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新潟会場
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

新潟県出身学生の声

私が薬剤師を目指そうと思ったのは、ある薬剤師を見たからで、その方を見て私
は、患者1人1人としっかり向き合い、良好なコミュニケーション関係を築いて、よ
り身近に感じることができるような薬剤師になりたいと思いました。
北陸大学では自主的に学ぶ場が整えられています。「ピアサポート」では、先輩
たちが疑問を解決する手助けをしてくれ、「アルベスシステム」では、講義を何度
も見返すことができます。また、図書館には専門書も多く、よく利用しています。

目標の薬剤師になるため、
学内の環境を最大限に
活用しています

高野誠也さん
薬学部 1年次生
村上高校出身

子供の頃から医療に興味があり、将来は患者さんの役に立つ仕事がしたいと
考え、北陸大学に進学しました。全国から薬剤師を目指す人が集まっているの
で、多くの出会いがあり、視野も広がります。学生寮は、勉強しやすい環境で、セ
キュリティーもしっかりしているので、安心して生活することができています。
勉強は、高度な内容が多く大変ですが、学生同士で学び合う環境があり、充実
した日々を送っています。

全国の仲間と共に
薬剤師を目指しています

佐藤　歩さん
薬学部 3年次生
長岡高校出身

３年次になり本格的なゼミ活動が始まりました。ゼミでは仲間達から新たな刺激
を受けつつ、来年の卒業研究でスポーツ活動に関する調査を行うための準備
を進めています。
また、野球部に所属し、今季から監督や先輩の推薦を受け、キャプテンを任され
ました。キャプテンとしてチームをまとめ、本学野球部初の全国大会出場目指し、
充実した大学生活を送っています。

大学生活で主体性を持ち、
協働力とリーダーシップ
を磨く

本多汰久麻さん
未来創造学部３年次生

東京学館新潟高校出身
私は、高校の先生からのご紹介で北陸大学を知りました。北陸大学は奨学金制
度が充実していて、私はそれを活用して学費を少なく抑えることができています。
大学のキャンパスはモダンな感じできれいで、過ごしやすいです。実習棟の設備
もとても充実しているので実習を快適に行うことができます。将来は地域に貢献
でき、多くの人々に信頼される薬剤師を目指しています。

地域に貢献できる
薬剤師を目指して
います

加藤優人さん
薬学部 6年次生
高田高校出身

●新潟工業高校
●新潟商業高校
●村上高校
●長岡高校
●長岡商業高校

●小千谷高校
●十日町高校
●高田高校
●高田北城高校
●糸魚川高校

●直江津高校
●高志高校
●新潟明訓高校
●北越高校
●帝京長岡高校

●上越高校
●新潟産業大学附属高校
●敬和学園高校
●新潟第一高校
●東京学館新潟高校

●日本文理高校
●開志学園高校

※平成28年5月現在

新潟県の受験生必見！

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。

新潟県出身在学生の卒業高校一覧

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、
新潟県出身者     人が在籍
2016 5

39

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

新潟県版

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


