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ゼミナールでの発表や討論を通してビジネススキルを磨
きます。低額で受講できる資格支援講座を開設し、各種
資格試験合格者には奨励金
も支給。語学教育にも力を
入れ、国際的なビジネスの
場で通用する水準まで段階
的に英語力を高めていくこ
とができます。
芸術学部 　「教えるのではなく、伝える」という芸術
教育の理想に重点を置き、講師陣は第一線で活躍する
アーティストやクリエイターで構成。他学科の学生との
交流を芸術創造に生かす講座や、複数学科で合同制作す
るコラボレーションなども
実施しています。「日藝」
の魅力を社会に発信する創
作活動や産学協同プロジェ
クトなどにも積極的に取り
組んでいます。
国際関係学部 　入学直後から積極的なキャリア形成支
援を展開。2年次にコースを選択、2年次後期からゼミ
ナールに所属し国際社会の多様な課題に対応する専門知
識や高度な国際感覚を養います。実践的な語学力と教養
を身につけるために13言語からいくつも選択できる体制
や英語で国際交流や日本文
化を学ぶ科目も開講。海外
19大学と学部が独自に提携
しているほか、学位取得や
海外ゼミなど多彩なプログ
ラムを展開しています。
危機管理学部 　社会の現場で危機管理を実践できる、
リーガルマインドとリスクリテラシーを併せ持つ人材を
育成します。2年次から選択できる履修モデルは災害マ
ネジメント、パブリックセキュリティ、グローバルセキ
ュリティ、情報セキュリティの4つ。理論と実践を重視
し、実務経験者の教員によ
る教育体制も充実していま
す。キャリア教育は行政
キャリア、企業キャリアの
2つのプランを用意してい
ます。
スポーツ科学部 　日本大学がこれまで世界レベルのト
ップアスリートを数多く輩出してきた実績と、これまで
培ってきたスポーツ文化を踏まえ、スポーツ科学部を設

法学部 　法律をはじめとした社会科学を総合的に学ぶ
5つの学科があり、現代社会で必要とされる幅広い教養
や視野を身につけます。少人数制の初年次教育で基礎を
しっかり学び、学科を越えて選択できる多くのゼミナー
ル（3年次より入室）ではきめ細かな指導で興味ある分
野を探究します。司法試験や税理士試験といった国家試
験や国家公務員採用総合職
試験の合格を目指す学生を
支援する6分野の学生研究
室を設置し、学生の目標達
成に向けて教職員一体とな
りサポートしています。
文理学部 　人文系、社会系、理学系の3系統18学科を
擁し、「文」と「理」が融合した複合的な教育と研究を行っ
ています。資格の取得を目指すコース科目は、教職、司
書教諭、司書、学芸員、社会教育主事から選択できます。
教員養成に力を入れ、教職支援センターが専門家の指導
による教職支援行事や疑問・質問への対応などの手厚い
バックアップを実施。英語
教育は習熟度別の少人数ク
ラスやネイティブ教員の授
業で語学力と国際感覚を養
い、国際社会で活躍できる
力を養います。
経済学部 　景気や環境、国際関係、福祉などさまざま
な経済事象や社会問題を論理的に分析・解明できる幅広
い視野と経営やマーケティング手法などの実践力を身に
つけます。2年次からは100以上ある少人数制ゼミナー
ルで特定の専門分野の研究を深めます。早期から将来像
を描くプログラムを数多く展開。グローバルな教養や高
度な語学力が身につく留
学・研修プログラムも豊富
です。交通アクセスの便利
な都心型キャンパスで、
2017年4月には新校舎が完
します。
商学部 　市場経済や企業活動を実学として幅広く学
び、社会環境の変化に対応できる応用力や実践力、創造
性を持ったビジネスリーダーを養成します。2年次から
7つのコースで基礎から応用へと学びながら、約70ある

学部GUIDE

規模の大きさときめ細やかな教育が両立する総合大学
　日本大学は、人文・社会・自然科学のほとんどすべて
の学問領域をカバーする16学部87学科と大学院、さらに
短期大学部、通信教育部を擁する日本最大級の総合大学
です。総学生数は約8万人（学部、通信教育部、短期大
学部、大学院の総合計）、卒業生は110万人を超え、政財
官界や法曹・教育界、マスコミ、芸術・文化、スポーツ
など、社会のあらゆる分野で実績を築き上げています。
　大学のスケールと対照的に、専門科目の講義やゼミ
ナール、実験・実習などの多くが少人数形式で行われて
おり、きめ細やかな指導が教育の特色となっています。
教養教育と専門教育 　専門知識の理解を深め、それを
実社会で活用していくには幅広い高度な教養が必要で
す。日本大学は教養教育にも力を入れることで、自ら考
え、自ら道を切り開き、自ら創造できる「自主創造」の
力を持つ人材の養成を目指します。また、幅広い教養を
基盤に専門領域の基礎知識や学問研究の方法と姿勢を学
ぶ専門教育は、その多くが少人数形式で行われ、フィー
ルドワークなどの体験型プログラムやグループワークな
どを通して、知識や技術とともにリーダーシップやコ

大学GUIDE

ミュニケーション能力、問題解決能力も養います。
視野を広げる相互履修制度 　相互履修制度は自分の所
属学部・学科以外の授業を受講できる制度で、裾野の広
い学びのフィールドをもつ日本大学ならではの特色で
す。修得した単位は60単位を限度に学部で定められた単
位まで卒業単位に算入でき、各学部の受講受け入れ科目
は合計2,000科目を超えます。他学部のキャンパスで受
講するため、他学部の学生や教員と交流することもでき、
より充実したキャンパスライフを過ごせます。本制度で
授業を受講する学部に、別途授業料を納める必要はあり
ません。
総合大学の研究力を生かした多彩な研究活動を展開 　
　総合大学であるとともに、32の研究所、約3,000人の
研究者を有する研究機関としての顔も持つ日本大学で
は、多岐にわたる専門的な研究を展開しています。科学
研究費助成事業の獲得や、企業などとの連携により外部
から研究資金を導入し、学生に高度な教育・研究環境を
提供しています。また、総合大学ならではの全学横断的
な学術研究の促進・高度化を実践し、日本大学発イノベー
ションを推進しています。
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自主創造の教育理念のもと、変化の激しい時代のニーズに柔軟に対応する教育プログラムを実践
日本人としての主体性を認識し、広く世界的視野で物事を捉え自ら判断し積極的に行動する「自
主創造」の気風に満ちた人材を養成します。

学部別にオープンキャンパス・進学相談会を開催。
※ 日程等詳細が決定次第、大学ホームページでお知らせしますの
で、ご確認ください。

○教員数……2,792　○職員数……1,386　
○学生数……学　部　67,909（男46,482　女21,427）
　 　 　 　 大学院　 2,768（男 2,087　女   681） （2016年5月）
○卒業生数……1,130,385 （2016年3月）
○キャンパス面積……約3,130万㎡ （2016年3月）
○蔵書数……約568万冊 　（2016年4月）

オープンキャンパスDATA・FILE
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トップハガキ

200円

6月中旬

資料請求

完成時期

請求ハガキ

料　金

　経済的な理由で学業を続けるのが困難な学生や、学業成績・人物

の優秀な学生を対象として、60種類以上の奨学金制度が設けられて

います。右にあげる制度のほか、各学部独自の奨学金制度もあります。

給付・貸与総額は全国でもトップレベルです。

大学独自の奨学金制度は全国トップレベル
○日本大学特待生（甲種：授業料1年分および図書費、乙種：授業

料1年分）　○日本大学アスリート奨学金（入学金・授業料・施設

設備資金相当額および図書費）　○日本大学事業部奨学金（24万円）

○小澤奨学金（12万円） ○オリジナル設計奨学金（20万円）ほか
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資料請求方法：巻頭カラーページの「パンフレット一括請求」をご覧ください。
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置。体育・スポーツの中でも競争性の比重が高い競技ス
ポーツを対象に、コーチング学を中心とする実践理論と
サポート科学に関わる知識
を総合的に学習します。ア
スリートキャリアデザイン、
スポーツ・インターンシッ
プなどの科目を設け、キャ
リア教育も充実しています。
理工学部 　導入教育が充実し、専門分野への動機付け
や学習技術を習得するための指導、基礎科目を学ぶ基礎
講座や個別指導などを実施。7つの工房（プロジェクト）
を拠点に学生の潜在能力を引き出します。最新鋭の総合
実験施設「テクノプレース
15」など設備が充実し、官
公庁や企業との共同研究や
受託研究に活用されていま
す。きめ細かな就職支援も
特色です。
生産工学部 　全学科コース制を導入し、少人数制のき
め細かな教育を実践。工学系専門分野とともに、生産技
術や経営管理能力の習得にも力を入れ、工学の先端技術
と経営のわかる技術者を養成します。生産実習（インター
ンシップ）が全員必修なのも大きな特徴です。
　電気電子工・土木工・応
用分子化・数理情報工の4
学科は、日本技術者教育認
定機構（JABEE）認定コー
スを設置しています。

工学部 　人と地球にやさしい「ロハス（LOHAS＝
Lifestyles of Health and Sustainability）の工学」
をテーマに、教育・研究・開発活動を推進。工学基礎力
の養成に力を入れ、実験・実習を重視。学生を少人数の
グループに分け、複数の教員が指導を行っています。ま
た、機械工・電気電子工学
科に設置している「臨床工
学技士課程」では、工学と
医学の知識・技術を持つ、
臨床工学技士を養成してい
ます。
医学部 　人間性あふれる医師・医学研究者の養成を目
指し、講義や体験学習を通して早い段階から医学従事者
の職業観や倫理観、職業意識を養います。多面的に学習
を進めるPBLテュートリアル、最先端の医療を提供す
る関連施設での診療参加型
実習などを展開。医学英語
教育は国内トップクラス
で、医療現場ですぐに活用
できる実践的な英語力が身
につきます。

歯学部 　歯学界でリーダーシップをとることができる
優れた歯科知識と技術、人間性を備えた歯科医師の養成
を目指し、テュートリアル
形式の教育などにより主体
性や課題探求能力を高めま
す。最新の医療システムに
触れられる教育環境も特徴
です。2018年に新歯科病院、
2021年に新校舎が完成予定です。
松戸歯学部 　医学的歯科学の観点から、基礎歯科医学
と基礎医学で構成される「学問体系別講義」と、1つの
テーマを多様な分野の教員が担当する「統合型講義」を
連携させた総合的な教育を
展開。医科歯科連携外来が
ある付属病院での臨床実習
を通して、多職種連携の広
い視野と知識・技能を有す
る歯科医師を養成します。
生物資源科学部 　「生産・利用科学」「生命科学」「環
境科学」を柱に、21世紀の諸問題に対処する専門家を養
成します。研究室は100以上、国内トップクラスの一大
複合研究拠点です。生物と地球を肌で感じることを学び
の基本とし、総合的フィー
ルドサイエンス教育を通し
てチャレンジ精神や広い視
野が養われます。実践的な
学習ができる充実した施
設・環境を整備しています。
薬学部 　専門知識・技能とともに豊かな人間性を重視
し、チーム医療の一員として役割を果たすために必要な
態度と技能を身につけます。1年次の「早期臨床体験」
や5年次の「薬学実務実習」など付属病院や関連施設と
連携した実習を行っていま
す。総合大学のメリットを
生かし、医療系学部や、医
療機器の研究に取り組む理
工系学部との研究交流など
も盛んです。
短期大学部 　2キャンパスに5学科を設置。各学科に
関連する4年制の併設学部と密接に連携し、学部の施設・
設備が利用できます。学部教員による専門性の高い講義・
実習が受けられ、単位互換制度も充実しています。効率
的に専門知識と実践力を養うことができるように、主専
攻分野や研究室など、一人ひとりの興味や進路に合わせ
て選択できるカリキュラムが整っています。成績上位者
は推薦により4年制学部への編入学が可能です。資格取
得支援や就職支援にも力を入れています。
〈三島キャンパス〉ビジネス教養学科／食物栄養学科
〈船橋キャンパス〉建築・生活デザイン学科／ものづく
り・サイエンス総合学科／生命・物質化学科

学部紹介や入試データを掲載した2018年度版「進学ガイド＆入試インフォメーション」は、
４月から2018年２月末まで申し込みを受け付けます。ご希望の方は、日本大学ホームペー
ジの資料請求フォームよりお申し込みください（送料200円後納）。６月中旬発送開始予定。

日本大学HP　http://www.nihon-u.ac.jp/admission_info/
資料請求

　アメリカ・カナダ・ドイツ・中国などさまざまな地域
の大学等と学術交流協定等を結び、教職員・留学生の派
遣・受け入れ、共同研究などを行っています。交換・派
遣留学生を経済的に支援するため、留学期間中の日本大
学の授業料の減免や派遣先大学の授業料の免除、奨学金
の給付なども行っています。
　また、短期間の海外研修としてイギリスのケンブリッ
ジ大学ペンブルック・カレッジ及びアメリカのエリザベ
スタウン・カレッジでのサマースクールと、オーストラ
リアのボンド大学付属英語研修機関でのスプリングス
クールを実施しています。いずれも英語教育プログラム
に実績のある大学で、現地教員による充実した指導を受
けられる研修として評価を得ています。特にケンブリッ
ジ大学ペンブルック・カレッジには、日本大学との共同
出資で設けられた学生寮があり、その環境や現地学生と
の交流が参加学生に大好評です。

　日本大学では、学生がホームページやSNSなどのweb
からの情報だけに頼らず、実際に自分が足を運んで得た
リアルな情報を基にした、コミュニケーション重視の就
職活動を行うことを方針としており、全国トップクラス
の規模となる人事担当者の講演や担当者と直接面談でき
る「日本大学合同企業研究会・就職セミナー」をはじめ
とする全学対象の就職支援プログラムを数多く開催して
います。また、あらゆる分野で活躍する卒業生の実績に
より、社会から高い期待を寄せられており、毎年全国か
ら1万件近い求人依頼があります。総合大学としての力
に加え、卒業生の絆が在学生の就職活動を支えており、
「就職力が身につく日本大学」として評価されています。
　さらに、日本大学の学生向けの「NU就職ナビ」は、
約16万件の企業情報
や約１万件の求人情
報のほか、先輩たち
の就職活動報告書な
どが掲載されてお
り、時間を上手に活
用して情報収集する
ことができます。

国際交流

就職支援

合同企業研究会・就職セミナー

主な就職先 　大林組、鹿島建設、清水建設、積水ハウ
ス、伊藤園、凸版印刷、大塚製薬、NTN、富士通、三
菱電機、スズキ、本田技研工業、東京電力、JTB首都圏、
全日本空輸、日本通運、JR東日本、東京地下鉄、セブ
ン－イレブン・ジャパン、三越伊勢丹、みずほフィナン
シャルグループ、三井住友銀行、三菱東京ＵＦＪ銀行、
横浜銀行、東京都民銀行、SMBC日興証券、野村證券、
日本生命保険、日本郵便、京王プラザホテル、博報堂、
オリエンタルランド、法務省、経済産業省、国土交通省、
埼玉県教育委員会、東京都特別区、東京消防庁ほか
 （2016年3月卒業生）

・A方式　各学部等が独自に実施する試験です。試験に
より学部本校舎以外にも試験場を設ける場合があります。
全学部と短期大学部全学科で実施。
・N方式　同一試験日、同一問題で複数の学部（学科）
を併願することができます。入学検定料割引制度が適用
されます。試験により地方試験場を設ける場合がありま
す。N方式第1期は全学部（一部実施しない学科もあり
ます）及び短期大学部、第2期は法、経済、商、危機管
理、スポーツ科各学部で実施。法学部においては第一部
（昼間部）、第二部（夜間部）との併願も可能。
・C方式　大学入試センター試験（平成29年度大学入試
センター試験）の得点を利用して合否を判定します。法
（第一部）、文理（第1期17学科・第2期8学科）、経済、商、
国際関係、理工、生産工、工、歯、松戸歯、生物資源科、
薬各学部、短期大学部で実施。
・CA方式　大学入試センター試験と学部独自の試験の
得点の合計点で合否を判定します。理工、工各学部で実施。
・一般推薦入試　〈指定校制〉法、文理（9学科）、経済、
商、国際関係、スポーツ科、理工、生産工、工、松戸歯、
生物資源科（獣医学科を除く）、薬各学部、短期大学部（2
学科）で実施。〈公募制〉法（第一部）、商、芸術（7学
科）、国際関係、危機管理、理工、生産工、工、歯、松
戸歯、生物資源科、薬各学部、短期大学部で実施。
・AO入試　法（法律学科第一部〈法職課程〉）、文理（10
学科）、経済、芸術、国際関係、スポーツ科、理工、生
産工、工、松戸歯各学部、短期大学部（2学科）で実施。
・自己推薦入試　短期大学部（3学科）で実施。
※ 最終的な入試期日、科目等は必ず入学試験要項で確認
してください。

入試GUIDE（2017年度参考）


