


大学所在地 アクセス



学校法人 湘南ふれあい学園 グループ 一覧



湘南医療大学の薬学教育の特色（１）

◆ ロケーション

横浜・都心からのアクセスが良好
最寄駅から徒歩で通学可能
緑豊かな環境

◆施設・設備

オープン・ラボ
ー異分野の研究に触れる共同研究環境ー

◆教育・研究

臨床一貫型連携教育体制

グループ１７病院を活用

◆進路

臨床現場で活躍できる薬剤師を目指せる



湘南医療大学の薬学教育の特色（２）

◆少人数制教育

◆チューター制の基礎

教育支援制度を導入

◆個別指導

オフィスアワー

◆国家試験対策

「教育センター」設置

学生ひとりひとりを大切にし、学生の夢を実現していきます。

少人数制のきめ細やかな教育
で、国家試験ストレート合格
を徹底サポート



薬学部２年次編入学試験

１．２年次編入学者 受入基本方針 等



募集人員

薬学部 医療薬学科

２年次編入学試験

Ⅰ期（10/９) １０名
Ⅱ期 (11/13） １０名
Ⅲ期 (翌2/5） １０名



出願資格

薬学部 医療薬学科

１．他の大学を卒業した者（見込みを含む）
２．他の大学に１年以上在学し、３４単位（本学部の１年次の必

修科目合計）以上を修得した者（見込みを含む）
３．短期大学を卒業した者（見込みを含む）
４．高等専門学校を卒業した者（見込みを含む）
５．その他

２年次編入学試験



日程 Ⅰ期

出願期間 2021年9月17日(金)～2021年9月24日(金)

試験日 2021年10月9日(土)

結果発表日 2022年11月2日(月)

編入学試験日程

日程 Ⅱ期

出願期間 2021年10月28日(木)～2021年11月4日(木)

試験日 2022年11月13日(土)

結果発表日 2022年12月1日(月)

Ⅰ期

Ⅱ期



日程 Ⅲ 期

出願期間 2022年1月11日(火)～2022年2月1日(火)

試験日 2022年2月5日(土)

結果発表日 2022年2月11日(金)

Ⅲ 期

編入学試験日程



編入学の時期及び年次

入学の時期 令和４年４月

入学年次 ２年次【注】

【注】既修得科目・単位により１年次編入となる場合もあります。



Ⅰ期＆Ⅱ期 試験科目と配点

英 語

理 科

数 学

コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ

化学基礎、化学

数学Ⅰ・Ⅱ A・B

小論文

【試験範囲】
基礎学力試験 80分 100点 （マークシート方式）

60分 30点

１5分 15点面接等評価

合 計 １４５点満点



Ⅲ期 試験科目と配点

英 語

理 科

数 学
コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ

化学基礎、化学

数学Ⅰ・Ⅱ A・B

小論文

【試験範囲】
学力試験 各100点×３科目（マークシート方式）

60分 30点

１5分 15点面接等評価

合 計 ３４５点満点

６０分

7 ０分

6 ０分



【Ⅰ期＆Ⅱ期】

基礎学力試験
１００点

【Ⅲ期】

面接
15点

学力試験 300点

小論文
30点

小論文
30点

面接
15点

145点満点

345点満点

【Ⅰ期＆Ⅱ期】と【Ⅲ期】の比較

英語、数学、理科の３科目（各１００点）

英語、数学、理科の
３科目合計１００点



（様式２）志望理由書
(様式２)

志望理由を書いてください。

（この用紙は鉛筆で記入しても良い）

≪注意事項≫
*印の欄はこのまま何も記入しないください。

2022（令和4）年度

湘南医療大学薬学部医療薬学科２年次編入　≪志望理由書≫

受験番号
*

氏名



Ｑ＆A

（Q1）
2年次編入試験では、Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期と３回ありますが、何回でも受験
できますか。

（A1）
Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期ともに募集人員が設定されており、試験問題も異なる

別の試験となっており、各期毎に合否判定を行いますので、複数回受
験することができます。



Ｑ＆A

（Q2）
I期、Ⅱ期、Ⅲ期 いずれも試験科目と配点は同じですか。

（A2）
Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期 ともに高校生等を対象とした本入試と同一日程、同一
試験問題で行います。試験科目や配点はⅠ期とⅡ期は同じですが、Ⅲ期
は異なっています。
Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期すべての期で学科試験、小論文及び面接試験を実施し
ます。詳細は、「９．編入学試験」（P8）を参照ください。



Ｑ＆A

（Q3）
各期募集人員は、１０名となっていますが、毎回、１０名の合格者が出

ますか。

（A3）
１０名を目安としますが、合格学力水準未満の場合には、１０名を下回
る場合もあります。



Ｑ＆A

(Ｑ4)
出願書類の一つのシラバスの使用目的は何ですか。

（A4）
シラバスの使用目的は、前大学等で修得した単位（修得見込みを

含む）が本学の単位として認定できるかを審査し、編入可能年次を
決めるためです。



Ｑ＆A

(Ｑ5)
受験前にシラバスを照合してもらえますか。

（A5）
受験前のシラバスの照合は行っていません。



Ｑ＆A
(Ｑ6)
薬学部ではなく理工学部在籍ですが、シラバス照合されると、２年次

編入基準の３４単位から目減りしそうですが、出願は出来ても、２年
次に編入できますか。

（A6）
他学部の場合は、薬学部の実験・実習系の単位が不足することが

想定されますが、不足単位数が少ない場合には、２年次編入の可
能性はあります。最終的に２年次編入できるかどうかは、取得単位だ
けではなく、学科試験や面接試験などの成績を総合勘案して決定し
ます。場合によっては、１年次編入となります。



Ｑ＆A

（Q7）
3年次編入試験の実施予定はありますか。

（A7）
本学薬学部は、今年度開設し、現在、１年生のみ在籍しています。今
回の募集対象は、この現在の１年生に合流する２年次編入生となります。

来年度、３年次編入試験を実施するかどうかについては、そのときの欠
員状況をみて判断します。



Ｑ＆A

（Q8）
過去問はありますか。

（A8）
薬学部の編入試験の実施は、今回が初めてですので、過去問はありま
せん。
ただし、入試事務室（TEL 045-821-0115）に請求いただければ、昨年度

の薬学部一般入試の過去問を送付させていただきます



Ｑ＆A

（Q9）
出願資格を見ると、文科系理科系問わず、幅広い出願資格
となっていますが、文科系の出身でも出願は可能でしょうか。

（A9）
出願資格を満たしていれば、出願可能です。



Ｑ＆A

（Q10）
貴学の編入学試験へ応募したことの秘密は守ってもらえますか。

（A10）
応募の秘密は厳守します。外部からの問い合わせには、一切お答えす
ることありません。



Ｑ＆A

（Q11）
編入学手続き後の単位認定について

（A11）
出願の際に、修了又は卒業「見込み」の者、３４単位以上修得「見込み」
の者が2021年3月までに修了又は卒業、３４単位以上修得できなかった

場合は、入学許可を取り消すことや編入年次が変更となる場合がありま
す。

在籍大学での取得単位数が確定次第、速やかに本学に連絡頂き、単
位修得「確定」の手続きを取ってください
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