
現役生も

勉強時間が限られる

卒業生も

近くに薬ゼミがない

42年培った薬ゼミの合格メソッドをオンラインに集約！

薬剤師を目指すすべての人に、

通わない国試対策、という選択肢を。

PC・スマホ・タブレットで 24時間いつでもどこでも受講

e-Learning薬ゼミの

学校法人医学アカデミー



1 2

4 2年の実績、薬ゼミの合格メソッドを
e -Learningで

　薬ゼミオンライン教室は、薬ゼミの全日制コースに通うことができない受験

生にも薬ゼミの講義を届けたいという想いから、2 013 年に薬学業界初のWeb

上の教室として開校しました。

当初の受講生は10 0名ほどでしたが、家の近くに薬ゼミの教室がない、働きな

がら国家試験勉強をしたい、自分のペースで勉強したい、現役生で大学に通っ

ている、といった受験生から支持され、2 018年度は 2 , 0 0 0名を超える受験生

に利用していただきました。

薬ゼミオンライン教室の最大の特徴は「薬ゼミの全日制コースと同じ」内容

の講義や質問対応が受けられることです。また、オーダーメイドで自分の弱点

を抽出できる機能など、薬剤師国家試験を受験するすべての方に、最適な

コンテンツを多数取り揃えています。

困ったときには専属のチューターがみなさんをサポートします。

一緒に第105回国家試験合格を目指してがんばりましょう！

薬学ゼミナール  オンライン教室長

関城 裕介

薬ゼミ講師陣が強力サポート

薬ゼミオンライン教室とは

POINT

1

薬ゼミ全日制コースと同じ学習ができる
POINT

2

国試の重要ポイントを短時間で学習できる

あなたの弱点を発見できるマイカリキュラム

POINT

3
POINT

4

いつでもどこでも効率的に国家試験へ向けた学習が可能です

忙しくて
薬ゼミに通学
できない…

自分のペースで
じっくり
勉強したい

家の近くに
薬ゼミの
教室がない…

働きながら
国家試験に
合格したい

現役生も も卒業生

PC/ スマートフォン / タブレット端末からWeb上で、
薬ゼミの講義を受講できる、オリジナル問題集が解ける、講師に勉強相談や質問ができる等、

国家試験合格に必要な要素がすべて詰まった、薬ゼミ19番目の教室です。



様
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薬ゼミオンライン教室でできること
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薬ゼミ講師陣が強力サポート1

1

国試の重要ポイントを短時間で学習できる3

あなたの弱点を発見できるマイカリキュラム4

薬ゼミ全日制コースと同じ学習ができる2

ユニット動画と国試解説動画で、重要ポイントを効率よく学習できます

オンライン教室講師が、専用の撮影スタジオで青本動画、演習動画、直前動画の撮影を行っています

薬ゼミオリジナルシステムのマイカリで、効率的に弱点を見つけ克服できます

コース比較表

オンライン教室で
問題を解く

※1 全ての動画に、×0.6 ～×2.0倍速機能がついています。
※2 講義補足プリント、確認テスト（問題）を郵送します。

誤った問題を
＜弱点＞として自動抽出

自動抽出された
「弱点範囲の青本動画」で弱点補強

ユニット動画は、1本10分程度の要点
集を用いた動画です。約700本ありま
すので、苦手な範囲を1つずつ確認す
ることができます。

国試解説動画は、第97～104回国家試
験の全問題の解説動画です。国家試験
の傾向を把握し、今後の勉強につなげ
ることができます。

各動画・テキストは薬ゼミ全日制コース同様の９科目

物理 化学 生物 薬理 治療 実務衛生 薬剤 法規

マイカリには、7月から毎月約60問ずつ新規のオリジナル問題が追加され、フルパッケージコースお申込みの場合は、国家試験までに
約500問のオリジナル問題を繰り返し解くことができます。また、マイカリに登録されている問題を解くと、誤った問題とその範囲の
青本動画だけが抽出され、弱点を効率的に補強することができます。

科目の質問
チューター
メンタルケア
青本動画
演習動画
直前動画
ユニット動画
国試解説動画
マイカリキュラム
要点集
白本
講義資料
統一模擬試験

○

○
○

○

コンテンツ

サポートを重視したい方は

が です！オススメ

3 を重視したい方は

2

コースP5

P7

P8

動画※1

郵送物

ユニット+過去問
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○（卒業生の方のみ）

フルパッケージ

フルパッケージ

コースユニット+過去問

4 を重視したい方は

コース青本+マイカリ

○

○

○

青本+マイカリ

青本動画は、1日約5時間、約60日分の最新の青本（2020年版）を用いた講義です。
基礎から講義しますので、じっくり勉強したい方にオススメです。

青本動画

ユニット動画 国試解説動画

演習動画は、1日約5時間、約45日分の白本（オリジナル問題集）を用いた解説講義です。
問題のアプローチ方法や解き方などアウトプットの練習をしたい方にオススメです。

演習動画

直前動画は、各科目1日のオリジナルテキストを用いた総復習講義です。
国家試験直前にヤマを盛り込んだ問題を用い国家試験に備えます。

直前動画

※2

科目の質問ができます

学生1人ひとりにチューターがつきます

各科目の質問BOXからメールすると、原則3日以内に科目の講師
から回答が届きます。動画を観てわからなかった内容や、解説を
読んでわからなかった問題など、気軽に質問ができます。

国家試験まで、みなさんをサポートする専属のチューターが1人
ひとりにつきます。チューターは薬学ゼミナールの講師であり、
勉強法やこの時期に何をしたらいいのかなど、科目の質問以外の
相談がいつでもできます。

メンタルケアも行います
カウンセラーが学生1人ひとりの気持ちに寄り添いながら親身に
サポートします。勉強面だけでなく、家族や友人などの人間関係や
生活面など、気になることをその都度相談できます。



合合

※最新の青本 (2020年版 ) を用いた講義は 6月から開始いたします。

※現役生も『フルパッケージコース』をお申込いただけます。
　ただし、【全国統一模擬試験】は含まれておりません。各自大学で受験をお願いします。

アウトプットの手法を学習！
青本を使用し、国家試験合格に必要な基本的な内容の理解及び
定着を目指します。薬ゼミの全日制コースと同様の講義内容を
受講することができ、また、「倍速機能」もありますので、自
分のペースで効率的に繰り返し学習できます。

定期的に復習する機会をつくるため、確認テストや月間復習テ
ストがあります。
確認テストは 1 日分の講義内容を確認する目的で実施します。
月間復習テストは 1 ヶ月分の講義内容から出題され、マイカリ
と連動しています。
薬ゼミならではの豊富な問題によるトレーニングで、苦手克服
をサポートします。

フルパッケージ コース

青本動画で基礎を習得！

学習方法を動画で公開中！

各試験の受験者数は10,000人以上！プレ国試とも呼ばれる業界最大規模の模擬試験です。
模擬試験終了後には個人カルテが郵送されます。カルテでは、得点分布やチャートが確認で
きますので、受験者全体での自身の位置を知ることができます。また、3回受験することで、自
身の推移を確認することができます。

全３回実施

白本（オリジナル問題集）を使用し、知識の活用法を習得することを目指します。
白本には国家試験の過去問題だけでなく、過去の模擬試験の問題も多く収載して
おり、問題のアプローチ方法や解き方など応用力を養うことができます。

１年の総復習
オリジナルテキストを用いた総復習
＋問題演習講義です。使用するテキ
ストには、国家試験の＂ヤマ＂を盛
り込んでいます。国家試験に向けて
ラストスパートをかけましょう。

申込スケジュール / 価格

年間の学習計画イメージ

知識の確認基礎固め 知識の応用 直前の対策

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

45～65万円（税込）フルパッケージ コース

国
家
試
験

申込時期によって価格が変動します

65万円 55万円 45万円
11月末にて受付終了

向け
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演習動画青本動画 / 定期的に復習

※現役生も申込可能です

弱点範囲の把握と克服

【全国統一模擬試験】

直前動画

第１回

2019年9月19日、20日 2019年11月21日、22日 2020年1月23日、24日

第 2 回 第 3 回

卒業生

まずはしっかり
知識をインプット

学習方法を動画で公開中！

学習方法を
動画で公開中！

いざ、国試！
最後の総復習

合　格

ここの分野が
弱点だったのか…

確認
テスト
確認
テスト

月間
テスト
月間
テスト



向け

申込スケジュール / 価格
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※青本＋マイカリコースの追加や移行プランもご用意しております。

「ユニット +過去問コース」からの【移行プラン】もご用意しております。
※移行の場合の価格は 16万円（税込）となります。
※移行の場合、「ユニット +過去問コース」のコンテンツはご利用いただけなくなります。

『ユニット動画』と『要点集』で

国試の重要ポイントを短時間で学習！ 過去問を徹底的に学習！

『国試解説動画』で

基礎内容を先に確認したい、ポイントを絞って学習したい、
という方はユニット動画がオススメです。
要点集の内容に沿った１本10分程度の動画なので、学習し
たい項目をピンポイントで学ぶことができ、弱点克服につ
ながります。

過去問を先に解きたい！国試の傾向を掴みたい！という方
は国試解説動画がオススメです。解答の丸暗記になりがち
な過去問も、解説動画を観ることで知識の定着につながり
ます。第 97 ～ 104 回国家試験のすべての問題を解説して
いますので、大学の過去問テスト対策もバッチリです！

青本動画とマイカリによる問題演習（約 250 問）を利用できるコースです。
基本的な勉強の進め方は、青本動画を観る⇒マイカリで問題を解く⇒抽出された弱点範囲の動画で 1 つずつ苦手を克服！！
ですが、時間が足りないときは、『マイカリで問題を解く』から始めることで、さらに効率的に学習できます。

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

ユニット +過去問 コース４月

効率的にポイントをおさえたい方
過去問を徹底的に演習したい方
スキマ時間を活用したい方

青本 + マイカリ コース

ユニット +過去問 コース

『青本動画』と『マイカリキュラム』で

しっかりと薬ゼミの講義を聴きたい方
弱点範囲を中心に勉強したい方

弱点範囲を効率的に克服！

約300時間分の
青本講座の講義動画

国
家
試
験

開始月によって価格が変動します

24万円 22万円 20万円 18万円 16万円 14万円 12万円 10万円
11月末にて受付終了

開始月によって価格が変動します

26万円 22万円 18万円 14万円 10万円

1本10分程度
全700本のコンテンツ

10～24万円（税込）

青本 +マイカリ コース 10～26万円（税込）

過去 8 年分、約3,000問の
国家試験を解説

過去問過去問 解説を確認解説を確認

現役生

開講 A9月開講

自宅でも、カフェでも、図書館でも
自分のペースで
薬ゼミの講座を受講



9 10

青本は別途ご購入となります。受講料金に含まれている書籍については、P4（比較表）をご参照ください。

Q

よくあるご質問

オンライン教室の受講料金に、青本は含まれていますか？

オンライン教室をご利用いただくためのIDを発行させていただきます。ご入金確認からID発行まで、最短２～3日頂きます。
なお、PCからメールにてご連絡差し上げますので、ドメイン解除（@yakuzemi.ac.jp）をお願いします。

Q 申込み、入金を行った後、どのように連絡が来て、利用開始となりますか？

オンライン教室ログイン画面に、システムに関するお問合せ先がございます。
そちらからメールにてお問合せください。

Q 動画が観られない場合はどうしたらよいですか？

「はじめに」というコンテンツをご覧ください。オンライン教室の利用方法などがご確認いただけます。

Q 受講を始める際、何から観たらよいでしょうか？

６月～１月までの月初めに、月１回郵送します。お住まいの地域、配送状況によってお時間がかかる場合があります。
5日を過ぎても到着しない場合、チューターへご連絡ください。

Q フルパッケージコースを申込みましたが、資料が届きません。

フルパッケージコースのみ、模擬試験が含まれております。
※ただし、現役生の方は大学受験となるため対象外となりますので、ご了承ください。

Q オンライン教室の受講料金に、模擬試験は含まれていますか？

薬ゼミの講義及び薬ゼミの発刊物についての質問をさします。
なお、勉強方法などのご相談は担当チューターが対応致します。
※ただし、チューター制度はフルパッケージコースのみとなります。

Q 科目の質問が可能とありますが、どのような内容をさしますか？

特にありません。

Q 割引制度はありますか？

Q

マイページのIDをお持ちの方は、
ログイン後手順④へお進みください。

お申込み時

ID発行～ご利用時

お申し込み方法

お試しライセンス

薬ゼミホームページから、
「受講申し込み（マイページ）」ボタンをクリック

オンライン教室のコンテンツの一部をご利用いただける無料の「お試しライセンス」もご用意しています。
薬ゼミオンライン教室ページへアクセスし、「お試しライセンス申込はこちら」をクリックしてください。

ログイン情報の登録後、ログイン 『コース申込』をクリック 『オンライン教室』の
該当コースをクリック

http://www.yakuzemi.ac.jp/

      

ご利用開始後のご返金はいたしかねます。

Q 受講期間の途中で退会した場合、返金はありますか？

可能です。

Q 薬ゼミ（全日制）との併用は可能ですか？

可能です。ただし、自習スペースには限りがございます。事前にお問合せいただくようお願いします。

Q 薬ゼミの教室を自習で利用することはできますか？

その他

・Windows7
・Windows8.1
・Windows10
・Mac OSX

動作推奨環境

OS

・Android 5.0系～
・iOS 8～

OS

・Google Chrome
・Internet Explorer 11
・Safari
・Firefox
・Microsoft Edge

・VODBOX
・Flash Player
・Adobe Acrobat Reader

ブラウザ

・標準ブラウザ
　〉Google Chrome
　〉Safari
　〉Android 標準

・VODBOX

ブラウザソフトウェア アプリ

パソコン環境 タブレット・スマートフォン環境

1 「新規登録」ボタンをクリック2

3 4 5

無料！

https://yakuzemi.study.jp/rpv/



yakuzemi_support@yakuzemi.ac.jp

学校法人医学アカデミー

TEL：03-5766-0559
オンライン教室

あなたの PC、スマホが薬ゼミの教室になる


