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愛知県出身学生の声

生活や年齢に左右されることなく活躍できる仕事に就きたいと考え薬剤師を志し
ました。親元を離れ寮生活をしていますが、四季折々に風情がある金沢を楽しみ
ながら、全国各地から集まった友人達と励まし合い充実した日々を過ごしていま
す。早期体験学習で見学した調剤薬局の取り組みに刺激を得て、そのようなス
テージで活躍するのが今の目標です。

金沢で学ぶことが私に
刺激を与えてくれます

岡本優希 さん
薬学部 2年次生
東邦高等学校出身

高校時代に生物を履修していなかったことが不安でしたが、初年次に講義や個別対
応で丁寧に教えてもらえたことが現在の学修に大変役立っています。２年次には中国
東洋医薬学導入教育プログラムの現地研修に参加しました。本場で本物の生薬に触
れたことやエネルギッシュな中国人学生との交流が自分を見つめ直す機会となりまし
た。これからの学生生活で病院薬剤師として活躍できる力を身に付けたいと思います。

中国研修を経験して
自分を見つめ直しました

元村俊介さん
薬学部３年次生

中部大学春日丘高等学校出身

高校時代にフットボールパークで開催された「北陸大学カップサッカー大会
（U-18）」に参加しました。充実の施設、全国から集まってくるレベルの高い選手
達、全国屈指の環境で自分を磨きたいという想いから入学を決意しました。将
来は指導者としてサッカーの魅力を伝えたいと考え教職課程を履修しています。
全国大会のピッチに立つという目標と合せて毎日が真剣勝負です。

全国屈指の環境が
自分を成長させてくれる

入場正樹さん
未来創造学部３年次生
熱田高等学校出身

両親が医療系の仕事に就いていることもあり、薬剤師の存在や役割について身近に
感じていました。学生寮での生活は時間を有効に利用でき、中学から続けているテニ
スにも打ち込むことができました。先生方や設備に恵まれた環境、助け合える友人が
いることで勉学に励むことができています。３年次に参加した人体解剖学習で人命の
大切さを学び、卒業後は故郷で医療人として活躍したいとの想いを強くしました。

卒業後は「医療人」
として愛知県で
貢献したい

榊原秀一さん
薬学部４年次生
愛知高等学校出身

●惟信高校
●熱田高校
●西尾高校
●西尾東高校
●一色高校
●蒲郡東高校

●福江高校
●北高校
●半田東高校
●豊田高校
●春日井南高校
●愛知高校

●享栄高校
●金城学院高校
●東邦高校
●名古屋高校
●名古屋国際高校
●中部大学第一高校

●愛知みずほ大学瑞穂高校
●名城大学附属高校
●春日丘高校
●安城学園高校
●岡崎学園高校
●杜若高校

●豊川高校
●栄徳高校

※平成28年5月現在

名古屋会場
あります

【一般入試】〈A日程〉  ※両日とも受験可能

1/21SAT 22SUN

【一般入試】〈B日程〉

3/1WED

愛知県出身在学生の卒業高校一覧

愛知県の受験生必見！

医療保健学部（仮称：設置認可申請中）
「臨床検査技師」と「臨床工学技士」の

医療系2資格を4年間で

ダブル取得

薬学部

憧れの「薬剤師」を目指せる。

年度版2017

国立大と同じ学費で
学べる。

●東京駅　　　  金沢駅／約2時間28分
●名古屋駅　　　  金沢駅／約2時間57分

写真提供：金沢市金沢21世紀美術館金沢城

位第3
全国47都道府県

全国「学都」
ランキング

自然と街が調和する“学都”金沢
新幹線開業で今最も注目される街“北陸金沢”で学ぶ
大学の教育研究力や地域の歴史文化などに関する統計指標をもとに

岡山大の研究チームによって作成された全国「学都」ランキング調査で、

石川県は47都道府県中、京都、東京に次ぐ第３位に入りました。

         年   月現在、
愛知県出身者     人が在籍
2016 5

28

薬学部―薬学科

医療保健学部―医療技術学科（仮称・設置認可申請中）

国際コミュニケーション学部―国際コミュニケーション学科（新設）

経済経営学部―マネジメント学科（新設）



万全のセキュリティで安心な開放空間

■ ドームひまわりの家（女子寮）

栄養バランスが考えられた食事も自慢

■ 松雲会館（男子寮）
しょう  うん安心・快適の学生寮

※ 入寮は先着順となり、満室になり次第受け付けは終了となります。　※ 光熱費は別途必要
※ 女子寮は入寮費が別途10万円必要（入寮時のみ）朝夕2食付きの年間の費用です

愛知県版（長野県・新潟県と共通）

薬学部 医療保健学部（仮称・設置認可申請中）

特待生奨学金制度

成績評価
ポイント

S（秀） A（優） B（良） C（可） F（不可）
4 3 2 1 0

※1 英語はリスニングの成績を含み100点に換算。　※2 本学独自試験はありません。
※3  GPA（Grade Point Average）とは、各履修科目の成績評価（S・A・B・C・F）を数値化し、その総合点を登録科目の総単位で割って算出した
　　成績平均値です。

■減免金額／ 【Ⅰ種】年135万円を減免（返還不要）　【Ⅱ種】年75万円を減免（返還不要）
■継続条件／ 【Ⅰ種】2年次以降も学業成績がGPA2.5※3以上であること。　【Ⅱ種】2年次以降も学業成績がGPA2.3※3以上であること。
 継続条件が満たされなかった場合は、以降の奨学生の資格を失います。
 （Ⅰ種からⅡ種への種別降下は認められますが、一度Ⅱ種対象となった後のⅠ種への復活はありません）
■減免期間／6年間　■原則として本学の他の奨学金との重複受給はできません。

■対象科目／【Ⅰ種】【Ⅱ種】共通
 一般入試： ●3科目　 コミュニケーション英語Ⅰ･Ⅱ・Ⅲ（100点）、化学基礎・化学（100点）、数学Ⅰ・Ⅱ・Ａ・Ｂ（数列・ベクトル）（100点）
 センター試験利用選抜： ●2科目型 必須：化学（200点）　選択：英語※1、数学Ⅰ・A、数学Ⅱ・B、生物、物理から高得点1科目（100点）
  ●3科目型 必須：化学、英語（各100点）　選択：数学Ⅰ・A、数学Ⅱ・B、生物、物理から高得点1科目（100点）
  　及び書類審査（調査書）により選抜する。※2

2科目型・3科目型の
併願可

特待生奨学金制度

※1 英語はリスニングの成績を含み100点に換算。　※2 国語は現代文のみ　※3 本学独自試験はありません。
※4  GPA（Grade Point Average）とは、各履修科目の成績評価（S・A・B・C・F）を数値化し、その総合点を登録科目の総単位で割って算出した
　    成績平均値です。

■減免金額／ 年90万円を減免（返還不要）
■継続条件／2年次以降も学業成績がGPA2.5※4以上であること。継続条件が満たされなかった場合は、以降の奨学生の資格を失います。
■減免期間／4年間　■原則として本学の他の奨学金との重複受給はできません。

■減免金額／ 修業年限にわたり年45万円減免（返還不要）
■継続条件／成績要件なし。収入金額基準年1回確認　■減免期間／6年間
■原則として本学の他の奨学金との重複受給はできません。

※初年度の入学金 20 万円を含む。

※初年度の入学金 20 万円を含む。

※初年度の入学金 20 万円を含む。

■対象科目／ 一般入試： ●3科目 必須：コミュニケーション英語Ⅰ･Ⅱ・Ⅲ　　
   選択①1科目：化学基礎・化学　生物基礎（「生物の多様性と生態系」を除く）・生物（「生態と環境」を除く）、
    化学基礎・生物基礎（「生物の多様性と生態系」を除く）から１科目
   選択②1科目：国語、数学Ⅰ・Ⅱ・Ａ・Ｂ（数列・ベクトル）から1科目　
 センター試験利用選抜： ●3科目 必須：英語※1（100点）
   選択①1科目：物理、化学、生物、物理基礎・化学基礎、化学基礎・生物基礎、物理基礎・生物基礎から高得点1科目
   選択②1科目：国語※2、数学Ⅰ・Ａ、数学Ⅱ・Ｂ　から高得点1科目　
   及び書類審査（調査書）により選抜する。※3

成績評価
ポイント

S（秀） A（優） B（良） C（可） F（不可）
4 3 2 1 0

■減免金額／ 修業年限にわたり年20万円減免（返還不要）
■継続条件／成績要件なし。収入金額基準年1回確認　■減免期間／4年間
■原則として本学の他の奨学金との重複受給はできません。

入試奨学金 入試奨学金

主たる家計支持者の収入金額が以下に該当する入学者全員の
授業料を修業年限にわたり年45万円減免。
・給与所得者841万円以下　・給与所得者以外355万円以下

特待生奨学金Ⅰ種 国立大並みの学費で学べます。

対象入試の合計得点率が80％以上の入学者は年間授業料を減免。

60万円

適用されると

135万円減免
通常年額195万円のところ…

対象入試 一般選抜・大学入試センター試験利用選抜

特待生奨学金 国立大並みの学費で学べます。

対象入試の合計得点率が75％以上の入学者は年間授業料を減免。

60万円

適用されると

90万円減免
通常年額150万円のところ…

対象入試 一般選抜・大学入試センター試験利用選抜

特待生奨学金Ⅱ種 私立文系学部並みの学費で学べます。

対象入試の合計得点率が70％以上の入学者は年間授業料を減免。

120万円

適用されると

150万円

適用されると

75万円減免

45万円減免

通常年額195万円のところ…

通常年額195万円のところ…

薬学部経済支援奨学金 薬剤師を志す方の学費負担を軽減

対象入試 全選抜 75.5万円
年間寮費

主たる家計支持者の収入金額が以下に該当する入学者全員の
授業料を修業年限にわたり年20万円減免。
・給与所得者841万円以下　・給与所得者以外355万円以下 130万円

適用されると

20万円減免
通常年額150万円のところ…

101.6万円

医療保健学部経済支援奨学金 臨床検査技師、臨床工学技士を志す方の学費負担を軽減

対象入試 全選抜

男子寮

女子寮

減免総額 810万円

Ⅰ種奨学生学費 380万円

（6年間）

減免総額 360万円

奨学生学費 260万円

（4年間）

通常学費 620万円

減免総額 450万円

Ⅱ種奨学生学費 740万円

（6年間）

通常学費 1,190万円

通常学費 1,190万円


