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１　千葉大学薬学部の求める入学者
　千葉大学薬学部では研究・学問を通じ人類の健康や福祉の促進に貢献する人材の育成を目指して
います。

　従って，薬学部は以下のような入学者を求めています。
　①　探究心を持ち，既存の知識にとらわれず，論理的に思考できる人
　②　薬学の専門知識をいかした医療従事者や薬学専門家を目指す人
　③　将来大学院に進学し，生命科学や創薬科学の研究をより深く学びたい人

　上記に加え，薬学部薬学科は以下のような入学者を求めています。
　①　病院や調剤薬局，公衆衛生の領域で指導的薬剤師を目指す人
　②　薬剤師の資格をいかし，薬学の教育・研究・行政，医薬品開発分野での活躍を目指す人

　上記に加え，薬学部薬科学科は以下のような入学者を求めています。
　①　企業，研究機関や大学でグローバルに活躍する薬学関連領域の研究者・専門家を目指す人
　②　最先端の生命科学や創薬科学の研究者を目指す人

２　入学者選抜の基本方針
　千葉大学薬学部では，薬学部の教育理念・目標に合致した学生を選抜するために，受験機会の複
数化を保証し，一般選抜の他に特別選抜として，学校推薦型選抜及び私費外国人留学生選抜を実施
します。それぞれの選抜方式にふさわしい，学力検査，調査書，面接等により，志望者の能力や資
質を総合的に評価し，選抜します。

３　入学までに身に付けて欲しいこと
　薬学を学ぶ基礎学力として必要な理系科目〔数学，理科〕と外国語に加え，一般及び学校推薦型
選抜において大学入学共通テストで課す他の教科・科目〔国語と地理歴史・公民〕も学んでくださ
い。理科は化学に加え，物理と生物の両科目の履修を希望します。そして，薬学の根底に流れるの
は豊かな人間性ですので，それを培う教養もしっかりと身に付けてください。

　なお，「千葉大学入学者受入れの方針」の詳細については，本学ホームページ
　（https://www.chiba-u.ac.jp/exam/gakubu/adpolicy.html）をご覧ください。
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１．募集人員
　若干名

　（注） 　薬学部では，私費外国人留学生の入学者選抜は薬学科（６年制），薬科学科（４年制）の２学科
を一括して実施します。

　　　　　また，学科への所属は，３年次進級時に，本人の志望・学業成績により決定します。
　　　　　なお，薬剤師国家試験の受験資格は，薬学科（６年制）の卒業生に与えられます。

２．出願資格
　日本国籍を有しない者で，かつ，次の１～⑷のすべての要件を満たすもの（大学入学共通テストは免除し
ます。）

１　出入国管理及び難民認定法において，大学入学に支障のない在留資格を有する者及び令和５年（2023
年）４月までに取得できる見込みの者（日本国永住者を除く。）

２　次のいずれかに該当する者
　ア　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及び令和５年（2023年）３月までに修了見込
みの者，又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの

　　（注）　「これに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの」は，次のとおりです。
　　　　①　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と同等以上の学力があるかどうかに

関する認定試験であると認められる当該国の検定（国の検定に準ずるものを含む。）に合格した
者で，18歳に達したもの及び令和５年（2023年）３月までに18歳に達するもの

　　　　②　外国において，高等学校に対応する学校の課程を修了した者（これと同等以上の学力があるか
どうかに関する認定試験であると認められる当該国の検定（国の検定に準ずるものを含む。）に
合格した者を含む。）で，文部科学大臣が別に定めるところにより指定した我が国の大学に入学
するための準備教育を行う課程を修了したもの

　　　　③　外国において，高等学校に対応する学校の課程（その修了者が当該外国の学校教育における11
年以上の課程を修了したとされるもの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も
のに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを修了した者及び令和５年（2023年）３月まで
に修了見込みの者

　イ　スイス民法典に基づく財団法人である国際バカロレア事務局が授与する国際バカロレア資格を外国に
おいて取得した者

　ウ　ドイツ連邦共和国の各州において大学入学資格として認められているアビトゥア資格を外国において
取得した者

　エ　フランス共和国において大学入学資格として認められているバカロレア資格を外国において取得した者

　オ　グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国において大学入学資格として認められているジェ
ネラル・サーティフィケート・オブ・エデュケーション・アドバンスト・レベル資格を外国において取
得した者

　カ　本学において，個別の入学資格審査により，高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた
者で，令和５年（2023年）３月までに18歳に達するもの

　　〔個別の入学資格審査を受けようとする者は，「６．個別の入学資格審査」を参照してください。〕

３　日本学生支援機構の2022年度日本留学試験（６月又は11月実施）において，次の科目を受験している者

日 本 語 数　　学 理　　科 出題言語
○ コース２ 物理，化学，生物より２科目選択 日本語

⑷　令和３年（2021年）１月以降に実施された「TOEFL」又は「TOEIC L&R」を受験した者
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３．出願手続等
１　出願受付期間　　令和５年（2023年）１月23日（月）から１月24日（火）まで（必着）

２　出願方法及び出願書類の提出先
　上記出願受付期間の９時から17時まで（12時から13時までを除く。）に亥鼻地区事務部学務課薬学部学
務係（〒260-8675　千葉市中央区亥鼻１－８－１）へ直接持参してください。
　やむを得ず郵送する場合は，郵送用の封筒を各自で用意して，封筒に「私費外国人留学生選抜願書在中」
と朱書の上，薬学部学務係あてに配達に要する日数を見込んで，早めに速達簡易書留で郵送してください。
（海外在住者が出願書類を郵送する場合には，EMS等を利用してください。）
　なお，出願期限（日本時間の令和５年（2023年）１月24日（火）17時）までに到着しない場合は，出
願を受け付けません。

３　出願書類
　出願に当たっては，次の１～９までの書類を提出してください。
　なお，出願書類の作成に不明な点があるときは，薬学部学務係へ問い合わせてください。
　　（注）　①　出願書類に不備があると受理できませんので，間違いのないよう十分注意してください。
　　　　　②　受理した出願書類は，いかなる理由があっても返還しません。
　　　　　③　証明書の原本を提出できない場合は，受付窓口で原本を提示し，その写し（カラーコピー不

可）を提出してください。
　　　　　④　３，８の証明書において，科目名・成績評価等が符号・略字等により表示されている場合は，

その説明書を添付してください。
　　　　　⑤　志願票等に虚偽の記載をした者は，入学後であっても入学の許可を取り消すことがあります。

１ 志願票等
　・志願票
　・写真票
　・受験票

　この要項に添付の所定の用紙を使用してください。記入に当たっては，下記
（注）及び志願票等に記載されている記入上の注意をよく読んで，黒のボールペ
ンで自筆，楷書でていねいに記入してください。誤って記入した場合は，二重線
で消し，余白に記入してください。なお，「※」の欄は記入しないでください。

（注１）　志願票の学力試験（理科）欄に記載されている選択科目のうち受験する
科目に☑を付けてください。

（注２）　「志願票」裏面には，検定料収納証明書を貼り付けてください。

（注３）　「写真票」及び「受験票」には，同じ写真（大きさ縦４㎝×横３㎝，上
半身，正面，脱帽で最近３カ月以内撮影のもの）を貼り付けてください。

２ 検定料　17,000円 　下記により，必ず出願前に，検定料を払い込んでください。
⑴　検定料払込期間：
　令和４年12月１日（木）～令和５年１月24日（火）まで

⑵　払込方法：
　「Ｅ-支払いサービス」を利用し，コンビニエンスストア決済，銀行ATM（ペイ
ジー），ネットバンキング，クレジットカードのいずれかにより払い込んでください。

①受験料・選考料のお支払い⇒【大学・短大】をクリック
②学校選択／千葉大学
③第一選択：私費外国人留学生選抜
④第二選択：薬学部
⑤第三選択：次の第四選択へ（選択不要）
⑥第四選択：検定料17,000円
　①～⑥の順に選択してください。決済完了後の修正・取消はできませんのでご
注意ください。

※ 　払込手順等は，Ｅ-支払いサービスWebサイトの「利用ガイド」を参照して
ください。ご不明な点は，同サイトの「よくある質問」を確認の上，Ｅ-支払
いサービスサポートセンターに問い合わせてください。
※　 検定料のほかに所定の利用手数料（志願者負担）がかかりますのでご了承ください。
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２ 検定料　17,000円 ⑶　払込後の手続：
　収納証明書を志願票の裏面に貼付し提出してください。収納証明書の取得は以
下のとおりです。
・コンビニエンスストア決済（デイリーヤマザキを除く）の場合
　→店舗で受け取ってください。
・ 銀行ATM（ペイジー），ネットバンキング，クレジットカード，コンビニエン
スストア（デイリーヤマザキ）決済の場合
　→Ｅ -支払いサービスWebサイトの「申込内容照会」から印刷してください。
⑷ 　一旦納入された検定料は，原則返還しません。ただし，検定料を誤って振　
込み，出願しなかった者が，本学所定の返還手続を行った場合は検定料の全額
を，また日本留学試験の成績請求により受験資格の不足が判明した者が本学所
定の返還手続を行った場合は，検定料のうち13,000円を返還します。返還手続
の詳細は，薬学部学務係に確認してください。なお，返還手続期限は令和５年
３月31日（金）となります。

■ Ｅ -支払いサービス（https://e-shiharai.net/）
　インターネット上から，コンビニエンスストア，ペイジー，
ネットバンキング，クレジットカードから希望の払込方法を選
択の上，検定料の払込等ができるサービスです。
※　当サイトへの事前申込が必要です。

■ 海外から志願される方へ
　日本国外在住の志願者についてはクレジットカードのみ利用できます。
　クレジットカードでの払込後，E-支払いサービスWebサイトの「申込内容照
会」から収納証明書を印刷し，志願票に貼付してください。

３ 成績証明書，修了
証明書等（郵送で
出願する場合は原
本を提出）

出　願　資　格 提　出　書　類
１．外国において学校教育にお
ける12年の課程の修了（見
込）者

成績証明書及び修了（見込）証明書
（大学卒業（見込）者は，大学の成績証明書
及び修了（見込）証明書を併せて提出してく
ださい。）

２．上記１に準ずる者で文部科
学大臣の指定した者

次のうち該当するすべての書類
⑴　我が国の大学に入学するための準備教育
を行う課程の成績証明書及び修了（見込）
証明書
⑵　外国において，高等学校に対応する学校の
課程の成績証明書及び修了（見込）証明書
⑶　当該国の検定の合格成績証明書

３．国際バカロレア資格取得者 最終試験６科目の成績証明書及び資格証書
４．アビトゥア資格取得者 一般的大学入学資格証明書
５．フランス共和国におけるバ
カロレア資格取得者

バカロレア資格試験成績証明書

６．ジェネラル・サーティフィ
ケート・オブ・エデュケー
ション・アドバンスト・レベ
ル資格取得者

ジェネラル・サーティフィケート・オブ・エ
デュケーション・アドバンスト・レベル試験
の成績評価証明書

（注）　上記証明書類が日本文・英文以外の場合，日本語訳を添付してください。
※　個別の入学資格審査の際に成績証明書，修了証明書等を提出している場合
は再度提出する必要はありません。
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４ 受験票送付用封筒 　この要項に添付の所定の封筒に，志願票に記載した「本人の受信場所」（日本
国内に住所を有しないときは知人等の日本国内の住所）を書き，674円分の郵便
切手（速達簡易書留料金を含む。）を貼ってください。

（注）　受験票等を海外に送付することを希望する場合は，４ページの「受験票送
付用封筒について」を参照してください。

５ 入試関係通知書等
受取先住所シール

　この要項に添付の所定の住所シールに，合格者発表時の郵便番号，住所，氏名
を記入してください。

６ 住民票 　在留資格及び在留期間が記載されたもので，個人番号（マイナンバー）が記載
されていないものとします。（外国人登録している者のみ。）

７ パスポートの写し
（コピー）

　本人の氏名，生年月日，性別，在留資格を表示する部分及び日本国査証の部分
とします。

８ 日本留学試験の受
験票の写し
（コピー）

　2022年度日本留学試験の第１回（６月実施分）又は第２回（11月実施分）の「受
験票の写し（コピー）」を提出してください。

９ 「TOEFL」又は
「TOEIC  L&R」 
の成績評価証明書

　令和３年（2021年）１月以降にEducational Testing Service （ETS）の実施した
Test of English as a Foreign Language （TOEFL） 又はTest of English for International 
Communication （TOEIC）L&Rの成績評価証明書を提出してください。「TOEFL」
の成績評価証明書は，TOEFL受験後に受験者に送付される「Examinee Score 
Report」（受験者用控えスコア票）でも提出できます。

　　（注）　入学者選抜の過程で収集した個人情報は入学者選抜の実施のほか，管理運営業務，修学指導業務，
入学者選抜方法等における調査・研究に関する業務等を行うために利用します。

受験票送付用封筒について

　海外に在住していて日本国内に知人等もいないため，受験票を海外の住所に送付することを希望する場
合は，EMS（国際スピード郵便）で送付します。
　日本の切手又は国際返信切手券（International Reply Coupon）を必要な枚数用意して，送付先の住所・
氏名等を記載したEMSラベルを同封して，願書と一緒に提出してください。
　なお，国際返信切手券は各国の主な郵便局で扱っていますが，国により扱っていない場合があります。
日本の切手，国際返信切手券のどちらとも用意できない場合には，薬学部学務係（電話：+81-43-226-
2941）へお問合せください。

【国際返信切手券必要枚数】

中国・韓国・台湾 アジア（中国・韓
国・台湾を除く）

オセアニア・カナ
ダ・メキシコ・中
近東・ヨーロッパ

米国（グアム等海
外領土含む）

中南米（メキシコ
を除く）・アフリカ

12枚（1,450円） 15枚（1,900円） 25枚（3,150円） 30枚（3,900円） 28枚（3,600円）

※　日本の切手を用意する場合は（　）の額を用意してください。

　　（注）　ビザ関係の手続きについては，出願者が事前に十分に確認してから自らの責任で手続きを行って
ください。
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４．入学者選抜
１　選抜方法
　入学者の選抜は，2022年度日本留学試験の成績，本学で実施された学力試験の成績，面接，提出された
成績評価証明書の内容を総合して合格者を決定します。
　学力試験及び面接は，次に掲げる教科・科目等を行います。

選抜日時

学部

令和５年（2023年）
２月25日（土）
９：50～ 11：30

令和５年（2023年）
２月26日（日）
９：30～

薬　学　部 理科（化学基礎・化学）及び（物理基礎・
物理，生物基礎・生物から１科目選択） 面接

　　注１．教科・科目名は，日本国の高等学校学習指導要領によるものです。
　　注２．一般選抜の日本人受験者と同一の学力試験を行い，面接は大学教育に必要な基礎学力に関する口

頭試問を行います。面接では，本学部の教育方法の理解，意欲，薬学への関心，コミュニケーショ
ン能力，日本で薬学を学ぶことの目的が明確であるかなどを評価します。

　　注３．理科は定規を使用する問題が出題されることがあるので，15cm程度の定規一本を持参してくだ
さい。

２　試験場及び注意事項等

　ア　受験票は，試験場案内図等とともに試験日の10日前までに送付します。受験票に記載される受験番
号には，志望学部を示すコード（PPR）が印字されますので，確認してください。

　　※　受験票を海外に送付する場合，国によっては到着まで時間がかかることがあります。

　イ　試験日前日に各試験室の場所，その他注意事項等を学力試験場となる河合塾津田沼校に掲示（学力試
験当日まで掲示）しますので，必ず確認してください。

　ウ　令和５年（2023年）２月25日（土）の学力試験は河合塾津田沼校（千葉県習志野市谷津１－15－
33），２月26日（日）の面接は千葉大学亥鼻キャンパス（千葉市中央区亥鼻１－８－１）で行います。
受験者は，試験開始30分前までに指定された試験室に集合してください。

　エ　試験当日は，「日本留学試験受験票」（本学に写しを提出した実施分のもの）及び「千葉大学薬学部受
験　票」を必ず持参・携帯してください。

　オ　受験時の宿泊（各試験場周辺の旅館・ホテル）については紹介しませんので，各自で手配してくださ
い。

　カ　新型コロナウイルス感染症の発生状況によっては，この募集要項の内容が変更になる可能性がありま
す。その場合は薬学部ホームページ（https://www.p.chiba-u.jp/）で周知するので確認してください。
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５．身体等に障害を有する入学志願者の事前相談
　本学に出願を希望する者で，身体等に障害があり，受験上又は修学上特別な配慮を必要とする者は，出願
に先立ち，次により本学に事前相談の申請を行ってください。
　なお，出願後の不慮の事故等による負傷で，受験上又は修学上特別な配慮が必要になった者についても，
速やかに事前相談を行ってください。
　事前相談担当：亥鼻地区事務部学務課薬学部学務係（電話043－226－2941）

１　申請方法
　申請する場合は，次のア及びイを【〒260-8675　千葉市中央区亥鼻１－８－１　千葉大学亥鼻地区事務
部学務課薬学部学務係】あてに提出してください。提出された書類に基づき，検討を行います。ただし，
検討の過程において，本人，保護者又は出身学校関係者に照会する場合があります。

　ア　事前相談申請書（用紙は亥鼻地区事務部学務課薬学部学務係に請求してください。）

　イ　医師の診断書（障害の程度及び必要とする具体的な措置等を記載したもの）

２　事前相談の締切日　　令和４年（2022年）12月９日（金）
　なお，相談の内容によっては，対応に時間を要することもありますので，できるだけ早い時期に相談し
てください。

６．個別の入学資格審査
　「２．出願資格」⑵において，「カ」の要件で出願しようとする者は，次のとおりに入学資格審査の申請を
行ってください。

１　入学資格審査申請期間　　令和４年（2022年）11月21日（月）～ 11月25日（金）（必着）
　　　　　　　　　　　　　　（土・日曜日・祝日を除く。）

２　申請方法及び提出先
　以下の書類を申請期間の９時から17時までに学務部入試課へ直接持参してください。
　やむを得ず，郵送する場合は，配達に要する日数を見込んで早めに速達簡易書留等で【〒263-8522　千
葉市稲毛区弥生町１番33号　千葉大学学務部入試課】あてに郵送してください。申請期間内までに到着し
ない場合は，受理しません。
　認定の結果は，本人宛文書で通知します。令和４年（2022年）12月15日（木）までに届かない場合には，
千葉大学学務部入試課まで問い合わせてください。（電話：043－290－2182）

　ア　入学資格審査申請書（募集要項に綴ってある本学所定の用紙を使用）

　イ　成績証明書，修了（見込）証明書

　ウ　出身学校の履修規程（カリキュラム）等（卒業に必要な授業科目・単位数がわかるもの）

　エ　結果通知用封筒
　　　長形３号の封筒を用意し，郵便番号，住所，氏名を記入し，84円切手を貼ってください。
　　　（日本国内に住所を有しないときは知人等の日本国内の住所等を記入してください。）
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７．合格者発表等

１　合格者発表
　入学者選抜の結果，合格者は令和５年（2023年）３月９日（木）13時に薬学部掲示板（亥鼻キャンパス）
に受験番号を掲示します。なお，合格者決定についての電話・メール等による問い合わせには一切応じません。
※合格者発表掲示期間　令和５年（2023年）３月９日（木）13時から３月15日（水）17時まで

２　合格通知書及び関係書類の送付
　合格者には，合格者発表後速やかに合格通知書及び関係書類を，「入試関係通知書等受取先住所シール」
に記載した住所（日本国内に住所を有しないときは知人等の日本国内の住所）あてに速達簡易書留郵便等
で送付します（直接交付はしません。）ので，確実に受け取れるようにしてください。
　なお，合格者であるにもかかわらず上記書類が届かない場合は，亥鼻地区事務部学務課薬学部学務係へ
問い合わせてください。（不合格者への通知は行いません。）

８．入学手続

１　入学手続日時及び場所
　入学者選抜の合格者は，令和５年（2023年）３月14日（火）・15日（水）９時から11時30分，13時か
ら16時までに，薬学部へ直接出向いて入学手続を行ってください。入学手続を行わないと入学を辞退し
たものと見なしますので，十分注意してください。

２　入学手続の際には，次の経費が必要ですので，あらかじめ用意しておいてください。

学　部 入 学 料 学生教育研究災害
傷害保険料 インバウンド付帯学総 合　計

薬学部 282,000円 ４年分　3,370円 Ａコース　 9,450円
Ｂコース　40,780円

294,820円
または
326,150円

泫１　入学料の納入については，入学手続時に納入願います。
　２ 　授業料の納入については，入学年度の前期授業料は５月（２年目以降は４月となります。）に，後

期授業料は10月に，それぞれ口座振替により納入願います。口座振替手続等の詳細は，入学手続の際
に改めてお知らせします。

　　 　なお，前期分・後期分授業料は，それぞれ321,480円（年額642,960円）です。
　３ 　入学料及び授業料等の改定が行われた場合には，改定時から新入学料及び新授業料等が適用されます。
　４　入学料及び授業料が免除される制度があります。
　　 　詳細は，千葉大学ホームページ
　　　　https://www.chiba-u.ac.jp/campus-life/payment/exemption.htmlをご覧ください。
　　　　入学料及び授業料免除に関する問い合わせ先
　　　　学務部学生支援課生活支援係　電　話　043－290－2178
　５ 　学生教育研究災害傷害保険料・インバウンド付帯学総（正課中，学校行事中，課外活動中，通学中

における傷害事故に対して補償するものです。また，他人にケガをさせたり，他人の財物を損壊した
りした場合の補償も含まれます。保険料の改定が行われた場合には，改定時から新保険料が適用され
ます。）は，令和５年（2023年）３月31日（金）までに郵便局又はゆうちょ銀行で払い込んでください。

　　 　なお，インバウンド付帯学総はＡタイプ，Ｂタイプいずれかを選択し，保険料を払い込んでください。
　　 　また，薬学科（６年制）へ所属することとなる学生については，５年次進級時に，残り２年分の学

生教育研究災害傷害保険料およびインバウンド付帯学総の納入について連絡します。
　　　詳細は，学務部学生支援課課外活動支援係へ問い合わせてください。
　　　　電話　043－290－2162（学生教育研究災害傷害保険）
　６　納入した入学料は，いかなる理由があっても返還しません。
　７ 　入学手続完了者が令和５年（2023年）３月31日（金）17時までに入学を辞退した場合には，申し出
により既に納入済の学生教育研究災害傷害保険料を返還します。

　　 　なお，入学手続き完了者が入学料免除申請又は徴収猶予の手続きをしている場合は，入学料を支払
わなければ入学を辞退することはできません。




