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薬学部(6年制学科) 

アドミッション・ポリシー(入学者受入れの方針) 

 

※2020(令和2)年度・2021(令和3)年度 入学者対象（３年次・４年次編入学） 

第一薬科大学は、本学の建学の精神「個性の伸展による人生練磨」を基本理念とし、薬剤師を嘱望

する学生を受入れ、国内外を通じてチーム医療や地域社会に貢献できる医療人の育成を心がけていま

す。そのため、次のような学生を受け入れます。 

 

薬学科 

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

礎的な内容を身に付けている。 

② 協調性および相互理解のためのコミュニケーション能力を有している。 

③ 生命を尊重し、他者を大切に思う心がある。 

④ 薬学に関心を持ち、人々の健康増進と医療に貢献したいという目的意識を持っている。 

⑤ 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

まで取り組む意欲がある。 

 

漢方薬学科 

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

礎的な内容を身に付けている。 

② 協調性および相互理解のためのコミュニケーション能力を有している。 

③ 生命を尊重し、他者を大切に思う心がある。 

④ 日本独自の伝統医学である漢方に関心を持ち、人々の健康増進と医療に貢献したいという

目的意識を持っている。 

⑤ 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

まで取り組む意欲がある。 
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薬学部(6年制学科) 

アドミッション・ポリシー(入学者受入れの方針) 

 

※2022(令和4)年度 入学者対象（２年次編入学） 

第一薬科大学は、本学の建学の精神「個性の伸展による人生練磨」を基本理念とし、薬剤師を嘱望

する学生を受入れ、国内外を通じてチーム医療や地域社会に貢献できる医療人の育成を心がけていま

す。そのため、次のような学生を受け入れます。 

 

薬学科・漢方薬学科 

① 高等学校教育課程の科目を幅広く習得しており、理科系科目(化学、数学、物理、生物)の

基礎的な知識を身に付けている。 

② 思いやりと協調性をもち、将来の医療人として、患者ならびに医療関係者などと適切にコ

ミュニケーションできる素養を有している。 

③ 薬学および医療の進歩に貢献したいという熱意がある。 

④ ①～③に加え、薬学科においては、薬学に求められる幅広い知識と技能を習得し、人々の

健康維持・増進ならびに医療に貢献したいという目的意識を有している。漢方薬学科にお

いては、日本独自の伝統医学である漢方に関わる薬学の知識と技能を修得し、医療の現場

で実践したいという目的意識を有している。 
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１ 募集人員 
○２年次編入学 薬学科、漢方薬学科とも若干名 

○３年次編入学 薬学科、漢方薬学科とも若干名 

○４年次編入学 薬学科、漢方薬学科とも若干名 

※編入学については事前相談が必要となるため、必ず出願開始の1週間前までに入試事務室へ 

お問い合わせください。また、出願前に成績証明書または単位修得証明書(履修内容がわかる 

シラバス等の資料の写しを含む)の提出も必要となります。 

 

【問合せ先】第一薬科大学 入試事務室 

フリーダイヤル(0120)542-737 

 

２ 出願資格 
【２年次編入学】 

○薬学・医療保健・農学・理学・工学系の大学に1年以上在学(休学期間を除く)し、本学薬学部 

(６年制学科)２年次への進級基準を満たす単位を修得している者(令和5年3月末日までに修得 

見込の者を含む)。 

○医療系・生命科学系の高等専門学校を卒業した者(令和5年3月末日までに卒業見込の者を含む)。 

※修得単位数ならびに修得科目等により２年次への編入学が困難と判断された場合、編入学を認め

ないことがあります。 

【３年次編入学】 

○大学薬学部４年制学科または６年制学科に2年以上在学(休学期間を除く)し、本学薬学部(６年制

学科)３年次への進級基準を満たす単位を修得している者(令和5年3月末日までに修得見込の者を

含む)。 

※修得単位数ならびに修得科目等により３年次への編入学が困難と判断された場合、下位学年次へ

の入学へ切り替えること、または編入学を認めないことがあります。 

【４年次編入学】 

○大学薬学部４年制学科を卒業した者(令和5年3月末日までに卒業見込の者を含む)。 

○大学薬学部６年制学科に３年以上在学(休学期間を除く)し、本学薬学部(６年制学科)４年次への

進級基準を満たす単位を修得している者(令和5年3月末日までに修得見込の者を含む)。 

※修得単位数ならびに修得科目等により４年次への編入学が困難と判断された場合、下位学年次へ

の入学へ切り替えること、または編入学を認めないことがあります。 

 

３ 選抜試験日程 

選抜 

区分 
出願期間 

(締切日必着) 
試験日 合格発表日 

入学手続締切日 
(締切日必着) 

第１回 
２年次編入学 

３年次編入学 

４年次編入学 

令和4年11月28日(月) 

～  
令和4年12月 9日(金) 

令和4年12月17日(土) 令和4年12月25日(日) 令和5年 1月13日(金) 

第２回 
２年次編入学 

３年次編入学 

４年次編入学 

令和5年 2月 6日(月) 

～  
令和5年 2月17日(金) 

令和5年 2月25日(土) 令和5年 3月 5日(日) 令和5年 3月17日(金) 
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４ 出願手続 
(１)出願書類 

①編入学願書(本学所定用紙) 

②写真票(本学所定用紙) 

③志望理由書(本学所定用紙) 

④卒業・修了(見込)証明書 又は在学証明書 

ア 大学(薬学部)の卒業者 － 卒業証明書 

イ 大学(薬学部)の卒業見込者 － 卒業見込証明書 

ウ 上記以外の者 － 在学証明書 

出身大学の学長(学部長)が出願前3カ月以内に作成し、厳封したもの(証明書自動発行

機で発行された証明書で、不正防止処理を施しているものについては、厳封している必

要はありません)。 

⑤学業成績証明書または単位修得(見込)証明書 *事前相談後速やかに提出 

出身大学の学長(学部長)が出願前3カ月以内に作成し、厳封したもの(証明書自動発行機で

発行された証明書で、不正防止処理を施しているものについては、厳封している必要はあり

ません)。 

⑥シラバスなど履修内容がわかる資料の写し *事前相談後速やかに提出 

修得した科目の内容がわかるシラバスなどの写し(既修得の他、履修中および履修予定を

含め、単位ごとに全て提出してください)。 

 

※他大学に在籍中の者は、在籍する大学の学長、または学部長の「受験承認書」を提出してく

ださい(卒業見込の者は不要です)。 

※出願書類に記載されている氏名、生年月日、住所、電話番号等は、合否結果の通知、入学案

内および入学後の学務に使用します。 

 

(２)入学検定料 

32,000円 

本学所定の振込用紙を用いて、金融機関の窓口で振込むこと。 

 

(３)出願方法 

出願書類は市販の角２サイズ封筒に封入し、表に「編入学出願書類在中」と記載の上、出願

期間内に必着するよう特定記録で郵送、または直接 第一薬科大学入試事務室 窓口へ提出して

ください。なお、シラバスなどの郵送に関しては、「レターパック」や「レターパックライト」

を使用しても結構です。 

 

 

(４)出願書類提出先 

第一薬科大学 入試事務室 

〒815-8511 福岡市南区玉川町２２番１号 TEL 092-541-0161(代表) 

※いったん提出された出願書類及び入学検定料は、返還しません。 

※受験票は、提出された編入学願書の「本人連絡先」に記載された住所へ郵送します。試験 

2日前になっても受験票が届かない場合は、入試事務室へご連絡ください。 

 

５ 選考方法および試験時間割(第１回・第２回共通) 
(１)選考方法 

学力試験成績、面接の総合評価により判定します。 

編入学年次 出題範囲 

２年次 化学(基礎的な有機化学・物理化学も含む)、生物 
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編入学年次 出題範囲 

３年次 化学(基礎的な有機化学・物理化学も含む)、生物 

４年次 

基礎薬学科目：物理系薬学(物理化学・分析化学・放射化学) 

基礎薬学科目：化学系薬学(有機化学) 

基礎薬学科目：生物系薬学(機能形態学・生化学・微生物学・薬理学) 

 

(２)試験時間割(２年次編入学、３年次編入学、４年次編入学共通) 

 9：40 ········ 受験生集合 

 10：00 ········ 学力試験開始 

 11：20 ········ 学力試験終了 

 11：40 ········ 面接開始 

 

６ 受験上の注意 
(１)9時40分から試験全般について説明するので、遅刻しないように集合してください。 

(２)受験票は必ず携行し、試験中は常に机上に置いてください。 

(３)受験票を除き、机上には筆記用具、消しゴム、時計以外は置かず、その他の携行品は指定の場

所に置いてください。 

(４)携帯電話、スマートフォン、腕時計型端末等の電子機器類は必ず電源を切って、かばんの中に

しまってください。 

(５)その他、試験場においてはすべて試験監督者の指示に従ってください。 

 

７ 試験場 
第一薬科大学(〒815-8511 福岡市南区玉川町２２番１号 TEL：092-541-0161) 

 

８ 合格発表 
(１)合否の結果は、郵便で本人(保護者住所宛)に通知します。 

(２)電話・電子メール等による合否の問合せには、一切応じません。合格発表日から２日を過ぎて

も通知が届かない場合は、入試事務室にお問い合わせください。 

 

９ 入学手続 
合格者には入学手続に必要な書類を送付しますので、入学手続締切日までに次の入学手続を行っ

てください。 

(１)書類提出 

①誓約書 

②住民票(本人および保護者分の情報が記載されているもの) 

(２)入学手続時納付金振込 

入学手続時納付金110万円(入学金および初年度前期分の授業料・施設充実費・教育充実費)と

各編入学年次の委託徴収金を、送付した振込用紙を使用して金融機関窓口で振込んでください。 

書類提出と納付金振込が確認でき次第、入学許可書および納付金の領収書を送付します。 

 

※大学在学時、または大学・短期大学・高等専門学校などの卒業見込時に合格し、入学手続をした

者は、令和5年3月中旬までに学年末の内容が記載された、学業成績証明書または単位修得証明書

を改めて提出してください。 

※卒業見込で合格したが卒業できなかったなど、編入学に必要な条件を満たせなかった場合には、

入学許可を取り消すことがあります。 
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10 学納金 
2023(令和5)年度 新入学生の学納金が適用されます。 

区分 前期【4月】 
(初年度は入学手続時) 

後期【10月】 合計(年額) 

初

年

度 

入 学 金  300,000  －  300,000 

授 業 料  700,000  700,000  1,400,000 

施設充実費  50,000  50,000  100,000 

教育充実費  50,000  50,000  100,000 

合 計  1,100,000  800,000  1,900,000 

次

年

度

以

降 

授 業 料  700,000  700,000  1,400,000 

施設充実費  125,000  125,000  250,000 

教育充実費  125,000  125,000  250,000 

合 計  950,000  950,000  1,900,000 

※入学時または入学後において、学債や寄付金の要請はありません。 

※学納金以外に、学友会・同窓会および後援会等から徴収を委託されている納付金(委託徴収金)と

して各編入学年次に応じた金額を、初年度は入学手続時、次年度以降は毎年前期学納金納付時に

併せて納付していただきます。 

【２年次編入学】２年次44,830円、３年次以降29,000円 

【３年次編入学】３年次51,730円、４年次以降29,000円 

【４年次編入学】４年次56,670円、５年次以降29,000円 

※病院・薬局の実務実習費(約62万円)は、該当年次に別途徴収します。 

 

11 既修得単位の認定 
提出していただいた成績証明書または単位修得証明書に記載された履修科目の中で、本学薬学部

(６年制学科)の履修科目に読み替え可能な科目は本学で修得したものと認め、本学の卒業に必要な

単位に加えます。 

 


