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方の理解を深めます。

績を収めると奨励金が給付

・

年次のゼミナールは学科を

指定の資格試験で所定の成
される制度もあります。

士試験、公認会計士試験な

教育の理想を重視し、マンツーマンに近い指導や独自の
総合教育を実践。「 つのアート１つのハート」
をキャッ

芸術学部

「教えるのではなく、伝える」という芸術

す。修得した単位は60単位を限度に学部で定められた単

も充実しています。
「文」と「理」を融合した複合的な教育を

や日藝賞の実施など、
「日
藝」の魅力を広く社会に伝

展開し、専門知識・技術だけでなく幅広い視野と教養も
育みます。資格の取得を目指すコース科目は、教職、司

える多彩な活動に積極的に
取り組んでいます。

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
ションを推進するほか、提携企業との新製品の開発など
を通じて日本大学の研究成果を社会に還元しています。

文理学部

書教諭、司書、学芸員、社会教育主事から選択できます。
教員養成にも力を入れ、教職支援センターでは実践的指
導や相談への対応、迅速な情報提供を行い、学生を支援
します。少人数制の習熟度
別英語教育や、学部独自の
海外交流制度などにより、
グローバル化社会に不可欠
な語学力と国際感覚を磨く
ことができます。
経済学部
少人数の導入教育で自主性と創造性を養成
しながら、経済学の理論から実証までを体系的に身につ
けます。 年次以降はめざす将来に合わせてテーマを選
んで学習を進める「プログラム」や100以上あるゼミナー
ルなどで専門性を深めます。また、キャリアデザインセ
ミナーやインターンシップなど将来の自分を具体的にイ
メージするためのプログラ
ムを多彩に用意。語学力を
段階的に培う習熟度別の語
学教育を実施し、世界13カ
国17の大学と提携する留学
制度も充実しています。
商学部
年次からは基礎を、 年次からはコースに
分かれ体系的かつ合理的に専門知識を習得する学びのシ
ステムを用意しています。
「実学としての商学」
を重視し、
市場経済や企業活動などを幅広く学習し、社会環境の変

オープンキャンパス
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。

チフレーズに、芸術総合学部の特色を生かしたユニーク

国際関係学部

学科を横断して国際関係を学ぶ

つの

コースを含む つのコースを設置し、これからの国際社
会に対応する高度な国際感覚を培います。世界で生かせ
る13の言語を複数選択できる環境のもと、言語の資格取
得をめざす科目や国際化の進展を見据えた科目も充実し
ています。海外の大学と積
極的に交流を図り、短期か
ら長期まで多彩な国際交流
プログラムを展開し、実践
的な言語力と異文化理解力
を養うことができます。
危機管理学部
リーガルマインドとリスクリテラシー
を併せ持ち、危機管理学を統合的に理解する人材を養成
します。充実した少人数教育で早期から専門知識と実践
力を養うとともに、理論と実践の両立を重視し、実務経
験者の教員も配置しています。マーケティング戦略に基
づく独自の就職支援体制を
確立し、学生の希望に応じ
て「行政」
「企業」の つ
のキャリアプランを用意
し、目標に合わせたキャリ
ア教育を展開します。
スポーツ科学部 体育・スポーツ分野の需要拡大を踏
まえ、
スポーツに関する科学的研究の推進をめざします。
体育・スポーツという事象の中でも競争性の比重が高い

大学独自の奨学金制度は全国トップレベル
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。
○日本大学創立130周年記念奨学金（30万円／ 種〈一般入試出願前

予約採用型〉
：入学者250人、 種：在学生750人）
○日本大学特待生（甲種：授業料 年分および図書費、乙種：授業
料 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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東

横断して興味ある分野を選択でき、少人数制のきめ細か
な指導のもとで専門分野を探究します。司法試験や税理

な芸術教育を展開していま
す。産学協同プロジェクト

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
ミュニケーション能力、問題解決能力も養います。

406

外よりも低額で受講でき、

や、グローバル社会に求め
られる語学力を伸ばす制度

授業を受講する学部に、別途授業料を納める必要はあり

DATA・FILE

通して、現代社会で必要とされるリーガルマインドを身
につけます。初年次教育は少人数制で行い大学での学び

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

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

○教員数……2,713 ○職員数……1,362
○学生数……学 部 67,933（男46,390 女21,543）
大学院
2,889（男 2,155 女 734） （2017年5月）
○卒業生数……1,147,082
（2017年3月）
○校有地面積……約3,130万㎡
（2017年3月）
○蔵書数……約570万冊
（2017年4月）

や税理士、日商簿記など12
の資格取得支援講座は、学

ど難関国家試験の合格を支
援する つの学生研究室

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

規模の大きさときめ細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 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、きめ細かな指導が教育の特色となっています。

法律を中心とした社会科学の総合的な学びを

相互履修制度は自分の所

視野を広げる相互履修制度

大学GUIDE

法学部

たビジネスリーダーを養成します。さらに、公認会計士

関

ＴＯＰＩＣＳ

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
2019年に創立130周年を迎える日本大学では、
「日本大学教育憲章」を新たに掲げ、学生が共通に備
えていく能力を目標に掲げた全学的な教学改革に取り組んでいます。特に、大学の教育理念であ
る「自主創造
（＝自ら学ぶ、自ら考える、自ら道をひらく）
」の第一歩となる全学共通初年次教育科
目「自主創造の基礎」
を配置し、大学での学び方やキャリア形成への意識づけを行っています。

学部GUIDE

競技スポーツを対象に、コーチング学を中心とした実践

歯学部

都市型キャンパスで

育を実施し、
自治体や地域の歯科医療の現場で、リーダー

に学習します。学生の目標

として活躍できる歯科医師を養成します。「歯科学統合
演 習 」 やiPadを 導 入 し た

国税庁東京国税局、厚生労働省、JR東日本、みずほフィ

アメリカ・カナダ・ドイツ・中国などさまざまな地域

コース制を用意。人材ニー

させ、国家試験合格を支援

ズを分析したキャリア教育

します。教育・研究・臨床

遣留学生を経済的に支援するため、留学期間中の日本大

技研工業、千葉銀行、大林組、山崎製パン、ゆうちょ銀

も充実しています。

の融合を図るため、新校舎・
新歯科病院を建設中です。

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。

行、伊藤園、ローソン、スズキ、関電工、トヨタ自動車、
三菱電機、クリナップ、タカラスタンダード、東京電力、

東

ナンシャルグループ、大和ハウス工業、積水ハウス、第
一生命保険、大成建設、住友不動産販売、JR東海、清

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

理工学部

充実した導入教育と基礎学力を伸ばす個別

指導により、 年次からスムーズに大学の学びに入るこ
とができます。
「未来博士工房」や「テクノプレース15」
など、自主性や潜在能力を引き出す工房・研究施設も充
実。企業の採用活動を踏ま
えた実践的な就職支援講座
を 開 講 し、 学 部 を 挙 げ た
キャリア支援で夢の実現を
バックアップします。2018
年に新校舎が完成予定。
生産工学部

全学科でコース制を導入し、少人数制の

個別指導や、社会人基礎力を培う「生産実習（インター
ンシップ）
」などが特色です。「つくる」から「つかう」
まで、ものづくり全体の流れを俯瞰する力を身につけ、
生産工学系科目により即戦力となる経営管理能力を備え
た技術者を養成します。学
科横断型・選抜制の選択プ
ログラムや、 学科に日本
技 術者教育認定機構
（JABEE）認定コースなど
も展開しています。
工学部
人と環境にやさしい「ロハスの工学」をテー
マに、学内には風力・太陽光発電、雨水再資源化システ
ムなどを設置し、実社会でも活用される多彩なプロジェ
クトを展開しています。また、社会の要請に応え、医療
機器のスペシャリストを養成する臨床工学技士課程を機
械工学科と電気電子工学科
に設置しています。学部独
自の手厚い就職サポートも
特色で、首都圏の大学生と
大差のない就職活動を行う
ことが可能です。
医学部
医療従事者としての職業観や倫理観を早期か
ら磨き、人間性豊かな医師・医学研究者・教育者を育成し
ます。段階的かつ多面的なカリキュラムが組まれ、最先
端の高度医療を地域に提供する付属病院や関連施設での
診療参加型実習も実施。医
学英語教育は質・量ともに
国内トップクラスで、独自
のカリキュラムで医療の世
界で活用できる実践的な英
語力を養うことができます。
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授業などで教育環境を充実

国際交流

警視庁、東京都庁、千葉県庁、横浜市役

所、川崎市役所、東京消防庁、神奈川県庁、茨城県庁、

関

に応じ「アスリート」と「ス
ポーツサポート」の つの

主な就職先

年間の体系的な一貫教

理論の習得と、サポート科学に関わる専門知識も総合的

松戸歯学部

メディコデンタルサイエンス（医学的歯

また、短期間の海外研修としてイギリスのケンブリッ

科学）を教育基盤に、全人的な歯科医師を育成します。
優れた歯科医師を輩出するために教育・学修総合セン

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

ターや、学修カルテの作成・

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

活用など教育の質を高める
システムを構築し、ニーズ
が変化する歯科医療、多業
種協働で治療に当たる柔軟
で幅広い視野を養います。
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。生命の営みや地球環境を五感で体感できる
フィールドサイエンス教育や、海外との研究交流も積極
的に推進しています。東京
ドーム12個分の広大なキャ
ンパスに加え、演習林や臨
海実験所など、フィールド
サイエンス教育を支える学
外施設も充実しています。
薬学部 医薬品を適正に扱うための科学的な知識はも
ちろん、チーム医療の一員として活躍するための人間性
形成も重視しています。きめ細かな学生生活サポートや
総合大学のメリットを活かした実践的な学びを展開し、
共同研究など学部間交流も
盛んです。学部独自の合同
企業セミナーや各研究室で
の就職指導など、きめ細か
な就職支援を行い、高い就
職実績を実現しています。
短期大学部
キャンパスに 学科を設置。各学科に
関連する 年制の併設学部と密接に連携し、専門性の高
い講義・実習や単位互換制度なども充実しています。専
門性と実践力がバランス良く養うことのできる教育環境
です。日本大学をはじめとする 年制大学編入学希望者
には、学習指導や個別相談により徹底サポート。成績上
位者は推薦による編入学が可能です。総合大学のネット
ワークを生かした就職支援体制や各種資格取得講座など
も特色で、卒業後の進路を強力にバックアップします。
〈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

に実績のある大学で、現地教員による充実した指導を受
けられるプログラム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、恵まれた環境で
カレッジ生活を体験できます。

就職支援
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、全国から
万件を超える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
合同企業研究会・就職セミナー
ことができます。

資料請求

水建設、大塚商会、エイチ・アイ・エス、富士通、本田

SUBARUほか

（2017年

月卒業生）

入試GUIDE（2018年度参考）
・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。学部間併願だけでなく、同
一学部内の複数学科への併願も可能です。入学検定料は
18,000円（一部学部を除く）となります。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 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 期は法、経済、商、危機管理、スポーツ科各学部で
実施。
・C方式 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 期17学科・第
期 学科）、経済、商、国際関係、理工、生産工、工、
歯、松戸歯、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（10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（三
島校舎）で実施。〈公募制〉法、商、芸術（ 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（三島校舎）で実
施。
・自己推薦入試 短期大学部（船橋校舎）で実施。
※2019年度入試の入試期日、科目等は入試インフォメー
ション及び入学試験要項で確認してください。

学部紹介や入試データを掲載した2019年度版「進学ガイド＆入試インフォメーション」を
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/admission̲info/

資料請求方法：巻末ページの「パンフレット一括請求」をご覧ください。
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