて実施する場合があります。

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

受験上の注意

「小論文試験」（60 分）※ 1

「個別面接試験」（60 分程度）…※ 2…

昼食　＊昼食をご用意ください…

「基礎学力検査（理科「化学基礎・化学」）」（マークシート方式、60 分）

試験場に集合

⑵…受験上の注意
　…・発熱や咳等の症状の有無にかかわらず、試験場内では昼食時を除き、マスクを着用すること。
　…・9 時 40 分から試験全般について説明するので、遅刻しないように 9 時 30 分までに全員集　　
　　合すること。（万が一、遅れる場合は入試広報課に連絡してから、試験場へ来てください）
　…・試験場に入場したら、机上に表示してある受験番号に従って着席すること。
　…・試験場内では、監督者の指示に従い、勝手に答案の作成を始めてはならない。
　…・受験票は、受験中、常に机上に置くこと。机上には、筆記用具、消しゴム、時計以外のも…
………………のは置かないこと。…その他の携行品は机の中に入れるか、かばんの中にしまうこと。
　…・携帯電話、スマートフォン類はアラーム、時報、目覚まし音の設定を解除し、電源を切っ……
………………てかばんの中にしまうこと。
　…・試験問題および解答用紙は、絶対に持ち出してはならない。
⑶…試験場の下見
　…・本学試験場の校舎内および地方会場の試験場内には入れませんので、建物等の場所を確　
　　認する程度としてください。

【7. 試験日】

【8. 試験会場】

令和5年度 総合型選抜(AO)



- 5 -

【12. 入学手続】 （1）合格通知受領後、所定の期日までに入学手続を行ってください。
　〔書類の提出〕
　　…⒈…誓約書（正副2通提出、1通は検印後保護者宛に返送します。）
…　　⒉…住民票（本人および保護者の名前と住所が記載されているもの）
…　　　 外国籍の人は外国人登録証明書
…　　３.…学納金の振込

授業料などの学納金（一学年初回分）を、指定の「振込用紙」を使用して振込んでください。
10万円を超える授業料などの現金振込の際には本人確認書類（運転免許証、健康保険証、
パスポートなど）をご持参の上、金融機関の窓口をご利用ください。

（2）上記手続終了後、入学許可書および学納金の領収書を送付します。

（3）入学手続締切日…：…下記の指定された期日までに入学手続きを済ませてください。

　　※…書類の提出が遅れる場合には、前もって連絡してください。

【11. 補欠について】補欠（合格候補者）は合格ではありません。正規合格者に欠員が生じた場合に入学を許可され
る有資格者です。正規合格者の入学手続き状況に応じて補欠（合格候補者）を上位から順に繰
上げ合格（補欠合格）とします。繰上げ合格（補欠合格）の該当者には、本学より通知する日
時に電話連絡いたしますので、予め意思表示ができるように、十分準備しておいてください。
電話連絡時間にご不在の場合や、入学の意思をご返答いただけない場合は、繰上げ合格の権利
を解除させていただくことがございますのでご注意ください。
繰上げ合格（補欠合格）となった場合、正式な合格通知と入学手続書類を送付いたします。
納入金額等すべての点において正規合格者と何ら変わりはありません。

【10. 合格発表】 選考結果（合否）はWebで発表します。合格発表日の午前9時より確認できます。合格者のみ「入学
手続書類」を本人（保護者宛）へ後日郵送します。電話や電子メールなどの問合せには一切応じま
せん。
※受験番号と生年月日でログインしてください。

第 1回
令和 4年11月…1日（火）

第 2回

第 3回 令和 5年……3月25日（土）

【13. 入学手続締切日】

総合型選抜（AO）は専願制ですので、辞退することはできません。合格した場合は入学手続きを
速やかにとるようにしてください。なお、入学手続完了後に辞退を希望された場合は、すべての
学納金は返還いたしません。

第 1回
令和 4年11月11日（金）…消印有効

第 2回

第 3回 令和 5年…3月31日（金）…消印有効

総合型選抜(AO)
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【14. BrushUP 選抜受験について】
総合型選抜（AO）第 1回、第 2回の合格者の方は、〈BrushUP 選抜〉を受験することができます。
〈BrushUP 選抜〉受験者の中から 6 年制では最大で成績上位の 10% 程度、4 年制では若干名が
特別奨学生に選ばれます。詳細につきましては、P37 をご確認ください。

【17. 受験に関する問合せ先】

【16. 入学前教育について】
入学手続き完了者には、基礎学力アップのための入学前教育を実施します。

入学前教育は、オンライン動画授業とオンライン演習の二本立てです。

主な内容は、薬学部で必要となる高校授業の総復習となります。

教材は 12 月下旬から 1月下旬にかけて送付します。

入学前教育問い合わせ先：教務課直通…045-859-1320

横浜薬科大学…入試広報課 　　……0120-76-8089……………
直通…045-854-2345

【15. 入学手続者の特待生チャレンジ選抜受験について】
入学手続きを完了している方も入学の権利を保持しながら受験することができます。

｢特待生｣に採用されなかった場合でも、当初に合格した入学試験の結果には影響しませんので

安心して受験してください。

令和5年度 総合型選抜(AO)
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【１. 募集人員】    10 人（6年制 7人・4年制 3人）

【２. 出願資格】 （1）…神奈川県内の高等学校または中等教育学校を令和 5 年 3 月 31 日までに卒業見込みの者
　　または卒業した者（卒業・修了 3年未満の者）、もしくは神奈川県の在住者。
（2）…クラス担任評価票を提出できる者。
本学の教育理念・教育方針および教育内容を十分に理解し、自己の目標達成のための勉学に強
い意欲を持ち、合格した場合、必ず入学する意志のある者。また、将来、神奈川県に社会貢献
したいという強い使命感を持つ者。

【３. 出願期間】

6年制学科と4年制学科を併願して出願する場合は、2つの受験番号を付与するため、6年制と4年制
のそれぞれで出願してください。なお検定料は同一入学試験のため、受験1回につき1件でかまい
ません。
※…総合型選抜の（地元枠）第1回と総合型選抜（社会人）は同日実施の為、同時に受験することは…で
　きません。

【4. 検定料】 ■初回検定料：Web 出願 30,000 円 ペーパー出願 35,000 円
【複数回受験割引】
本学の入学試験を複数回受験する場合、割引が適用されます。１回目のWeb出願では30,000円、ペー
パー出願では 35,000 円必要ですが、２回目以降は、どの入試区分でも共に15,000 円となります。
＊一旦振込まれた検定料はいかなる理由があっても返金できませんのでご注意ください。

建学の精神及びアドミッションポリシーを理解したうえで、本学を志望する明確な動機と神奈川県で社
会に貢献しようとする強い意志がある者を選抜する入試制度である。

〔 特 徴 〕

第1回 令和 4年9月……1日（木）〜令和 4年10月7日（金）…締切日必着

第2回 令和 5年2月20日（月）〜令和 5年3月13日（月）…締切日必着

【5. 出願書類】 

①調査書

○文部科学省所定の様式により作成し、厳封したもの

　※高等学校生徒指導要録の保存期間の経過および廃校等の　

　　諸事情により調査書が得られない場合には「卒業証明書」

　　を提出してください。

○作成後開封無効

　※複数回受験を希望される方の調査書は一通で結構です。

　　（先に提出されたものを再使用します。）

令和5年度 総合型選抜（地元枠）
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②自己紹介書 ○分かる範囲内で記入すること。

③自己アピール文

○本学のアドミッション・ポリシーや本学の教育の内容・教育
システム、自分が横浜薬科大学にふさわしい人間である適性
や長所などについて、よく調べよく考えて800文字以内で記入
すること。　

④クラス担任評価票
○本学指定のクラス担任評価票を使用し、高等学校（中等教　
育学校を含む）　のクラス担任が作成して厳封したもの。

　※既卒の場合、卒業・修了3年未満。

※出願書類②、③、④はWeb出願サイトからダウンロードできます。
※書類に記載された氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレスなどは、選考結果の通知、
入学に関する案内および入学後の学務のみに使用いたします。

※提出された書類はいかなる理由があっても返却いたしません。

【6. 選考方法】 書類審査と ｢人物評価及び学力審査｣ の二段階の審査で合格者を決定します。
（1）…書類審査：…提出された書類により選考を行います。
　　　　　　　 ・調査書　・自己紹介書　・自己アピール文　・クラス担任評価票
（2）…｢人物評価及び学力審査｣：
　　「小論文試験」・「基礎学力検査（理科「化学基礎・化学」）」・「個別面接試験」…
　……①…小論文試験は医療をはじめとする ｢人の健康、生命、生活に関わる分野｣ の問題に
　…………………焦点がおかれたテーマにて出題され、400 字以内でまとめる試験です。
　……②…医療薬学系を志すふさわしい素養が備わっているかどうかを見るための“基礎学力
　…………… 　検査”を行います。検査はマークシート方式で、試験時　間は…60 分間、出題範囲は理
　　　…科「化学基礎・化学」の基本的な内容となります。
　……③…個別面接試験は、受験者の勉学の意欲を確かめ、個性や隠れた能力を発見するのが
　…………… 目的です。高校卒業レベルの一般常識である基本的な題材をもとに、専門の面接員と
　　　　の対話の中で、…問題点に対する取り組み、考え方、解決力、創造性などを見ます。……………
…………………………ペーパーテストとは違う顔の見える入試として、受験生が本来持っているポテンシャル
　　　 を正しく判定するための、もっとも大切な面接です。

第 1回 令和 4年10月15日（土）

第 2回 令和 5年…3月19日（日）

［受験機会の確保］
新型コロナウイルスに罹患していたため、受験することができなかった場合、後日別途対応します。
※証明する医師の診断書の提出が必要となります。

試……験……場 試　験　場　名 住　　　所 電話番号

横　　浜 横浜薬科大学 横浜市戸塚区俣野町601 045-854-2345

【7. 試験日】 

【8. 試験会場】 

総合型選抜（地元枠）令和5年度
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（2）受験上の注意
・発熱や咳等の症状の有無にかかわらず、試験場内では昼食時を除き、マスクを着用すること。
・9時 40 分から試験全般について説明するので、遅刻しないように 9時 30 分までに集合すること。
　（万が一、遅れる場合は入試広報課に連絡してから、試験場へ来てください）
・試験場に入場したら、机上に表示してある受験番号に従って着席すること。
・試験場内では、監督者の指示に従い、勝手に答案の作成を始めてはならない。
・受験票は、受験中、常に机上に置くこと。机上には、筆記用具、消しゴム、時計以外のものは置

かないこと。その他の携行品は机の中に入れるか、かばんの中にしまうこと。
・携帯電話、スマートフォン類はアラーム、時報、目覚まし音の設定を解除し、電源を切っ

てかばんの中にしまうこと。
・試験問題および解答用紙は、絶対に持ち出してはならない。

（3）試験場の下見
・本学試験場の校舎内および地方会場の試験場内には入れませんので、建物等の場所を

確認する程度としてください。

【9. 実施要領】 （1）時間割…※…状況により※1と※2の開始時間を入れ替えて実施する場合があります。

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

受験上の注意

小論文試験（60 分）　※ 1

個別面接試験（60 分程度）　…※ 2…

昼食　＊昼食をご用意ください…

基礎学力検査（理科「化学基礎・化学」マークシート方式 60 分）

試験場に集合

【11. 補欠について】 補欠（合格候補者）は合格ではありません。正規合格者に欠員が生じた場合に入学を許可され
る有資格者です。正規合格者の入学手続き状況に応じて補欠（合格候補者）を上位から順に繰
上げ合格（補欠合格）とします。繰上げ合格（補欠合格）の該当者には、本学より通知する日
時に電話連絡いたしますので、予め意思表示ができるように、十分準備しておいてください。
電話連絡時間にご不在の場合や、入学の意思をご返答いただけない場合は、繰上げ合格の権利
を解除させていただくことがございますのでご注意ください。
繰上げ合格（補欠合格）となった場合、正式な合格通知と入学手続書類を送付いたします。
納入金額等すべての点において正規合格者と何ら変わりはありません。

【10. 合格発表】 選考結果（合否）はWebで発表します。合格発表日の午前9時より確認できます。合格者のみ「入学
手続書類」を本人（保護者宛）へ後日郵送します。電話や電子メールなどの問合せには一切応じま
せん。
※受験番号と生年月日でログインしてください。

第 1回 令和 4年11月…1日（火）…

第 2 回 令和 5年……3月25日（土）

総合型選抜（地元枠）
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【16. 入学前教育について】
入学手続き完了者には、基礎学力アップのための入学前教育を実施します。
入学前教育は、オンライン動画授業とオンライン演習の二本立てです。
主な内容は、薬学部で必要となる高校授業の総復習となります。
教材は 12 月下旬から 1月下旬にかけて送付します。
入学前教育問い合わせ先：教務課直通…045-859-1320

【12. 入学手続】 

【13. 入学手続締切日】 

（1）合格通知受領後、所定の期日までに入学手続を行ってください。
　〔書類の提出〕
　　…１. 誓約書（正副 2通提出、1通は検印後保護者宛に返送します。）
　　…２. 住民票（本人および保護者の名前と住所が記載されているもの）
　　　　外国籍の人は外国人登録証明書
　　…３. 学納金の振込

授業料などの学納金（一学年初回分）を、指定の「振込用紙」を使用して振込んでく
ださい。10 万円を超える授業料などの現金振込の際には本人確認書類（運転免許証、
健康保険証、パスポートなど）をご持参の上、金融機関の窓口をご利用ください。

（2）上記手続終了後、入学許可書および学納金の領収書を送付します。
（3）入学手続締切日…：…下記の指定された期日までに入学手続きを済ませてください。
　　※…書類の提出が遅れる場合には、前もって連絡してください。

第 1回 令和 4年11月11日（金）…消印有効

第 2回 令和 5年…3月31日（金）…消印有効

【14. BrushUP 選抜受験について】
総合型選抜（地元枠）第 1回の合格者の方は、〈BrushUP 選抜〉を受験することができます。
〈BrushUP 選抜〉受験者の中から 6 年制では最大で成績上位の 10% 程度、4年制では若干名が
特別奨学生に選ばれます。詳細につきましては、P37 をご確認ください。

【15. 入学手続者の特待生チャレンジ選抜受験について】
入学手続きを完了している方も入学の権利を保持しながら受験することができます。
｢特待生｣に採用されなかった場合でも、当初に合格した入学試験の結果には影響しませんので
安心して受験してください。

【17. 受験に関する問合せ先】

横浜薬科大学…入試広報課 　　……0120-76-8089……………
直通…045-854-2345

総合型選抜（地元枠）は専願制ですので、辞退することはできません。合格した場合は入学手続き
を速やかにとるようにしてください。なお、入学手続完了後に辞退を希望された場合は、すべての
学納金は返還いたしません。

総合型選抜（地元枠）令和5年度
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【４. 検定料】 ■初回検定料：Web 出願 30,000 円 ペーパー出願 35,000 円
【複数回受験割引】
本学の入学試験を複数回受験する場合、割引が適用されます。１回目のWeb出願では30,000円、ペー
パー出願では 35,000 円必要ですが、２回目以降は、どの入試区分でも共に15,000 円となります。
＊一旦振込まれた検定料はいかなる理由があっても返金できませんのでご注意ください。

【１. 募集人員】 若干名

【２. 出願資格】 令和5年 4月 1日時点で満23歳以上の者であり、かつ社会人として1年以上の職務経験を有し、
次のいずれかの要件を満たしている者で、合格した場合、必ず入学する意志がある者。
（1）…高等学校または中等教育学校を卒業した者。
（2）…通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者。
（3）…学校教育法施行規則第 150 条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があ
　　ると認められる者または以下に該当する者。
………………①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）
………………②外国において、学校教育における 12 年の課程を修了した者またはこれに準ずる者で文　　
　　　部科学大臣の指定した者。
…………… ③文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有する者として認定した在外教育施設の……
………………………該当課程を修了した者。
…………… ④専修学校の高等課程（修業年限が 3 年以上であることその他の文部科学大臣が定める
　　　基準を満たす者に限る。）で文部科学大臣が別に指定する者を文部科学大臣が定める日　　　
　　　以降に修了した者。
………………⑤文部科学大臣が指定した者。
（4）…本学の教育理念・教育方針および教育内容を十分に理解し、自己の目標達成のための勉………
………………学に強い意欲を持ち、合格した場合、必ず入学する意志のある者。

6年制学科と4年制学科を併願して出願する場合は、2つの受験番号を付与するため、6年制と4年制のそ
れぞれで出願してください。なお検定料は同一入学試験のため、受験1回につき1件でかまいません。
※総合型選抜（地元枠）第1回と総合型選抜（社会人）は同日実施の為、同時に受験することはでき
ません。

【３. 出願期間】 令和 4年9月…1日（木）〜令和 4年10月7日（金）…締切日必着

社会における多様な活動を通じて得られた成果や経験を活かして他の学生に刺激を与えられる者を選抜す
る入試制度である。

〔 特 徴 〕

総合型選抜（社会人）令和5年度
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【５. 出願書類】 
①…最終学校の……
　　卒業証明書ま　
　　たは合格証明書

○最終学校の卒業証明書または、高等学校卒業程度認定試験（旧大学入学
　資格検定）の合格証明書を提出してください。

②…経歴書 ○取得している職務経歴、免許・資格について記入すること。

③…自己アピール文
○本学のアドミッション・ポリシーや本学の教育の内容・教育システム、自分

が横浜薬科大学にふさわしい人間である適性や長所などについて、よく
　調べよく考えて800文字以内で記入してください。

※出願書類②、③はWeb出願サイトからダウンロードできます。
※書類に記載された氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレスなどは、選考結果の
通知、入学に関する案内および入学後の学務のみに使用いたします。

※提出された書類はいかなる理由があっても返却いたしません。

【６. 選考方法】 （1）…選考方法
　…「小論文試験」・「個別面接試験」・「基礎能力検査（適性検査、基礎的な学力、一般常識）」　　
　および「経歴書」…｢自己アピール文｣ の総合評価により判定します。　…
　※基礎能力検査について
　………医療薬学系を志すふさわしい要素が備わっているかどうかを見るために「基礎能力検査」　…　………
　………を行います。検査はマークシート方式の 60 分間で、適性検査、一般常識に答えていた　………
　………だき、幅広い教養、勉学の意欲などを判定します。

試……験……場 試　験　場　名 住　　　所 電話番号

横　　浜 横浜薬科大学 横浜市戸塚区俣野町601 045-854-2345

【8. 試験会場】 

令和 4年 10 月 15 日（土）【７. 試験日】 

［受験機会の確保］
新型コロナウイルスに罹患していたため、受験することができなかった場合、後日別途対応します。
※証明する医師の診断書の提出が必要となります。

令和5年度 総合型選抜（社会人）
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⑵…受験上の注意
　・…発熱や咳等の症状の有無にかかわらず、試験場内では昼食時を除き、マスクを着用すること。
　・…9 時 40 分から試験全般について説明するので、遅刻しないように 9時 30 分までに集合す　
　　ること。（万が一、遅れる場合は入試広報課に連絡してから、試験場へ来てください）
　・…試験場に入場したら、机上に表示してある受験番号に従って着席すること。
　・…試験場内では、監督者の指示に従い、勝手に答案の作成を始めてはならない。
…………・…受験票は、受験中、常に机上に置くこと。机上には、筆記用具、消しゴム、時計以外のも　　
　　のは置かないこと。…その他の携行品は机の中に入れるか、かばんの中にしまうこと。
　・…携帯電話、スマートフォン類はアラーム、時報、目覚まし音の設定を解除し、電源を切っ　　
　　てかばんの中にしまうこと。
　・…試験問題および解答用紙は、絶対に持ち出してはならない。
⑶…試験場の下見
　…・本学試験場の校舎内および地方会場の試験場内には入れませんので、建物等の場所を確　　
　　認する程度としてください。

【9. 実施要領】 ⑴…時間割

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

受験上の注意

小論文試験（60 分）

個別面接試験（60 分程度）

昼食　＊昼食をご用意ください…

基礎能力検査「適性検査、一般常識」（マークシート方式 60 分）

試験場に集合

補欠（合格候補者）は合格ではありません。正規合格者に欠員が生じた場合に入学を許可される
有資格者です。正規合格者の入学手続き状況に応じて補欠（合格候補者）を上位から順に繰上げ
合格（補欠合格）とします。繰上げ合格（補欠合格）の該当者には、本学より通知する日時に電
話連絡いたしますので、予め意思表示ができるように、十分準備しておいてください。電話連絡
時間にご不在の場合や、入学の意思をご返答いただけない場合は、繰上げ合格の権利を解除させ
ていただくことがございますのでご注意ください。繰上げ合格（補欠合格）となった場合、正式
な合格通知と入学手続書類を送付いたします。納入金額等すべての点において正規合格者と何ら
変わりはありません。

【11. 補欠について】 

【10. 合格発表】 

令和 4年 11 月 1 日（火）…

選考結果（合否）はWebで発表します。合格発表日の午前9時より確認できます。合格者のみ「入学
手続書類」を本人（保護者宛）へ後日郵送します。電話や電子メールなどの問合せには一切応じま
せん。
※受験番号と生年月日でログインしてください。
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【14. BrushUP 選抜受験について】
総合型選抜（社会人）合格者は、〈BrushUP 選抜〉を受験することができます。
〈BrushUP 選抜〉受験者の中から 6 年制では最大で成績上位の 10% 程度、4 年制では若干名が
特別奨学生に選ばれます。希望する方は、P37 をご覧ください。

【15. 入学手続者の特待生チャレンジ選抜受験について】
入学手続きを完了している方も入学の権利を保持しながら受験することができます。
｢特待生｣に採用されなかった場合でも、当初に合格した入学試験の結果には影響しませんので
安心して受験してください。

【16. 受験に関する問合せ先】

横浜薬科大学…入試広報課 　　……0120-76-8089……………
直通…045-854-2345

【12. 入学手続】 （1）合格通知受領後、所定の期日までに入学手続を行ってください。
　〔書類の提出〕
　　…⒈…誓約書（正副2通提出、1通は検印後保護者宛に返送します。）
…　　⒉…住民票（本人および保護者の名前と住所が記載されているもの）
…　　　 外国籍の人は外国人登録証明書
…　　３.…学納金の振込

授業料などの学納金（一学年初回分）を、指定の「振込用紙」を使用して振込んでください。
10万円を超える授業料などの現金振込の際には本人確認書類（運転免許証、健康保険証、
パスポートなど）をご持参の上、金融機関の窓口をご利用ください。

（2）上記手続終了後、入学許可書および学納金の領収書を送付します。
（3）入学手続締切日…：…下記の指定された期日までに入学手続きを済ませてください。
　　※…書類の提出が遅れる場合には、前もって連絡してください。

【13. 入学手続締切日】

令和 4年 11 月 11 日（金）…消印有効

総合型選抜（社会人）は専願制ですので、辞退することはできません。合格した場合は入学手続き
を速やかにとるようにしてください。なお、入学手続完了後に辞退を希望された場合は、すべての
学納金は返還いたしません。

総合型選抜（社会人）令和5年度
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【１. 募集人員】 128 人（6年制 120 人・4年制 8人／指定校推薦を含む。）

【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または令和 5 年 3 月 31 日までに卒業見込み
の者で出身学校長が推薦する者。既卒者（卒業・修了 3 年未満の者）で予備校・学習塾
に在籍中の者は予備校長・代表（塾長）の推薦も認める。

（2）…通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者または令和 5 年 3 月 31 日までに修了見
込み者で出身学校長が推薦する者。

（3）…学校教育法施行規則第 150 条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力が
あると認められる者または令和 5 年 3月 31 日までに以下に該当する見込みの者。
①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または令和 5 年 3 月 31

日までに合格見込みの者。（旧大学入学資格検定の合格者を含む。）
②外国において、学校教育における 12 年の課程を修了した者またははこれに準

ずる者で文部科学大臣の指定した者。
③文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有する者として認定した在外教育施

設の該当課程を修了した者。
④専修学校の高等課程（修業年限が 3 年以上であることその他の文部科学大臣が定

める基準を満たす者に限る。）で文部科学大臣が別に指定する者を文部科学大臣が
定める日以降に修了した者。

⑤文部科学大臣が指定した者。
（4）…専願制（本学のみ受験）か併願制（他大学も受験）を選択し専願制で合格した場合、　
　　必ず入学することを確約できる者。
　　＊現役・既卒の区別なく受験することができる。
　　＊Ⅰ期・Ⅱ期ともに全体の学習成績の状況（評定平均値）の条件は設けない。

6年制学科と4年制学科を併願して出願する場合は、2つの受験番号を付与するため、6年制と
4年制のそれぞれで出願してください。なお検定料は同一入学試験のため、受験1回につき
1件でかまいません。

【4. 検定料】 ■初回検定料：Web 出願 30,000 円 ペーパー出願 35,000 円
【複数回受験割引】
本学の入学試験を複数回受験する場合、割引が適用されます。１回目のWeb出願では30,000
円、ペーパー出願では35,000円必要ですが、２回目以降は、どの入試区分でも共に15,000円と
なります。
＊一旦振込まれた検定料はいかなる理由があっても返金できませんのでご注意ください。

【3. 出願期間】 I 期 令和 4年11月1日（火）〜11月8日（火）……締切日必着

Ⅱ期 令和 4年11月9日（水）〜12月6日（火）……締切日必着

学校推薦型選抜〔公募 Ⅰ期・Ⅱ期〕令和5年度

高等学校、中等教育学校の出身学校長から推薦を受けた受験生に対して基礎学力テストと調査書で学力を確認する
とともに個別面接試験において、本学独自の視点から受験生の薬学を学ぶ意思や医療人としての適正を評価する入
試制度である。

〔 特 徴 〕
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【6. 選考方法】… 基礎学力検査（理科「化学基礎・化学」、マークシート方式 60 分）、面接および調査書の総
合評価により判定します。

Ⅰ期 令和 4年11月12日（土）

Ⅱ期 令和 4年12月11日（日）

【7. 試験日】 

【8. 試験会場】 Ⅰ期試験場 Ⅱ期試験場

試 験 日 令和 4 年 11 月 12日（土） 令和 4 年 12 月 11日（日）

試

験

場

横　　浜 横浜薬科大学

札　　幌 札幌医療リハビリ専門学校

仙　　台 スタンダード会議室仙台一番町ホール店 東北福祉大学仙台駅東口キャンパス

千　　葉 クロス・ウェーブ幕張

東　　京 フォーラムエイト

新　　潟 JR 東日本ホテルメッツ新潟

長　　野 ホテルJALシティ長野

静　　岡 静岡第一ホテル

名……古……屋 イオンコンパス名古屋駅前会議室 イオンコンパス名古屋駅前・桜通口会議室

大　　阪 毎日インテシオ

広 島 広島ガーデンパレス

ア　試験場の案内図はP45〜52参照。
イ　連絡および問合せ先

地方試験場における本学係員は試験当日しか駐在しないので、連絡・問合せはすべて
本学入試広報課宛 (直通：045-854-2345) にお願いします。

［受験機会の確保］
新型コロナウイルスに罹患していたため、受験することができなかった場合、後日別途対応します。
※証明する医師の診断書の提出が必要となります。

※出願書類に記載された氏名、生年月日、住所、電話番号は、選考結果の通知、入学に関す
る案内および入学後の学務に使用いたします。

※提出された書類はいかなる理由があっても返却いたしません。

【5. 出願書類】
①推薦書

○本学指定の推薦用紙を使用し、高等学校長（中等教育学校を含む）または
予備校長・代表（塾長）が作成して厳封したもの

○作成後開封無効

②調査書

○文部科学省所定の様式により作成し、厳封したもの
※高等学校生徒指導要録の保存期間の経過および廃校等の諸事情により調査

書が得られない場合には「卒業証明書」を提出してください。
※出願資格（3）①に該当する方
　合格（見込）成績証明書を提出してください。
○作成後開封無効
　※複数回受験を希望される方の調査書は一通で結構です。
　　（先に提出されたものを再使用します。）

令和5年度 学校推薦型選抜〔公募 Ⅰ期・Ⅱ期〕
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（2）…受験上の注意
・…発熱や咳等の症状の有無にかかわらず、試験場内では昼食時を除き、マスクを着用すること。
・…9 時 40 分から試験全般について説明するので、遅刻しないように 9時 30 分までに全員

集合すること。（万が一、遅れる場合は入学広報課に連絡してから、試験場へ来てください）
・…試験場に入場したら、机上に表示してある受験番号に従って着席すること。
・…試験場内では、監督者の指示に従うこと。勝手に答案の作成を始めてはならない。
・…受験票は、受験中、常に机上に置くこと。机上には、筆記用具、消しゴム、時計以外

のものは置かないこと。その他の携行品は机の中に入れるか、かばんの中にしまうこと。
・…携帯電話、スマートフォン類はアラーム、時報、目覚まし音の設定を解除し、電源を切っ

てかばんの中にしまうこと。
・…試験問題および解答用紙は、絶対に持ち出してはならない。

（3）…試験場の下見
・本学試験場の校舎内および地方会場の試験場内には入れませんので、建物等の場所を確

認する程度としてください。

【9. 実施要領】… （1）…時間割

9:30 試験場に集合
9:40

受験上の注意
9:50
10:00 基礎学力テスト（理科「化学基礎・化学」）、

マークシート方式、時間 60 分11:00
11:10

… … 〜

「個別面接試験」（個別面接、15 分程度）

【10. 合格発表】…

【11. 補欠について】… 補欠（合格候補者）は合格ではありません。正規合格者に欠員が生じた場合に入学を許可さ
れる有資格者です。正規合格者の入学手続き状況に応じて補欠（合格候補者）を上位から順
に繰上げ合格（補欠合格）とします。繰上げ合格（補欠合格）の該当者には、本学より通知
する日時に電話連絡いたしますので、予め意思表示ができるように、十分準備しておいてく
ださい。電話連絡時間にご不在の場合や、入学の意思をご返答いただけない場合は、繰上げ
合格の権利を解除させていただくことがございますのでご注意ください。
繰上げ合格（補欠合格）となった場合、正式な合格通知と入学手続書類を送付いたします。
納入金額等すべての点において正規合格者と何ら変わりはありません。

選考結果（合否）は学校長へ郵送し、Webでも午前9時より確認できます。合格者のみ「入学手続書
類」を本人（保護者宛）へ後日郵送します。電話や電子メールなどの問合せには一切応じません。
※受験番号と生年月日でログインしてください。

Ⅰ期 令和 4年 12 月　1日（木）

Ⅱ期 令和 4年 12 月 17 日（土）



- 18 -

【16. 入学前教育について】
入学手続き完了者には、基礎学力アップのための入学前教育を実施します。入学前教育はオ
ンライン動画授業とオンライン演習の二本立てです。主な内容は、薬学部で必要となる高校
授業の総復習となります。教材は 12 月下旬から 1月下旬にかけて送付します。
入学前教育問い合わせ先：教務課直通…045-859-1320

【17. 受験に関する問合せ先】…
横浜薬科大学…入試広報課 　　……0120-76-8089……………

直通…045-854-2345

入学辞退連絡期限日
［併願の場合］

Ⅰ期 令和 4年…12 月 23 日（金）…16時

Ⅱ期 令和 4 年 12 月 28 日（水）…16時

併願制希望の入学手続き完了者で、入学を辞退する場合は、平日は 9 時から 17 時、土曜日は
9 時から 14 時までの間に入試広報課（フリーダイヤル 0120-76-8089）までお電話にてご連絡
ください。下記の入学辞退連絡期限日までに入学辞退の連絡された場合は、入学金を除く納
付金を返還いたします。

【13. 入学辞退連絡期限日】

入学手続きをした辞退連絡日までに連絡をいただいた方は、入学辞退届および返還請求書を
送付します。入学辞退届が本学に到着後、3週間ほどで入学金を除く納付金を返還いたします。
入学辞退連絡期限日を過ぎて令和 5 年 3 月 31 日（金）16 時までに入学辞退の連絡をいただい
た方は 4月中旬ごろに返還いたします。
※令和 5年 3月 31 日（金）16 時以降の連絡については一切返還いたしません。
※学校推薦型選抜（公募）専願制は辞退することができません。合格した場合は入学手続き
を速やかにとるようにしてください。なお、専願制の入学手続完了後に辞退を希望された場
合は、すべての学納金を返還いたしません。

【12. 入学手続】… （1）合格通知受領後、所定の期日までに入学手続を行ってください。
　〔書類の提出〕
　　…⒈…誓約書（正副2通提出、1通は検印後保護者宛に返送します。）
…　　⒉…住民票（本人および保護者の名前と住所が記載されているもの）
…　　　 外国籍の人は外国人登録証明書
…　　３.…学納金の振込

授業料などの学納金（一学年初回分）を、指定の「振込用紙」を使用して振込んでく
ださい。10万円を超える授業料などの現金振込の際には本人確認書類（運転免許
証、健康保険証、パスポートなど）をご持参の上、金融機関の窓口をご利用ください。

（2）上記手続終了後、入学許可書および学納金の領収書を送付します。
（3）入学手続締切日…：…下記の指定された期日までに入学手続きを済ませてください。
　　※…書類の提出が遅れる場合には、前もって連絡してください。

Ⅰ期 令和 4年…12 月 10 日（土）…消印有効

Ⅱ期 令和 4年 12 月 23 日（金）…消印有効

【14. BrushUP 選抜受験について】
学校推薦型選抜（公募Ⅰ期）合格者は、〈BrushUP 選抜〉を受験することができます。

〈BrushUP 選抜〉受験者の中から 6 年制では最大で成績上位の 10% 程度、4 年制では若干名が
特別奨学生に選ばれます。希望する方は、P37 をご覧ください。

【15. 入学手続者の特待生チャレンジ選抜受験について】
入学手続きを完了している方も入学の権利を保持しながら受験することができます。
｢特待生｣に採用されなかった場合でも、当初に合格した入学試験の結果には影響しませんので
安心して受験してください。

令和5年度 学校推薦型選抜〔公募 Ⅰ期・Ⅱ期〕
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【１. 募集人員】 34人

【２. 出願資格】 ⑴高等学校または中等教育学校を卒業した者または令和5年3月31日までに卒業見込みの者。
⑵通常の課程による12年の学校教育を修了した者または令和5年3月31日までに修了見込みの

者。
⑶学校教育法施行規則第150条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があ

ると認められる者または令和5年3月31日までに以下に該当する見込みの者。
①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または令和5年3月31日まで

に合格見込みの者。（旧大学入学資格検定の合格者を含む。）
②外国において、学校教育における12年の課程を修了した者またはこれに準ずる者で文部

科学大臣の指定した者。
③文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有する者として認定した在外教育施設の

該当課程を修了した者。
④専修学校の高等課程（修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基

準を満たす者に限る。）で文部科学大臣が別に指定する者を文部科学大臣が定める日以
降に修了した者。

⑤文部科学大臣が指定した者。

前期 令和4年11月 1日（火）〜令和4年11月15日（火）…締切日必着

中期 令和4年11月28日（月）〜令和4年12月15日（木）…締切日必着

後期 令和5年　2月　1日（水）〜令和5年…2月23日（木・祝）…締切日必着

【３. 出願期間】

特待生S 特待生A 特待生B

募集人員内訳（目安） 5人 11人 18人

合計 34人

■6年制学科 ■4年制学科
特待生・特別奨学生

若干名

学業に優れ、勉学意欲旺盛な学生に広く門戸を開くという趣旨のもとに、成績優秀者には授業料免除の特典がある。
また、学力試験の成績により本学における教育に適した受験生を選抜する入試制度である。

※ 総合型選抜（AO/地元枠/社会人）、学校推薦型選抜（指定校/公募）、大学入学共通
   テスト利用選抜、一般選抜の入学手続きを完了している方でも入学の権利を保持しながら

受験することができます。
6年制学科と4年制学科を併願して出願する場合は、2つの受験番号を付与するため、6年制と
4年制のそれぞれで出願してください。なお検定料は同一入学試験のため、受験1回につき
1件でかまいません。

令和5年度 特待生チャレンジ選抜〔前期・中期・後期〕

〔 特 徴 〕



- 20 -

■初回検定料：Web出願30,000円 ペーパー出願35,000円
【複数回受験割引】
本学の入学試験を複数回受験する場合、割引が適用されます。1回目のWeb出願では30,000円、
ペーパー出願では35,000円必要ですが、2回目以降は、どの入試区分でも共に15,000円となり
ます。
＊一旦振込まれた検定料はいかなる理由があっても返金できませんのでご注意ください。

【４. 検定料】 

① 調… 査… 書

○文部科学省所定の様式により作成し、厳封したもの
※高等学校生徒指導要録の保存期間の経過および廃校等の諸事情により調

査書が得られない場合には「卒業証明書」を提出してください。
※出願資格⑶①に該当する方
　合格（見込）成績証明書を提出してください。
○作成後開封無効

※出願書類に記載された氏名、生年月日、住所、電話番号は、選考結果の通知、入学に関す
る案内および入学後の学務に使用いたします。

※提出された書類はいかなる理由があっても返却いたしません。
（注意事項）

ア　複数回受験される方の調査書は一通で結構です。（先に提出されたものを再使用します）
イ　［前期］・［中期］・［後期］の受験を希望する場合には出願書類（入学願書、入学検定

料および写真票、受験票）がそれぞれ必要となります。

【５. 出願書類】 

【６. 選考方法】

※…上記の学力試験、前期、中期、後期試験の選択科目は事前（出願の際）に選んでいただ
きます。（生物・英語・数学）

※…試験の成績と調査書の総合評価により判定します。
（特記事項）

ア　特待生は本学が定める基準点以上の成績の者を採用します。　
イ　6年制学科志望で受験し「特待生S」・「特待生A」・「特待生B」に採用されなかった場合、

または4年制学科志望で受験し ｢特待生（薬科）｣ に採用されなかった場合でも「特別
奨学生」・｢特別奨学生（薬科）｣ または「一般学生」と同等の学力を有すると認めら
れた受験生には、その区分での合格を認めます。

選考方法（2教科）
「前期」・「中期」：理科「化学基礎・化学」：必須（マークシート方式、時間60分、配点100点満点）

下記3科目から1科目選択（マークシート方式、時間60分、配点100点満点）
・理科「生物基礎・生物」　・…外国語「英語」　・…数学「数学Ⅰ・A」

「後　　　　期」：理科「化学基礎・化学」：必須（マークシート方式、時間60分、配点100点満点）
下記3科目から1科目選択（マークシート方式、時間60分、配点100点満点）
・理科「生物基礎・生物」…・…外国語「英語」…・…数学「数学Ⅰ・Ⅱ・A・B…

（B：数列、ベクトルの範囲）」

特待生チャレンジ選抜〔前期・中期・後期〕令和5年度
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【7. 試験日および試験会場】

試……験……日
前期 中期 後期

令和4年11月27日(日) 令和4年12月20日(火) 令和5年3月1日(水)

試……

験……

場

横 浜 横浜薬科大学

札 幌 札幌医療リハビリ専門学校

仙 台 東北福祉大学仙台駅東口キャンパス

千 葉 クロス・ウェーブ幕張

東 京 フォーラムエイト AP日本橋

新 潟 JR東日本ホテルメッツ新潟

長 野 ホテルJALシティ長野

静 岡 静岡第一ホテル

名古屋 イオンコンパス名古屋駅前・桜通口会議室 名古屋未来工科専門学校

大 阪 毎日インテシオ

広 島 広島ガーデンパレス
※［受験機会の確保］
　…新型コロナウイルスに罹患していたため、受験することができなかった場合、後日別途対応します。
　※証明する医師の診断書の提出が必要となります。
ア　試験場の案内図はP45〜52参照。
イ　地方試験場における連絡・問合せは、すべて入試広報課宛(直通:045-854-2345)にお願いします。

【8. 実施要領】 ⑴時間割

「前期」令和4年11月27日(日)
「中期」令和4年12月20日(火)

9：30 …… 試験場に集合

9：40
… 受験上の注意

9：50

10：00

…

学力試験「理科（生物基礎・
生物）」、「英語」、「数学Ⅰ・A」
から1科目選択
（マークシート方式、60分）11：00

11：20
…

学力試験「理科（化学基礎・
化学）」
（マークシート方式、60分）12：20

「後期」令和5年3月1日(水)

9：30 …… 試験場に集合

9：40
… 受験上の注意

9：50

10：00

…

学力試験「理科（生物基礎・
生物）」、「英語」、「数学Ⅰ・Ⅱ・
A・B（B：数列、ベクトルの
範囲）」から1科目選択

（マークシート方式、60分）
11：00

11：20
…

学力試験「理科（化学基礎・
化学）」

（マークシート方式、60分）12：20
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⑵受験上の注意
　・発熱や咳等の症状の有無にかかわらず、試験場内では昼食時を除き、マスクを着用すること。
　・9時40分から試験全般について説明するので、遅刻しないように9時30分までに集合す…

　ること。（万が一、遅れる場合は入試広報課に連絡してから、試験場へ来てください）
　・試験場に入場したら、机上に表示してある受験番号に従って着席すること。
　・試験場内では、監督者の指示に従うこと。勝手に答案の作成を始めてはならない。
　・受験票は、受験中、常に机上に置くこと。机上には、筆記用具、消しゴム、時計以外の

　ものは置かないこと。
　　その他の携行品は机の中に入れるか、かばんの中にしまうこと。
　・…携帯電話、スマートフォン類はアラーム、時報、目覚まし音の設定を解除し、電源を切っ

　てかばんの中にしまうこと。
　・試験問題および解答用紙は、絶対に持ち出してはならない。
⑶試験場の下見
　…・本学試験場の校舎内および地方会場の試験場内には入れませんので、建物等の場所を確　…
　…　認する程度としてください。

【9. 合格発表】 選考結果（合否）はWebで発表します。合格発表日の午前9時より確認できます。合格者のみ
本人（保護者宛）へ後日郵送します。電話・電子メールなどによる問合せには一切応じません。
※受験番号と生年月日でログインしてください。

前　　期 令和4年12月10日（土）
中　　期 令和4年12月28日（水）
後　　期 令和5年… 3月10日（金）

【10. 補欠について】 補欠（合格候補者）は合格ではありません。正規合格者に欠員が生じた場合に入学を許可さ
れる有資格者です。正規合格者の入学手続き状況に応じて補欠（合格候補者）を上位から順
に繰上げ合格（補欠合格）とします。繰上げ合格（補欠合格）の該当者には、本学より通知
する日時に電話連絡いたしますので、予め意思表示ができるように、十分準備しておいてく
ださい。電話連絡時間にご不在の場合や、入学の意思をご返答いただけない場合は、繰上げ
合格の権利を解除させていただくことがございますのでご注意ください。
繰上げ合格（補欠合格）となった場合、正式な合格通知と入学手続書類を送付いたします。
納入金額等すべての点において合格者と何ら変わりはありません。

【11. 入学手続】 ⑴合格通知受領後、所定の期日までに入学手続を行ってください。
　〔書類の提出〕
　　⒈…誓約書（正副2通提出、1通は検印後保護者宛に返送します。）
　　⒉…住民票（本人および保護者の名前と住所が記載されているもの）
　　　…外国籍の人は外国人登録証明書
　　３.…学納金の振込

授業料などの学納金（一学年初回分）を、指定の「振込用紙」を使用して振込んで
ください。10万円を超える授業料などの現金振込の際には本人確認書類（運転免許証、
健康保険証、パスポートなど）をご持参の上、金融機関の窓口をご利用ください。

⑵上記手続終了後、入学許可書および学納金の領収書を送付します。
⑶入学手続締切日…：…右記の指定された期日までに入学手続きを済ませてください。
　※…書類の提出が遅れる場合には、前もって連絡してください。

令和5年度 特待生チャレンジ選抜〔前期・中期・後期〕
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前　　期 令和4年12月19日（月）…消印有効

中　　期 令和5年… 1月13日（金）…消印有効

後　　期 令和5年… 3月20日（月）…消印有効

【14. 受験に関する問合せ先】
横浜薬科大学…入試広報課 　　……0120-76-8089……………

直通…045-854-2345

【12. 入学辞退連絡期限日】
入学を辞退する場合は、平日は9時から17時、土曜日は9時から14時までの間に入試広報課（フ
リーダイヤル0120-76-8089）までお電話にてご連絡ください。下記の入学辞退連絡期限日まで
に入学辞退の連絡をされた場合は、入学金を除く納付金を返還いたします。

入学手続きをした辞退連絡期限日までに連絡をいただいた方は、入学辞退届および返還請求
書を送付します。入学辞退届が本学に到着後、3週間ほどで納付金を返還いたします。入学
辞退連絡期限日を過ぎて令和5年3月31日(金)16時までに入学辞退の連絡をいただいた方は
4月中旬ごろに返還いたします。
※令和5年3月31日(金)16時以降の連絡については一切返還いたしません。

前　　期 令和4年12月23日(金)16時

中　　期 令和5年…1月20日(金)16時

後　　期 令和5年…3月31日(金)16時

【13. 学納金】 特待生チャレンジ選抜試験合格者の成績優秀合格者学納金は次のとおりです。

○…特待生S…授業料全額免除（初年度学納金45万円）
○…特待生A…授業料110万円免除（初年度学納金125万円）
○…特待生B…授業料80万円免除（初年度学納金155万円）
○…特別奨学生…授業料年額50万円免除（初年度学納金185万円）

■…6年制

※…学納金の詳細はP38〜41をご参照ください。

○…特待生…授業料100万円免除（初年度学納金95万円）
○…特別奨学生…授業料40万円免除（初年度学納金155万円）

■…4年制
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【１. 募集人員】 20人（6年制17人・4年制3人）

【２. 出願資格】 ⑴高等学校または中等教育学校を卒業した者または令和5年3月31日までに卒業見込みの者。
⑵通常の課程による12年の学校教育を修了した者または令和5年3月31日までに修了見込みの者。
⑶学校教育法施行規則第150条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があ

ると認められる者または令和5年3月31日までに以下に該当する見込みの者。
①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または令和5年3月31日まで

に合格見込みの者。（旧大学入学資格検定の合格者を含む。）
②外国において、学校教育における12年の課程を修了した者またはこれに準ずる者で文部

科学大臣の指定した者。
③文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有する者として認定した在外教育施設の

該当課程を修了した者。
④専修学校の高等課程（修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基

準を満たす者に限る。）で文部科学大臣が別に指定する者を文部科学大臣が定める日以
降に修了した者。

⑤文部科学大臣が指定した者。
⑷本学の教育理念・教育方針および教育内容を十分に理解し、自己の目標達成のための勉学　
　に強い意欲を持ち、合格した場合、必ず入学する意志のある者。
　※…帰国子女・留学生の方は総合型選抜（AO）・大学入学共通テスト利用選抜・一般選抜　
　　 を通じて受験してください。
　※…編入学試験については、教務課TEL:045-859-1320（直通）へお問合わせください。

6年制学科と4年制学科を併願して出願する場合は、2つの受験番号を付与するため、6年制と
4年制のそれぞれで出願してください。なお検定料は同一入学試験のため、受験1回につき
1件でかまいません。

前期 令和4年12月19日（月）〜令和5年2月…3日（金）…締切日必着

後期 令和5年　1月16日（月）〜令和5年2月28日（火）…締切日必着

【３. 出願手続】

｢大学入学共通テスト｣ を利用するため、本学が指定する試験場へ出席せずとも全国から幅広く受験可能であり、
大学入学共通テストの成績により本学で薬学を学ぶにあたりふさわしい学力を有するか求める。
「大学入学共通テスト」において、化学を必須とし、生物、英語、数学の３つから１科目を選択した２教科の合わ
せた成績により選抜する。

〔 特 徴 〕

●過年度（令和4年度）の大学入学共通テスト成績を利用する場合
志願者本人が本学へ出願書類を提出する前に、大学入試センターが発行する過年度の大学
入学共通テストの「過年度成績請求票」（私立大学・公私立短期大学用）を申請し、取得
してください。Web出願手続き完了後、取得した「過年度成績請求票」（私立大学・公私
立短期大学用）を入試広報へ送付してください。なお、昨年度入手した「大学入試センター
試験成績請求票」は使用できませんので必ず新しく取り直してください。

令和5年度 大学入学共通テスト利用選抜〔前期・後期〕
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【４. 検定料】 ■検定料：Web出願15,000円　 ペーパー出願15,000円
＊一旦振込まれた検定料はいかなる理由があっても返金できませんのでご注意ください。

［入学検定料免除の特典］

下記の出願パターンで一般選抜と組み合わせることにより、大学入学共通テスト利用選抜の
検定料が無料となります。

併願特典（出願パターン）

一般選抜Ⅰ期 一般選抜Ⅱ期・Ⅲ期

第1回 第2回 第3回 第1回 第2回

利
用
選
抜

共
通
テ
ス
ト

前 期 ○ ○ ○

後 期 ○ ○

Web出願 ペーパー出願

大学入学共通テスト利用選抜のみ 15,000円 15,000円

一般選抜のみ 30,000円 35,000円

一般選抜との併願 45,000円…→…30,000円 50,000円…→…35,000円

但し、一般選抜を複数回併願される場合の入学検定料は15,000円が追加されます。

①大学入学　
　共通テスト
　成績請求票

○大学入試センターから交付された「令和5年度大学入学共通テス
ト成績請求票（私立大学・公私立短期大学用）」を、成績請求票
貼付台紙の所定の欄に貼付すること。（過年度のセンター試験成
績利用者も同様）

② 調… 査… 書

○文部科学省所定の様式により作成し、厳封したもの
※…高等学校生徒指導要録の保存期間の経過および廃校等の諸事情

により調査書が得られない場合には「卒業証明書」を提出してく
ださい。

※…出願資格（3）①に該当する方
　合格（見込）成績証明書を提出してください。
○作成後開封無効

※出願書類に記載された氏名、生年月日、住所、電話番号は、選考結果の通知、入学に関
する案内および入学後の学務に使用いたします。

※提出された書類はいかなる理由があっても返却いたしません。
※複数回受験を希望される方の調査書は1通で結構です。（先に提出されたものを再使用します。）

【５. 出願書類】 

大学入学共通テスト利用選抜〔前期・後期〕
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【６. 選考方法】 下記の大学入学共通テストの学力試験により選抜します。

科目試験（前期・後期） 配　点 備　　考

理科（化学） 100点 必須

理科「生物」、外国語「英語」、
数学「数学Ⅰ・A」、数学「数学Ⅱ・B」
から1科目選択

100点
2科目以上受験した場合は、高得点科
目を合否判定に使用。
英語（リスニング）は除く。

※…試験成績と調査書の総合評価により判定します。
ア 「前期」受験者のうち、本学の定める基準点以上の成績優秀者は「特待生」に採用

されます。
イ 「前期」・「後期」受験者のうち､ 本学の定める基準点以上の成績優秀者は
　「特別奨学生」に採用されます。

【７. 試験日】 大学入学共通テストに基づく
※個別試験は課さない

【８. 試験会場】 全国各地（大学入試センターより指定された試験場）

【９. 合格発表】 選考結果（合否）はWebで発表します。合格発表日の午前9時より確認できます。合格者の
み ｢入学手続書類｣ を本人（保護者宛）へ後日郵送にて通知します。電話・電子メールなど
による問合せには一切応じません。
※受験番号と生年月日でログインしてください。

前　　期 令和5年2月14日（火）…

後　　期 令和5年3月10日（金）…

【10. 補欠について】 補欠（合格候補者）は合格ではありません。正規合格者に欠員が生じた場合に入学を許可さ
れる有資格者です。正規合格者の入学手続き状況に応じて補欠（合格候補者）を上位から順
に繰上げ合格（補欠合格）とします。繰上げ合格（補欠合格）の該当者には、本学より通知
する日時に電話連絡いたしますので、予め意思表示ができるように、十分準備しておいてく
ださい。電話連絡時間にご不在の場合や、入学の意思をご返答いただけない場合は、繰上げ
合格の権利を解除させていただくことがございますのでご注意ください。繰上げ合格（補欠
合格）となった場合、正式な合格通知と入学手続書類を送付いたします。納入金額等すべて
の点において正規合格者と何ら変わりはありません。

令和5年度 大学入学共通テスト利用選抜〔前期・後期〕
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【11. 入学手続】 ⑴合格通知受領後、所定の期日までに入学手続を行ってください。
　〔書類の提出〕
　　⒈…誓約書（正副2通提出、1通は検印後保護者宛に返送します。）
　　⒉…住民票（本人および保護者の名前と住所が記載されているもの）
… 外国籍の人は外国人登録証明書
　　３.…学納金の振込

授業料などの学納金（一学年初回分）を、指定の「振込用紙」を使用して振込んで
ください。10万円を超える授業料などの現金振込の際には本人確認書類（運転免許証、
健康保険証、パスポートなど）をご持参の上、金融機関の窓口をご利用ください。

⑵上記手続終了後、入学許可書および学納金の領収書を送付します。
⑶入学手続締切日…：…下記の指定された期日までに入学手続きを済ませてください。
　※…書類の提出が遅れる場合には、前もって連絡してください。

【13. 受験に関する問合せ先】

横浜薬科大学…入試広報課 　　……0120-76-8089……………
直通…045-854-2345

前期 令和5年2月21日(火) 消印有効

後期 令和5年3月17日(金) 消印有効

【12. 入学辞退連絡期限日】
入学を辞退する場合は、平日は9時から17時、土曜日は9時から14時までの間に入試広報課（フ
リーダイヤル0120-76-8089）までお電話にてご連絡ください。下記の入学辞退連絡期限日まで
に入学辞退の連絡をされた場合は、入学金を除く納付金を返還いたします。

入学手続きをした辞退連絡期限日までに連絡をいただいた方は、入学辞退届および返還請求
書を送付します。入学辞退届が本学に到着後、3週間ほどで入学金を除く納付金を返還いた
します。入学辞退連絡期限日を過ぎて令和5年3月31日(金)16時までに入学辞退の連絡をいた
だいた方は4月中旬ごろに返還いたします。
※令和5年3月31日(金)16時以降の連絡については一切返還いたしません。

前期 令和5年2月28日(火)16時

後期 令和5年3月24日(金)16時

大学入学共通テスト利用選抜〔前期・後期〕
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125人（6年制115人・4年制10人）【１. 募集人員】

【２. 出願資格】 ⑴高等学校または中等教育学校を卒業した者または令和5年3月31日までに卒業見込みの者。
⑵通常の課程による12年の学校教育を修了した者または令和5年3月31日までに修了見込みの者。
⑶学校教育法施行規則第150条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があ

ると認められる者または令和5年3月31日までに以下に該当する見込みの者。
①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または令和5年3月31日まで

に合格見込みの者。（旧大学入学資格検定の合格者を含む。）
②外国において、学校教育における12年の課程を修了した者またはこれに準ずる者で文部科

学大臣の指定した者。
③文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有する者として認定した在外教育施設の該当

課程を修了した者。
④専修学校の高等課程（修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基

準を満たす者に限る。）で文部科学大臣が別に指定する者を文部科学大臣が定める日以
降に修了した者。

⑤文部科学大臣が指定した者。
※…帰国子女・留学生の方は総合型選抜（AO）・大学入学共通テスト利用選抜・一般選抜等を

通じて受験してください。
※…編入学試験については、教務課TEL:045-859-1320( 直通 )へお問合わせください。

※6年制学科と4年制学科を併願して出願する場合は、2つの受験番号を付与するため、6年制
と4年制のそれぞれで出願してください。なお検定料は同一入学試験のため、受験1回につ
き1件でかまいません。

※一般選抜Ⅰ期の第1回と第2回の2日間続けて受験する場合、個々の受験番号を付与するため
それぞれで出願の手続きを行ってください。

【３. 出願手続】

学力試験の成績により本学における教育に適した受験生を選抜する入試制度である。
必須科目の化学と、選択科目の生物、英語、数学から１科目を合わせた２教科の学力試験の成績により選抜する。

〔 特 徴 〕

【４. 検定料】 ■初回検定料：Web出願30,000円 ペーパー出願35,000円
【複数回受験割引】
本学の入学試験を複数回受験する場合、割引が適用されます。1回目のWeb出願では30,000円、
ペーパー出願では35,000円必要ですが、2回目以降は、どの入試区分でも共に15,000円となります。
＊一旦振込まれた検定料はいかなる理由があっても返金できませんのでご注意ください。

Ⅰ期
第1回

令和4年12月19日(月)〜令和5年1月15日(日) 締切日必着第2回
第3回

Ⅱ期
第1回

令和5年……1月16日(月)〜令和5年2月10日(金) 締切日必着
第2回

Ⅲ期
第1回

令和5年……2月……1日（水）〜令和5年 2月23日(木・祝) 締切日必着
第2回

一般選抜 〔Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期〕令和5年度
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【５. 出願書類】 

［入学検定料免除の特典］

下記の出願パターンで大学入学共通テスト利用選抜と組み合わせることにより、大学入学共
通テスト利用選抜の入学検定料が無料となります。

併願特典（出願パターン）

一般入学試験Ⅰ期 一般入学試験Ⅱ期・Ⅲ期

第1回 第2回 第3回 第1回 第2回

利

用

選

抜

共
通
テ
ス
ト

前 期 ○ ○ ○

後 期 ○ ○

Web出願 ペーパー出願

一般選抜のみ 30,000円 35,000円

大学入学共通テスト利用選抜のみ 15,000円 15,000円

大学入学共通テスト利用選抜との併願 45,000円…→…30,000円 50,000円…→…35,000円

但し、一般選抜を複数回併願される場合の入学検定料は15,000円が追加されます。

①調…査…書

○文部科学省所定の様式により作成し、厳封したもの
※高等学校生徒指導要録の保存期間の経過および廃校等の諸事情によ

り調査書が得られない場合には「卒業証明書」を提出してください。
※出願資格⑶①に該当する方
　合格（見込）成績証明書を提出してください。
○作成後開封無効

※出願書類に記載された氏名、生年月日、住所、電話番号は、選考結果の通知、入学に関す　
　る案内および入学後の学務に使用いたします。
※提出された書類はいかなる理由があっても返却いたしません。　
（注意事項）

ア　一般入学試験Ⅰ期は3日間、Ⅱ期、Ⅲ期は2日間実施いたします。それぞれの試験で合
否を判定します。…Ⅰ期は最大で3日間、Ⅱ期・Ⅲ期は両日ともに受験できます。

イ　複数回受験を希望される方の調査書は一通で結構です。（先に提出されたものを再使
用します。）
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【7. 試験日および試験場】
Ⅰ　　期 Ⅱ　　期 Ⅲ　　期

試……験……日
第1回 第2回 第3回 第1回 第2回 第1回 第2回
令和5年

1月21日(土)
令和5年

1月22日(日)
令和5年

1月23日(月)
令和5年

2月14日(火)
令和5年

2月15日（水）
令和5年

3月2日(木)
令和5年

3月3日(金)

試
　
験
　
場

横　浜 横浜薬科大学

札　幌 札幌医療リハビリ専門学校

仙　台 東北福祉大学仙台駅東口キャンパス スタンダード会議室仙台一番町ホール店 東北福祉大学仙台駅東口キャンパス

高 崎 高崎アーバンホテル

宇都宮 ホテルマイステイズ宇都宮

千　葉 クロス・ウェーブ幕張

東　京 ビジョンセンター八重洲南口 ＡＰ日本橋

新　潟 JR東日本ホテルメッツ新潟

水 戸 ホテルテラスザガーデン水戸

甲 府 ホテル談露館

長　野 ホテルJALシティ長野

静　岡 静岡第一ホテル

名古屋 イオンコンパス名古屋駅前・桜通口会議室 名古屋未来工科専門学校

大　阪 毎日インテシオ イオンコンパス大阪駅前会議室 毎日インテシオ

広 島 広島ガーデンパレス

沖 縄 みんなの会議室　那覇泉崎店
※［受験機会の確保］
　…新型コロナウイルスに罹患していたため、受験することができなかった場合、後日別途対応します。
　…※証明する医師の診断書の提出が必要となります。
ア　試験場の案内図はP45〜52参照。
イ　地方試験場における連絡・問合せは、すべて入試広報課宛(TEL:0120-76-8089)にお願いします。

学力試験（マークシート方式、試験時間は各60分、配点100点満点）および調査書の総合　
評価により判定します。
試験科目（2科目）
［必須科目］…理科（化学基礎・化学）（試験時間60分）
［選択科目］…下記3科目から1科目選択（試験時間60分）
　　　　　　理科（生物基礎・生物）、英語、数学Ⅰ・Ⅱ・A・B（B：数列、ベクトルの範囲）

※試験科目（理科（生物）、英語、数学）は出願時に受験科目を決めて提出して
ください。

（特記事項）
※　「Ⅰ期」「Ⅱ期」受験者のうち、本学が定める基準点以上の成績優秀者は「特待生」に
　 採用されます。
※「Ⅰ期」・「Ⅱ期」・「Ⅲ期」受験者のうち、本学定める基準点以上の成績優秀者は
　「特別奨学生」に採用されます。
※　「Ⅱ期」の傾斜配点について
　 必須科目の理科｢化学基礎・化学｣では成績得点に2を乗じて換算します。理科｢化学基礎・　
　 化学｣ が得意な受験生には有利な点数配分となります。

【6. 選考方法】 

令和5年度 一般選抜 〔Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期〕
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【9. 合格発表】 

Ⅰ期 令和5年1月28日（土）…

Ⅱ期 令和5年2月25日（土）…

Ⅲ期 令和5年3月10日（金）…

選考結果（合否）はWebで発表します。合格発表日の午前9時より確認できます。
合格者のみ本人（保護者宛）へ後日郵送にて通知します。
電話・電子メールなどによる問合せには、一切応じません。
※受験番号と生年月日でログインしてください。

【10. 補欠について】 補欠（合格候補者）は合格ではありません。正規合格者に欠員が生じた場合に入学を許可さ
れる有資格者です。正規合格者の入学手続き状況に応じて補欠（合格候補者）を上位から順
に繰上げ合格（補欠合格）とします。繰上げ合格（補欠合格）の該当者には、本学より通知
する日時に電話連絡いたしますので、予め意思表示ができるように、十分準備しておいてく
ださい。電話連絡時間にご不在の場合や、入学の意思をご返答いただけない場合は、繰上げ
合格の権利を解除させていただくことがございますのでご注意ください。
入学の意思があると申した場合、入学手続きを速やかにとるようにしてください。繰上げ合
格（補欠合格）となった場合、正式な合格通知と入学手続書類を送付いたします。納入金額
等すべての点において正規合格者と何ら変わりはありません。

【8. 実施要領】 ⑴時間割（各日程共通）

9：30 ………… 試験場に集合
9：40

……… 受験上の注意
9：50

10：00
………

学力試験（マークシート方式、60分）
「理科（生物基礎・生物）」、「英語」、「数学Ⅰ・Ⅱ・A・B（B：数列、
ベクトルの範囲）」から1科目選択11：00

11：20
……… 学力試験（マークシート方式、60分）

「理科（化学基礎・化学）」12：20

⑵受験上の注意
・発熱や咳等の症状の有無にかかわらず、試験場内では昼食時を除き、マスクを着用すること。
・9時40分から試験全般について説明するので、遅刻しないように9時30分までに集合すること。
（万が一、遅れる場合は入試広報課に連絡してから、試験場へ来てください）

・試験場に入場したら、机上に表示してる受験番号に従って着席すること。
・試験場内では、監督者の指示に従うこと。勝手に答案の作成を始めてはならない。
・受験票は、受験中、常に机上に置くこと。机上には、筆記用具、消しゴム、時計以外

のものは置かないこと。その他の携行品は机の中に入れるか、かばんの中にしまうこと。
・…携帯電話、スマートフォン類はアラーム、時報、目覚まし音の設定を解除し、電源を切っ

てかばんの中にしまうこと。
・試験問題および解答用紙は、絶対に持ち出してはならない。

⑶試験場の下見
・本学試験場の校舎内および地方会場の試験場内には入れませんので、建物等の場所を

確認する程度としてください。

一般選抜 〔Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期〕
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Ⅰ期 令和5年2月…6日(月) 消印有効

Ⅱ期 令和5年3月…3日(金) 消印有効

Ⅲ期 令和5年3月20日(月) 消印有効

【11. 入学手続】 ⑴合格通知受領後、所定の期日までに入学手続を行ってください。
　〔書類の提出〕
　　⒈…誓約書（正副2通提出、1通は検印後保護者宛に返送します。）
　　⒉…住民票（本人および保護者の名前と住所が記載されているもの）
… 外国籍の人は外国人登録証明書
　　３.…学納金の振込

授業料などの学納金（一学年初回分）を、指定の「振込用紙」を使用して振込んで
ください。10万円を超える授業料などの現金振込の際には本人確認書類（運転免許証、
健康保険証、パスポートなど）をご持参の上、金融機関の窓口をご利用ください。

⑵上記手続終了後、入学許可書および学納金の領収書を送付します。
⑶入学手続締切日…：…下記の指定された期日までに入学手続きを済ませてください。
　※…書類の提出が遅れる場合には、前もって連絡してください。

【13. 受験に関する問合せ先】

横浜薬科大学 入試広報課（TEL）… ……0120-76-8089
　　　…直通…045-854-2345

【12. 入学辞退連絡】入学を辞退する場合は、平日は9時から17時、土曜日は9時から14時までの間に入試広報課（フ
リーダイヤル0120-76-8089）までお電話にてご連絡ください。下記の入学辞退連絡日までに入
学辞退の連絡をされた場合は、入学金を除く納付金を返還いたします。

Ⅰ期 令和5年3月…1日(水)16時

Ⅱ期 令和5年3月17日(金)16時

Ⅲ期 令和5年3月31日(金)16時
入学手続きをした辞退連絡期限日までに連絡をいただいた方は、入学辞退届および返還請求
書を送付します。入学辞退届が本学に到着後、3 週間ほどで入学金を除く納付金を返還いた
します。入学辞退連絡期限日を過ぎて令和 5 年 3 月31日( 金 )16 時までに入学辞退の連絡を
いただいた方は 4月中旬ごろに返還いたします。
※令和5年3月31日(金)16時以降の連絡については一切返還いたしません。

令和5年度 一般選抜 〔Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期〕
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9人（6年制7人・4年制2人）【１. 募集人員】

【２. 出願資格】 ⑴高等学校または中等教育学校を卒業した者または令和5年3月31日までに卒業見込みの者。
⑵通常の課程による12年の学校教育を修了した者または令和5年3月31日までに修了見込みの者。
⑶学校教育法施行規則第150条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があ

ると認められる者または令和5年3月31日までに以下に該当する見込みの者。
①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または令和5年3月31日まで

に合格見込みの者。（旧大学入学資格検定の合格者を含む。）
②外国において、学校教育における12年の課程を修了した者またはこれに準ずる者で文部科

学大臣の指定した者。
③文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有する者として認定した在外教育施設の該当

課程を修了した者。
④専修学校の高等課程（修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基

準を満たす者に限る。）で文部科学大臣が別に指定する者を文部科学大臣が定める日以
降に修了した者。

⑤文部科学大臣が指定した者。

6年制学科と4年制学科を併願して出願する場合は、2つの受験番号を付与するため、6年制と
4年制のそれぞれで出願してください。なお検定料は同一入学試験のため、受験1回につき
1件でかまいません。

令和4年12月26日(月)〜令和5年1月27日(金) 締切日必着【３. 出願期間】

学力試験の成績により本学における教育に適した受験生を選抜するとともに、個別面接試験において、本学独自の
視点から薬学を学ぶ意思や医療人としての適正を評価する入試制度である。

【４. 検定料】 ■初回検定料：Web出願30,000円 ペーパー出願35,000円
【複数回受験割引】
本学の入学試験を複数回受験する場合、割引が適用されます。1回目のWeb出願では30,000円、
ペーパー出願では35,000円必要ですが、2回目以降はどの入試区分でも共に15,000円となります。
＊一旦振込まれた検定料はいかなる理由があっても返金できませんのでご注意ください。

一般選抜 〔Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期〕 令和5年度 一般プラス選抜

〔 特 徴 〕
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【５. 出願書類】 

①調…査…書

○文部科学省所定の様式により作成し、厳封したもの
※高等学校生徒指導要録の保存期間の経過および廃校等の諸事情により調

査書が得られない場合には「卒業証明書」を提出してください。
※出願資格⑶①に該当する方
　合格（見込）成績証明書を提出してください。
○作成後開封無効
　※複数回受験を希望される方の調査書は一通で結構です。
　　（先に提出されたものを再使用します。）

※出願書類に記載された氏名、生年月日、住所、電話番号は、選考結果の通知、入学に関す　
　る案内および入学後の学務に使用いたします。
※提出された書類はいかなる理由があっても返却いたしません。

【６. 選考方法】

【7. 試験日】

【8. 試験会場】

試  験  日 令和5年2月5日(日)

試験科目（2教科・面接）
［必須科目］…理科（化学基礎・化学）（試験時間60分）
［選択科目］…下記3科目から1科目選択（試験時間60分）

理科（生物基礎・生物）、英語、数学Ⅰ・Ⅱ・A・B（B：数列、ベクトルの範囲）
※…試験科目（理科（生物）、英語、数学）は出願時に受験科目を決めて提出し

てください。
［面　　接］…個別面接試験（15分程度）

学力試験（マークシート方式、試験時間は各60分）、面接試験および調査書の総合評価によ
り判定します。

試…験…場 試　験　場　名 住　　　所 電話番号

横　　浜 横浜薬科大学 横浜市戸塚区俣野町601 045-854-2345

［受験機会の確保］
新型コロナウイルスに罹患していたため、受験することができなかった場合、後日別途対応します。
※証明する医師の診断書の提出が必要となります。
ア　試験場の案内図はP45〜52参照。
イ　地方試験場における連絡・問合せは、すべて入試広報課宛(TEL:0120-76-8089)にお願いします。

令和5年度 一般プラス選抜
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⑵受験上の注意
・発熱や咳等の症状の有無にかかわらず、試験場内では昼食時を除き、マスクを着用すること。
・9時40分から試験全般について説明するので、遅刻しないように9時30分までに集合すること。
（万が一、遅れる場合は入試広報課に連絡してから、試験場へ来てください）

・試験場に入場したら、机上に表示してる受験番号に従って着席すること。
・試験場内では、監督者の指示に従うこと。勝手に答案の作成を始めてはならない。
・受験票は、受験中、常に机上に置くこと。机上には、筆記用具、消しゴム、時計以外の

ものは置かないこと。その他の携行品は机の中に入れるか、かばんの中にしまうこと。
・…携帯電話、スマートフォン類はアラーム、時報、目覚まし音の設定を解除し、電源を切っ

てかばんの中にしまうこと。
・試験問題および解答用紙は、絶対に持ち出してはならない。

⑶試験場の下見
…・本学の試験場の校舎内および地方会場の試験場内には入れませんので、建物等の場所を

確認する程度としてください。

【9. 実施要領】 ⑴試験時間割

9：30 ………… 試験場に集合
9：40

……… 受験上の注意
9：50

10：00
………

学力試験（マークシート方式、60分）
「理科（生物基礎・生物）」、「英語」、「数学Ⅰ・Ⅱ・A・B（B：数列、
ベクトルの範囲）」から1科目選択11：00

11：20
……… 学力試験（マークシート方式、60分）

「理科（化学基礎・化学）」12：20
12：20

……… 昼食　※昼食をご用意ください
13：00

13：10 …………「個別面接試験」
15分程度～

令和5年2月14日(火)【10. 合格発表】 

⑴選考結果（合否）は、Webで発表します。合格発表日の午前9時より確認できます。
合格者のみ本人（保護者宛）へ後日郵送にて通知します。
⑵電話・電子メールなどによる問合せには、一切応じません。
※受験番号と生年月日でログインしてください。

一般プラス選抜
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【11. 補欠について】 補欠（合格候補者）は合格ではありません。正規合格者に欠員が生じた場合に入学を許可さ
れる有資格者です。正規合格者の入学手続き状況に応じて補欠（合格候補者）を上位から順
に繰上げ合格（補欠合格）とします。繰上げ合格（補欠合格）の該当者には、本学より通知
する日時に電話連絡いたしますので、予め意思表示ができるように、十分準備しておいてく
ださい。電話連絡時間にご不在の場合や、入学の意思をご返答いただけない場合は、繰上げ
合格の権利を解除させていただくことがございますのでご注意ください。
入学の意思があると申した場合、入学手続きを速やかにとるようにしてください。繰上げ合
格（補欠合格）となった場合、正式な合格通知と入学手続書類を送付いたします。納入金額
等すべての点において正規合格者と何ら変わりはありません。

【14. 受験に関する問合せ先】

横浜薬科大学 入試広報課（TEL）… ……0120-76-8089
　　　…直通…045-854-2345

令和5年3月3日(金)16時

令和5年2月21日(火) 消印有効

【12. 入学手続】 ⑴合格通知受領後、所定の期日までに入学手続を行ってください。
　〔書類の提出〕
　　⒈…誓約書（正副2通提出、1通は検印後保護者宛に返送します。）
　　⒉…住民票（本人および保護者の名前と住所が記載されているもの）
… 外国籍の人は外国人登録証明書
　　３.…学納金の振込

授業料などの学納金（一学年初回分）を、指定の「振込用紙」を使用して振込んで
ください。10万円を超える授業料などの現金振込の際には本人確認書類（運転免許証、
健康保険証、パスポートなど）をご持参の上、金融機関の窓口をご利用ください。

⑵上記手続終了後、入学許可書および学納金の領収書を送付します。
⑶入学手続締切日…：…下記の指定された期日までに入学手続きを済ませてください。
　※…書類の提出が遅れる場合には、前もって連絡してください。

【13. 入学辞退連絡期限日】
入学を辞退する場合は、平日は9時から17時、土曜日は9時から14時までの間に入試広報課（フ
リーダイヤル0120-76-8089）までお電話にてご連絡ください。下記の入学辞退連絡期限日まで
に入学辞退の連絡をされた場合は、入学金を除く納付金を返還いたします。

入学手続きをした辞退連絡期限日までに連絡をいただいた方は、入学辞退届および還付請求
書を送付します。入学辞退届が本学に到着後、3週間ほどで入学金を除く納付金を返還いた
します。入学辞退連絡期限日を過ぎて令和5年3月31日(金)16時までに入学辞退の連絡をいた
だいた方は4月中旬ごろに返還いたします。
※令和5年3月31日(金)16時以降の連絡については一切返還いたしません。

令和5年度 一般プラス選抜
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次の条件を満たす方は、＜Brush…UP 選抜＞を受験し、本学が定める基準点以上の成績を
修めれば、「特別奨学生」に採用されます。
・学校推薦型選抜（指定校）前期・後期の受験者
・学校推薦型選抜（公募）I期の合格者
・総合型選抜（AO）第１回または第 2回の合格者
・総合型選抜（地元枠）第 1回の合格者
・総合型選抜（社会人）の合格者

（1）「特別奨学生」の採用数（目安）
………………受験者の中から最大で成績上位の 10％

（2）選考方法
………………試験科目　理科「化学基礎・化学」…マークシート方式（60 分）
（3）試験日
………………令和 4年 12 月 20 日（火）13：00 〜（希望者のみ）
（4）検定料　無料
（5）時間割

【Brush UP選抜について】 

会場

試……

験……

場

横 浜 横浜薬科大学

札 幌 札幌医療リハビリ専門学校

仙 台 東北福祉大学仙台駅東口キャンパス

千 葉 クロス・ウェーブ幕張

東 京 フォーラムエイト

新 潟 JR東日本ホテルメッツ新潟

長 野 ホテルJALシティ長野

静 岡 静岡第一ホテル

名 古 屋 名古屋未来工科専門学校

大 阪 毎日インテシオ

広 島 広島ガーデンパレス

13：00　
13：10　
14：10

試験場に集合
学力試験　理科「化学基礎・化学」
マークシート方式（60 分）

一般プラス選抜 令和5年度 Brush UP 選抜
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【１. 令和5年度 学納金（年間学費）】
■…6年制…健康薬学科、漢方薬学科、臨床薬学科

合格区分 成績優秀合格者特典
一般学生特待生Ｓ 特待生Ａ 特待生Ｂ 特別奨学生

特　　典 授業料全額免除 授業料110万円免除 授業料80万円免除 授業料50万円免除
年度科目 初年度 2年次以降 初年度 2年次以降 初年度 2年次以降 初年度 2年次以降 初年度 2年次以降

入学金 40 – 40 – 40 – 40 – 40 –
授業料 – – 80 80 110 110 140 140 190 190

教育充実費 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
施設充実費 – 40 – 40 – 40 – 40 – 40

合計 45 45 125 125 155 155 185 185 235 235

■…4年制…薬科学科

合格区分 成績優秀合格者特典
一般学生特待生 特別奨学生

特　　典 授業料100万円免除 授業料40万円免除
年度科目 初年度 2年次以降 初年度 2年次以降 初年度 2年次以降

入学金 40 – 40 – 40 –
授業料 50 50 110 110 150 150

教育充実費 5 5 5 5 5 5
施設充実費 – 34 – 34 – 34

合計 95 89 155 149 195 189

【２. 入学定員に対する募集人員（目安）】

学科別 健康薬学科 漢方薬学科 臨床薬学科 薬科学科 入学定員
募集定員 60人 120人 160人 30人 370人

学科区分 6年制学科 4年制学科

入学区分 特待生S 特待生A 特待生B 特別奨学生 一般学生 入学定員 特待生・
特別奨学生 入学定員

募集人員 5人 11人 18人 102人 204人 340人 若干名 30人
割　　合 10% 30% 60% 100%

◎「成績優秀合格者特典」の募集人員は、各入学試験ごとに合格者の入学手続状況等を考慮し、予め増員して採用い
たします。

○…入学時又は入学後において、学債や寄付金などの要請は一切ありません。
○…上記以外に、委託徴収金として後援会費、年間12,000円が必要です。
○…上記学納金の中に6年制学科は実験・実習費、共用試験受験料、長期実務実習（病院・薬局）に係る諸経…

費が含まれています。…4年制学科は実験・実習費が含まれています。
○…4年制学科で ｢教職課程｣ を受講する場合は、履修費として15,000円/年および集中講座、実習活動、
　介護体験等…にかかる費用（実費）について、別途必要になります。
○…学納金の振込は、本学から郵送する所定の振込用紙を使用してください。
○…2年次以降の学納金等は社会情勢の変化により変更することもあります。

令和5年度 学納金
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【３. 学納金】
■…6年制　

単位：万円

初年度　学納金

納入月科目 入学手続時 10月 合　　　計
入　学　金 40 − 40
教育充実費 5 − 5
授　業　料 0 0 0
合　　　計 45 − 45

単位：万円

2〜6年次　学納金

納入月科目 4月 10月 合　　　計
授　業　料 0 0 0
教育充実費 5 − 5
施設充実費 40 − 40
合　　　計 45 − 45

※…特待生Sは一括納入となります。

初年度　学納金

単位：万円
納入月科目 入学手続時 10月 合　　　計

入　学　金 40 − 40
教育充実費 2.5 2.5 5
授　業　料 40 40 80
合　　　計 82.5 42.5 125

単位：万円

2〜6年次　学納金

納入月科目 4月 10月 合　　　計
授　業　料 40 40 80
教育充実費 2.5 2.5 5
施設充実費 20 20 40
合　　　計 62.5 62.5 125

※…上記いずれの学納金においても、納入方法は一括納入または二期分割納入が選べます。

□一般学生

□ 特待生S（授業料全額免除）

□ 特待生A（授業料110万円免除）

単位：万円

初年度　学納金

納入月科目 入学手続時 10月 合　　　計
入　学　金 40 − 40
教育充実費 2.5 2.5 5
授　業　料 95 95 190
合　　　計 137.5 97.5 235

単位：万円

2〜6年次　学納金

納入月科目 4月 10月 合　　　計
授　業　料 95 95 190
教育充実費 2.5 2.5 5
施設充実費 20 20 40
合　　　計 117.5 117.5 235

※…上記いずれの学納金においても、納入方法は一括納入または二期分割納入が選べます。
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単位：万円

初年度　学納金

納入月科目 入学手続時 10月 合　　　計
入　学　金 40 − 40
教育充実費 2.5 2.5 5
授　業　料 55 55 110
合　　　計 97.5 57.5 155

単位：万円

2〜6年次　学納金

納入月科目 4月 10月 合　　　計
授　業　料 55 55 110
教育充実費 2.5 2.5 5
施設充実費 20 20 40
合　　　計 77.5 77.5 155

※…上記いずれの学納金においても、納入方法は一括納入または二期分割納入が選べます。

単位：万円

初年度　学納金

納入月科目 入学手続時 10月 合　　　計
入　学　金 40 − 40
教育充実費 2.5 2.5 5
授　業　料 70 70 140
合　　　計 112.5 72.5 185

単位：万円

2〜6年次　学納金

納入月科目 4月 10月 合　　　計
授　業　料 70 70 140
教育充実費 2.5 2.5 5
施設充実費 20 20 40
合　　　計 92.5 92.5 185

※…上記いずれの学納金においても、納入方法は一括納入または二期分割納入が選べます。

□ 一般学生

□ 特待生B（授業料80万円免除）

□ 特別奨学生（授業料50万円免除）

■…4年制

納入月科目 4月 10月 合　　　計
授　業　料 75 75 150
教育充実費 2.5 2.5 5
施設充実費 17 17 34
合　　　計 94.5 94.5 189

単位：万円

初年度　学納金

納入月科目 入学手続時 10月 合　　　計
入　学　金 40 − 40
教育充実費 2.5 2.5 5
授　業　料 75 75 150
合　　　計 117.5 77.5 195

※…上記いずれの学納金においても、納入方法は一括納入または二期分割納入が選べます。

2〜4年次　学納金

単位：万円

学納金令和5年度
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単位：万円

初年度　学納金

納入月科目 入学手続時 10月 合　　　計
入　学　金 40 − 40
教育充実費 2.5 2.5 5
授　業　料 55 55 110
合　　　計 97.5 57.5 155

単位：万円

2〜4年次　学納金

納入月科目 4月 10月 合　　　計
授　業　料 55 55 110
教育充実費 2.5 2.5 5
施設充実費 17 17 34
合　　　計 74.5 74.5 149

※…上記いずれの学納金においても、納入方法は一括納入または二期分割納入が選べます。

1.入学試験の成績・人物ともに優秀な学生に対し、入学後の学業を奨励することを目的と
するもの。

2.昨今の経済状況などに鑑み、学業に専念できる環境を整えるよう経済面をサポートする
ことを目的とするもの。

3.免除された学納金（授業料）の返還義務は一切ありません。
※ 2年次以降は学業成績、出席状況等の審査をしますが、特に問題がない限り継続して適用されます。

特待生・
特別奨学生の
定義

単位：万円

初年度　学納金

納入月科目 入学手続時 10月 合　　　計
入　学　金 40 − 40
教育充実費 2.5 2.5 5
授　業　料 25 25 50
合　　　計 67.5 27.5 95

単位：万円

2〜4年次　学納金

納入月科目 4月 10月 合　　　計
授　業　料 25 25 50
教育充実費 2.5 2.5 5
施設充実費 17 17 34
合　　　計 44.5 44.5 89

※…上記いずれの学納金においても、納入方法は一括納入または二期分割納入が選べます。

□ 特待生（授業料100万円免除）

□ 特別奨学生（授業料40万円免除）
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特待生・特別奨学生 制度

本学で学びたいという強い意志を持った学生に対して、独自の奨学金制度を設定し、学生生活をより充実できるよ
うに様 な々経済的支援を行っています。

特待生 S・特待生 A・特待生 B・特待生（薬科）特別奨学生
1. 学業成績・人物ともに優秀な学生に対し、入学後の学業を奨励することを目的とするもの。
2. 昨今の経済情勢に鑑み、学業に専念できる環境を整えるよう経済面をサポートすることを目的とするもの。
3. 免除された学納金（授業料）の返還義務は一切ありません。
※２年次以降は前年度の学業成績、出席状況等の勉学状況を審査致しますが、特に問題ない限り、継続して適用

されます。

1. 対…象…者：新入生
2. 減免期間：学年進行上問題がなければ 6 年間あるいは4 年間継続
3. 採用条件：本学が実施する入学試験における成績優秀合格者の条件に適した者
4. 応募条件：本学の建学の精神及び教育理念を十分に理解して薬学を学び、将来、立派な薬剤師・研究者・技術者・

教員になることを熱望する者、入学試験の出願資格を満たす者

【特待生・特別奨学生制度…お問い合わせ先】入試広報課　0120-76-8089

共通令和5年度

主な奨学金等の制度及び各種教育ローン

【１. 優待割引制度について】 
次の項目に該当する場合、優待割引制度があります。

　①…本学及び関連学園を卒業されている方の子女が入学する場合
　②…本学及び関連学園を卒業されている方の兄弟・姉妹が入学する場合
　③…本学及び関連学園に在学している方の兄弟・姉妹が入学する場合
ユーザー情報に該当者を入力し、卒業証明書または卒業証書の写し（コピー）、在籍証明書を郵送してください。

【2. 障害等のある方への配慮について】 
受験時や入学後の就学等について特別の配慮が必要な場合、ユーザー情報に該当項目を入力してください。

日本学生支援機構奨学金等

国の様々な学生支援事業を総合的に実施している日本学生支援機構が行っている奨学金等で「教育の機会均等」
の理念の下、意欲と能力のある学生に対し、経済的な支援事業を行うことを目的として実施している奨学金等です。
奨学金等は右の３つに区分されます。
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主な奨学金等の制度及び各種教育ローン

1. 入学金及び授業料の減額・免除
2020 年度から施行された高等教育の修学支援新制度による新しいサポートです。

2. 給付型奨学金
原則返還不要の奨学金制度で、さらに 2020 年度から施行された高等教育の修学支援新制度により支給額が増
額となりました。

3. 貸与型奨学金
無利息又は利息付で卒業後に返還していく奨学金制度
ⅰ）…第１種奨学金（無利息）
ⅱ）…第２種奨学金（利息付）
ⅲ）…入学時特別増額奨学金（利息付）

【奨学金に関するお問い合わせ先】学生課……045-859-1325（直通）

各種教育ローン

金融機関・企業と提携した教育ローンをご紹介しています。
申し込み・手続き等の詳細については、直接金融機関・企業へお問い合わせください。

1. 日本政策金融公庫（国の教育ローン）
【お問い合わせ先：教育ローンコールセンター　0570-008656】

2. 横浜薬科大学提携（指定）金融機関
（1）オリコ　学費サポートプラン
　　【お問い合わせ先：学費サポートデスク　0120-517-325】
（2）セディナ　セディナ学費ローン
　　【お問い合わせ先：カスタマーセンター　050-3827-0375】

奨学金制度のご案内

教育ローンのご案内
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試験場における感染拡大を防止し、受験生自身が安心して受験できる環境を確保するために、受験に際し以下の
事項をご確認ください。

受験生へのお願い

次の項目に該当する受験生は、当日受験できません

①試験日の７日程度前から、朝などに体温測定を行い、体調の変化の有無を確認してください。
②試験日の２週間程度前から発熱・咳等の症状がある受験生は、あらかじめ医療機関での受診を行ってください。
③発熱や咳等の有無にかかわらず、試験場内では昼食時を除き、マスクを着用してください。
　※マスクやティッシュ等のごみは大学構内や試験会場で破棄せず、持ち帰ってください。

④試験会場及び試験室等の入退室時には、設置してあるアルコール消毒液を使用し、手指の消毒を徹底してください。
⑤試験室の換気のため窓を開放する場合がありますので、服装等には留意してください。

①新型コロナウイルス感染症に罹患し、試験日に入院中又は自宅や宿泊施設において療養中の者
②発熱・咳等の症状があり、試験当日の検温で37.5 度以上の熱がある者
③発熱・咳等の症状がない無症状の濃厚接触者に該当する者
上記の項目に該当する者は、後日別途対応します。
　※証明する医師の診断書が必要となります。
また、37.5 度までの熱はないものの、発熱や咳等の症状のある受験生は、その旨を試験監督者等に申し出てください。

入学試験における新型コロナウイルス感染症への対応について令和5年度
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横　浜
〒245-0066 
神奈川県横浜市
戸塚区俣野町601
☎（045）854-2345

総合型選抜（AO）

総合型選抜（地元枠）

総合型選抜（社会人）

学校推薦型選抜
（公募Ⅰ期・Ⅱ期）

特待生チャレンジ選抜
（前期・中期・後期）

一般選抜（Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期）

Brush UP 選抜

一般プラス選抜

横浜試験場案内 横浜薬科大学

ロータリーロータリー
横浜銀行

大学専用駐車場

南門

東門

西門

正門

俣野公園・横浜薬大前
バス停乗車場

注：受験者送迎用の駐車場はあります。

俣野公園・横浜薬大前
バス停降車場

横浜薬大スタジアム

俣野公園

P

交 通

JR戸塚駅西口を出て、戸塚バスセン
ターへ向い、のりば2番（戸50・52）
からドリームハイツ行又は、俣野公園・
横浜薬大前行に乗車し、俣野公園・
横浜薬大前で下車…徒歩1分

横浜薬科大学正門に近いバス停は「俣野公園・横浜薬大前」です。
一つ手前の「横浜薬大南門」で下車しない様ご注意ください。

戸塚
区役所

■JR戸塚駅西口

●
札幌第一
合同庁舎

山京ビル
●

札幌
ステーション
ホテル●

ロフト●

地
下
鉄
南
北
線

地
下
鉄
東
豊
線

●東急
百貨店

ホテル
サンルート
●札幌

　●
NSSビル
　●
NSSビル

●
札幌第一
合同庁舎

山京ビル
●

●エスタ

　●
JRタワーホテル
日航札幌

　●
JRタワーホテル
日航札幌

JR札幌駅
（ステラプレイス）

●
大丸
●
大丸

北口

南口
札幌医療リハビリ専門学校

至小樽

至千歳、旭川

さ
っ
ぽ
ろ
駅

さ
っ
ぽ
ろ
駅

札　幌
〒060-0806 
札幌市北区
北6条西1-3-1
☎（011）716-0555

学校推薦型選抜
（公募Ⅰ期・Ⅱ期）

特待生チャレンジ選抜
（前期・中期・後期）

一般選抜（Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期）

Brush UP 選抜

札幌試験場案内 札幌医療リハビリ専門学校

交 通

●JR札幌駅（東口）から徒歩2分

試験場案内図
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仙　台
〒980-0811
宮城県仙台市青葉区
一番町2-5-1大一野村ビル
5 階・6 階
☎（03）5719-4894

学校推薦型選抜
（公募Ⅰ期）

一般選抜（Ⅱ期）

仙台試験場案内 スタンダード会議室 仙台一番町ホール店

交 通

●仙台市営地下鉄東西線「青葉通一番町駅」南1番出口より徒歩20秒

スタンダード会議室 仙台一番町ホール店

仙 

台 

駅

●

●

●

●

●

●

●

セブンイレブン

セブンイレブン

セブンイレブン

ミニストップ

ミニストップ

仙台フォーラス

三越

あおば通駅
青葉通一番町駅

広瀬通駅

仙　台
〒983-8511 
宮城県仙台市
宮城野区榴岡2-5-26
☎（022）766-8833

学校推薦型選抜
（公募Ⅱ期）

特待生チャレンジ選抜
（前期・中期・後期）

一般選抜（Ⅰ期・Ⅲ期）

Brush UP 選抜

仙台試験場案内 東北福祉大学仙台駅東口キャンパス

交 通

●JR仙台駅（東口）から徒歩3分

地
下
鉄
南
北
線

あおば通

仙石線

西
口

JR
仙
台
駅

東
口

至
上
野

至
岩
手

東
北
新
幹
線
・
東
北
本
線

●

●

●

●

●

●

ファミリー
マート

ロッテリア
仙台ガーデン
パレス

ダイコクパーキング

BiVi

ヨドバシ
カメラ

東北福祉大学
仙台駅東口キャンパス

高　崎
〒370-0849
群馬県高崎市八島町58-1
☎（027）322-0111

一般選抜（Ⅰ期）

高崎試験場案内 高崎アーバンホテル

交 通

●JR高崎駅西口徒歩1分

高崎アーバンホテル

高 

崎 

駅

●

●

タカシマヤ

高崎OPA

試験場案内図
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宇都宮
〒321-0953 
栃木県宇都宮市
東宿郷2-4-1
☎（028）632-7777

一般選抜（Ⅰ期）

宇都宮試験場案内 ホテルマイステイズ宇都宮

交 通

●JR宇都宮駅東口徒歩3分

宇都宮餃子館
東口店

鹿島学園高等学校
宇都宮個別指導

セブン-イレブン
宇都宮駅東口店

ファミリーマート
宇都宮駅東口店

宇都宮東署
宇都宮駅東交番

医療法人社団全仁会
宇都宮中央病院

渋谷館

カネボウ
化粧品販売

東口

ホテルマイステイズ宇都宮

宇
都
宮
駅

東
北
本
線

千　葉
〒261-8501
千葉県千葉市
美浜区中瀬１-３
幕張テクノガーデンA棟 
☎（043）298-1161

学校推薦型選抜
（公募Ⅰ期）

特待生チャレンジ選抜
（中期）

一般選抜（Ⅰ期）

Brush UP 選抜

千葉試験場案内 クロス・ウェーブ幕張

交 通

●JR京葉線海浜幕張駅北口徒歩3分

●
交番

蘇我→
幕張メッセ
⬇←東京

海 浜 幕 張
北口イオンタワーアネックス

ROOMDECO
かねたや

メッセ
アミューズメント
モール

D棟
（24階）

CD棟
（6階）

CB棟
（6階）

B棟
（24階）

クロス・ウェーブ幕張

東　京
〒150-0043 
東京都渋谷区
道玄坂2-10-7
新大宗ビル
☎（03）3780-0008

学校推薦型選抜
（公募Ⅰ期・Ⅱ期）

特待生チャレンジ選抜
（前期・中期）

Brush UP 選抜

東京試験場案内 フォーラムエイト

交 通
●JR山手線・埼京線、東京メトロ銀座線・半蔵門線・東急東横線・田園都市線、
　京王井の頭線渋谷駅より徒歩10分

●

●

●

●

●

●

●

●
●

みずほ銀行

ハチ公像

東口

東
急
東
横
店

東
京
メ
ト
ロ
銀
座
線

東
急
東
横
線

J
R
山
手
線

京王井
の頭線

道玄坂

首都
高速
3号渋

谷線

モヤイ像

ビックカメラ

SHIBUYA109

TOHO
シネマズロッテリア

渋谷マークシティ

フレッシュネス
バーガー 

横浜銀行

渋谷中央街
郵便局

はやし

渋  

谷  

駅

フォーラムエイト 渋谷エクセル
ホテル東急

三菱UFJ銀行
●●

●

●

試験場案内図
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東京駅

外
堀
通
り

八重洲通り

大丸 丸善 日本橋駅

中
央
通
り

昭
和
通
り

東
京
メト
ロ
銀
座
線

都
営
浅
草
線

首
都
高
速
都
心
環
状
線

八重洲
中央口

南口

グラントウキョウ
サウスタワー

フォーシーズンズ
ホテル

丸の内東京

八重洲
ブックセンター

スーパー
ホテル

八重洲ダイビル

ミュージアム
タワー京橋

日本橋三丁目

三井ガーデン
ホテル京橋

コートヤード
東京ステーション

明治屋

A7
出口

6
出口

B1
出口

宝町駅

京橋駅

八重洲
地下街
24
出口

AP日本橋

東　京
〒103-0027
東京都中央区
日本橋3-6-2
日本橋フロント6F
☎（03）3273-3109

一般選抜（Ⅱ期・Ⅲ期）

特待生チャレンジ選抜
（後期）

東京試験場案内 AP日本橋 

交 通

●JR東京駅八重洲口徒歩5分

東　京
〒104-0028 
東京都中央区
八重洲2-7-12
ヒューリック京橋ビル6F,7F
☎（03）6262-3553

一般選抜（Ⅰ期）

東京試験場案内 ビジョンセンター東京八重洲南口

交 通

●JR東京駅八重洲南口徒歩４分、東京メトロ銀座線京橋駅徒歩１分

● ●

●

●
●

●

●

●
●

八重洲南口 ヤンマー
東京ビル

住友信託銀行

みずほ証券
プロント

京橋トラストタワーローソン

●

東京スクエア
ガーデン

八重洲
ブロックセンター

グラン
トウキョウ
サウスタワー 中

央
通
り

八重洲通り

外
堀
通
り

京
橋
駅

東京駅

ビジョンセンター
東京八重洲南口

新　潟
〒950-0086
新潟県新潟市
中央区花園1-96-47
☎（025）246-2100

学校推薦型選抜（公募Ⅰ期）

特待生チャレンジ選抜
（中期）

一般選抜（Ⅰ期）

Brush UP 選抜

新潟試験場案内 JR東日本ホテルメッツ新潟

交 通

●JR新潟駅西側連絡通路より徒歩1分

上越新
幹線

信越本
線

越後線 ビックカメラ

ＰＬＡＫＡ２

ＰＬＡＫＡ3

ＰＬＡＫＡ１

南口

万代口

新潟駅

JR東日本ホテルメッツ新潟

試験場案内図
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水　戸
〒310-0015
茨城県水戸市宮町1-7-20
☎（029）300-2500

一般選抜（Ⅰ期）

水戸試験場案内 ホテル テラス ザ ガーデン水戸

交 通

●JR常磐線水戸駅下車、徒歩1分（直結）

ホテル テラス ザ ガーデン水戸

●

●

●

●

●

●
セブンイレブン

セブンイレブン

桜川

水戸市役所
ミニストップ

ファミリーマート

常磐線 上野東京ライン

水郡
線

ローソン

水戸駅

ホテル談露館

●

●

●

●

●

ファミリーマート

セブンイレブン

●武田塾甲府校

中央本線

ファミリーマート

●

甲府市立
舞鶴小学校

山梨県庁

舞
鶴
通
り

●

●

甲府市役所

甲府警察署

●中央公園

舞鶴城公園

甲府駅

甲　府
〒400-0031
山梨県甲府市
丸の内1-19-16
☎（055）237-1331

一般選抜（Ⅰ期）

甲府試験場案内 ホテル談露館

交 通

●甲府駅南口…徒歩8分

長　野
〒380-0834
長野県長野市
問御所町1221
☎（026）225-1131

学校推薦型選抜（公募Ⅰ期）

特待生チャレンジ選抜
（中期）

一般選抜（Ⅰ期）

Brush UP 選抜

長野試験場案内 ホテルJALシティ長野

交 通

●JR長野駅より徒歩7分

ホテルJALシティ長野

●

●

●

●

●

●

●
ファミリーマート

快活CLUB

ホテルナガノ
アベニュー

NEW NAGANO NeXT

JA長野県ビル

セブンイレブン

八十二銀行

長野
駅

市
役
所
前

試験場案内図
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静　岡
〒422-8066
静岡県静岡市
駿河区泉町１-２１
☎（054）281-2131

学校推薦型選抜（公募Ⅰ期）

特待生チャレンジ選抜
（中期）

一般選抜（Ⅰ期）

Brush UP 選抜

静岡試験場案内 静岡第一ホテル

交 通

●静岡駅より徒歩約7分

ホテル
センチュリー静岡

松坂屋静岡店

東海
道新
幹線東海

道本
線

国道
1号
線

ドン・キホーテ
静岡両替町店

静岡中央郵便局

静岡労政会館

静岡PARCO

静岡科学館
る・く・る静岡第一ホテル

静岡
駅

名古屋
〒453-0015
愛知県名古屋市中村区
椿町18-22
ロータスビル5階
☎（052）526-9515

学校推薦型選抜（公募Ⅰ期）

名古屋試験場案内 イオンコンパス名古屋駅前会議室

交 通

●JR名古屋駅から徒歩3分

名
古
屋
駅

イオンコンパス
名古屋駅前
会議室

●

●

●●
●
●

●

●

●

●

ミッドランド
スクエア

ローソン

ヤマダ電機ミニ
ストップ

ビック
カメラ

JPタワー
名古屋

デニーズ

ローソン

セブン
イレブン

モンブラン
ホテル

名
古
屋
新
都
心
環
状
線

東
海
道
新
幹
線

広小路通

地下鉄
東山線

地下鉄
桜通線

国際セン
ター駅

名古屋
〒450-0002
愛知県名古屋市中村区
名駅3-25-3
大橋ビルディング4F
☎（052）526-9515

学校推薦型選抜（公募Ⅱ期）

特待生チャレンジ選抜
（前期）

一般選抜（Ⅰ期）

名古屋試験場案内 イオンコンパス名古屋駅前・桜通口会議室

交 通

●JR名古屋駅桜通口徒歩4分…

名
古
屋
駅

イオンコンパス名古屋駅前・桜通口会議室

●

●

●

●

●

●
●

●

●

キャッスルプラザ

中央郵便局
JRゲートタワー

KITTE
名古屋

JRセントラルタワーズ

タカシマヤ
名古屋マリオット
アソシアホテル

ミッドランドスクエア
豊田・毎日ビル
ミッドランドスクエア

名鉄名古屋駅

近鉄名古屋駅

試験場案内図
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至東京

至大阪

名鉄名古屋駅

近鉄名古屋駅

名鉄名古屋駅

近鉄名古屋駅

ビックカメラ●
名鉄ニューグランドホテル●

ミユキホテル
●

　ドコモ
●ショップ

●
オオタケ
パーキング 中村警察署

●

名鉄ニューグランドホテル●

ミユキホテル
●
ローソン
●
ローソン
●

　ドコモ
●ショップ

●
オオタケ
パーキング 中村警察署

●

名古屋駅
西口

エスカ駐車場
（地下）

服部家具●

名古屋未来工科専門学校

J
R
名
古
屋
駅

名古屋
〒453-0015 
愛知県名古屋市中村区
椿町13-7
☎（052）452-0555

特待生チャレンジ選抜
（中期・後期）

一般選抜（Ⅱ期・Ⅲ期）

Brush UP 選抜

名古屋試験場案内 名古屋未来工科専門学校

交 通

●JR名古屋駅大閣通南口から徒歩2分

大　阪
〒530-0001
大阪府大阪市
北区梅田3-4-5
☎（06）6346-8351

学校推薦型選抜
（公募Ⅰ期・Ⅱ期）

特待生チャレンジ選抜
（前期・中期・後期）

一般選抜（Ⅰ期・Ⅲ期）

Brush UP 選抜

大阪試験場案内 毎日インテシオ

交 通
●阪神梅田駅から徒歩7分
●JR大阪駅桜橋口から徒歩8分

大阪
駅毎日インテシオ

●

●

●

●

●

●
●

阪急

よしもと
西梅田劇場

ヒルトン大阪

桜橋ボウル
ザ・リッツ・
カールトン大阪

ホテルマイステイズ
堂島

大阪中央
病院

東梅田駅

北新地駅

西梅田駅

梅田駅

大　阪
〒530-0001
大阪府大阪市
北区梅田１-２-２
大阪駅前第２ビル １５階
☎（06）6225-7505

一般選抜（Ⅱ期）

大阪試験場案内 イオンコンパス大阪駅前会議室

交 通

●大阪駅から徒歩5分

大阪
駅

イオンコンパス大阪駅前会議室

●

●

●

●

●
●

阪急

よしもと
西梅田劇場

ヒルトン大阪
桜橋
ボウル

ザ・リッツ・
カールトン
大阪

大阪中央
病院

東梅田駅

北新地駅

西梅田駅

梅田駅

試験場案内図
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広島駅

駿台予備学校
広島校

広島テレビ

JR広島病院

専光寺

ガル探偵学校
広島校

三栄ボクシングジム

アーバイン広島
エグゼクティブ

広島東郵便局

東横INN
広島駅新幹線口

広島ガーデンパレス

広　島
〒732-0052 
広島県広島市
東区光町1-15-21
☎（082）262-1122

学校推薦型選抜（公募Ⅰ期）

特待生チャレンジ選抜
（中期）

一般選抜（Ⅰ期）

Brush UP 選抜

広島試験場案内 広島ガーデンパレス

交 通

●JR広島駅新幹線口から徒歩約5分

沖　縄
〒900-0021
沖縄県那覇市
泉崎１-１３-３
資格の大原沖縄校ビル内
☎（098)861-1381

一般選抜（Ⅰ期）

沖縄試験場案内 みんなの会議室那覇泉崎店

交 通
●ゆいレール「旭橋駅」より徒歩3分
●市外線バスターミナルより徒歩3分

那覇市立
天妃小学校

ダブルツリー
byヒルトン那覇

ホテルルートイン
那覇旭橋駅東

ホテル
グレイスリー那覇

旭橋

県庁前

那覇市役所

那覇東急REIホテル

那覇市立
開南小学校

東町郵便局

沖縄県立図書館

沖縄県庁

沖縄ハーバー
ビューホテル

みんなの会議室那覇泉崎店

試験場案内図


