
２０２２年度 日本大学文理学部 

編入学試験募集要項 
 

１ 募集年次，学科および募集人員 

 

２ 出願資格・資格審査 

① 出願資格 

下記一覧表の出願年次のいずれかの条件を満たす者。 

（備考）心理学科の２･３年次,地球科学科の２年次,数学科の２･３年次編入学を希望する場合は,出願前に行う 

資格審査の前に，希望する学科に次の事項を入力して，メール送信してください。メール受信後，当該 

学科から編入学に係る留意事項をメールで送信します。 

①氏名（漢字），②氏名（カナ），③電話番号，④〇〇学科に○年次編入学を希望する旨件名に 

 「○年次編入学希望」と入力してください。 

心理学科：psyadmin@ml.chs.nihon-u.ac.jp 

地球科学科：info-geo@ml.chs.nihon-u.ac.jp 

数学科：メールフォームより送信 （http://www.math.chs.nihon-u.ac.jp/?page_id=380） 

      史学科の出願については，事前に史学科事務室（03-5317-9703）に問い合わせてください。 

      ※入学後に教職課程を履修予定の場合は，事前に教職センター(03-5317-8584)までご連絡ください。 

② 資格審査 

上記「①出願資格」を満たしているもののうち，つぎの資格審査対象者は審査が必要になります。 

出願の前に資格審査要領により手続きをしてください。 

募集年次 募    集    学    科 募集人員 

２年次 

【全学科】 

哲学科・史学科・国文学科・中国語中国文化学科・英文学科・ドイツ文学科・ 

社会学科・社会福祉学科・教育学科・体育学科・心理学科・地理学科 

地球科学科・数学科・情報科学科・物理学科・生命科学科・化学科 
いずれも 

若干名 

３年次 
哲学科・史学科・国文学科・中国語中国文化学科・英文学科・ドイツ文学科・ 

教育学科・心理学科・地理学科 

数学科・情報科学科・物理学科・生命科学科・化学科 

 【２年次編入】 【３年次編入】 

１ 短期大学卒業者（２０２２年３月卒業見込みの者を含む） 

２ 大学卒業者（２０２２年３月卒業見込みの者を含む） 

３ 高等専門学校卒業者（２０２２年３月卒業見込みの者を含む） 

４ 
大学に１年以上在学し，３４単位以上を修得した者 

（２０２２年３月修得見込みの者を含む）。 

ただし，本大学他学部からの受験はできない。 

大学に２年以上在学し，６２単位以上を修得した者 

（２０２２年３月修得見込みの者を含む）。 

ただし，本大学他学部からの受験はできない。 

５ 
専修学校の専門課程のうち，修業年限２年以上で総授業時間数１７００時間以上の課程 

（修了者に対して専門士の称号が付与される）を修了した者（２０２２年３月修了見込みの者を含む） 

６ 海外の大学及び海外の短期大学卒業者 （２０２２年３月までに卒業見込みの者を含む） 

対象者 
【２年次編入】 海外の大学及び海外の短期大学の在学者・卒業者並びに地球科学科及び化学科出願希望者のみ 

【３年次編入】 出願希望者全員 

要 領 

受付期間・ 

受付先 
２０２１年９月１３日(月)～９月１７日(金)【必着】 文理学部入学センター 

提出方法 郵送（簡易書留等配達証明付郵便で郵送すること）  

提出書類 

①資格審査申請書（本学指定用紙） 

②卒業又は在籍中の学校の授業内容を明記したシラバスのコピー 

（申請者の修得および履修している科目のみ） 

③成績証明書 

※海外の大学及び海外の短期大学在学者は③のほか高等学校の卒業証明書及び成績証明書を併せて

提出すること 

④出願資格確認用紙 

※海外の大学及び海外の短期大学在学者・卒業者のみ対象。 

⑤履修証明書（履修科目及び単位数が記載された証明書） 

※証明書が発行されない場合は，履修登録確認用紙などに学校の証明印を押印のこと 

⑥審査結果返信用封筒（定形封筒に８４円切手を貼付し，返送先住所，氏名を記入のこと） 

結果通知 
１０月１５日（金）に本人宛て郵送にて通知。 

資格審査を通ったものは，残りの出願書類及び検定料について，「３ 出願手続」により提出すること。 
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３ 出願手続 

①出願期間 ２０２１年１０月１８日(月)～１０月２９日(金) 出願締切日郵送必着のこと。 

②出 願 先 日本大学文理学部入学センター 〒156-8550 東京都世田谷区桜上水３－２５－４０  

③出願書類・検定料 

  （１）入学志願票 写真(縦４ｃｍ×横３ｃｍ，最近３か月以内撮影)は，志願票と受験票に各１枚，同 

一のものを貼付（本学指定用紙）。 

  （２）卒業証明書等 卒業見込みの者は卒業見込証明書／上記[２出願資格・資格審査，①出願資格の 

「４」]の該当者で在学者は在学証明書，途中退学者は退学証明書。 

  （３）成績証明書 

  （４）履修証明書 履修科目及び単位数が記載された証明書（証明書が発行されない場合は，履修登録確 

認用紙などに学校の証明印を押印のこと）。 

（５）検 定 料 35,000円 ※受験生本人の氏名にて，以下の口座へお振込み願います。 

                         

      

      

      

      

<注> いったん納入された入学検定料は，いかなる理由があっても返還しない。 

（６）受験票返信用封筒  返信先の住所，氏名を明記のこと。 

  （７）上記「２出願資格・資格審査」，（１）出願資格「５」の該当者は，他に専修学校が発行する修業 

年限２年以上で，かつ修了に必要な総授業時間数が 1700 時間以上の専門課程を修了(見込みを含む) 

したことを証明する証明書（専門士の資格が明記されている）を提出のこと。 

④出願方法 

上記「３出願手続③」の出願書類・検定料と受験票返送用封筒（返信先住所・氏名を記入）を出願用封筒 

に入れ，必ず簡易書留等配達証明付郵便で送付のこと。 

 

４ 試験日時および試験場 

① 試験日時 ２０２１年１１月１３日（土） 

 

 

 

② 試験場  日本大学文理学部 

 

５ 試験科目 

① 外国語科目 英語・ドイツ語・中国語のうち１か国語選択のこと。  

ただし，英文・地理・地球科・数・情報科・物理・生命科・化学科は英語，中国語中国文化学 

科は中国語とする。 

（哲・史・国文・ドイツ文・社会・社会福祉・教育・体育・心理学科に出願する者は，選 

択する外国語を志願票の志望学科第２希望欄に記入のこと。受験者は，自分の第１言語 

を選択することはできない。外国人受験者は出願前に教務課入試係まで問い合わせるこ 

と。） 

② 学科指定科目  出題内容は次の表による 

学 科 出 題 内 容 学 科 出 題 内 容 学 科 出 題 内 容 

哲 
 哲学・倫理学・美学・宗

教学のうちから１科目選択 
社会   社会学 地球科  地学 

史  歴史学 社会福祉 社会福祉学 数 
 数学(微分・積分，線形代数，論

理・命題) (注1) 

国文  日本語学・日本文学 教育  教育学（基礎知識） 情報科 

２年次：数学(微分・積分，線形代

数)，プログラミング(Processing) 

３年次：数学(微分・積分，線形代

数)，プログラミング(Ｃ言語) 

中国語 

中国文化 
 中国文化一般 体育  保健体育一般 物理  数学(微分・積分，線形代数) 

英文 
 英語学・英米文学の基礎

知識 
心理 

 心理学(英語による出題

を含む) 
生命科 生物 

ドイツ文 
 ドイツ語･ドイツ事情(日

本語)  
地理 地理学の基礎知識 化学  化学 

集合時間 外国語科目 学科指定科目 口頭試問 

９：３０ １０：００～１１：００ １１:３０～１２:３０ １３:３０～ 

三井住友銀行 

支店名：下高井戸支店 

口座番号：（普）３７８７４９３ 

振込先：ニホンダイガクブンリガクブ 

振込期限：出願期間最終日の正午まで 

※振込手数料は，各自でご負担ください。 



（注１）数学科の３年次への編入については，学科指定科目の内容に学科専門科目（代数，幾何，解析， 

確率，統計）を付け加えて出題する。 

③ 口頭試問 

 

６ 合 格 発 表  ２０２１年１２月１日（水） 合格者のみ本人宛に通知を郵送。 

 

７ 入学手続締切期日  ２０２１年１２月１６日（木） 

 

８ 編入学後の単位認定等 

編入年次 認定単位 ＊卒業に必要な最低単位数 修業年数 在籍可能年数 

２年編入 上限４０単位 
１２４～１３０単位 

３年 ７年 

３年編入 上限６０単位 ２年 ６年 

  ＊編入する学科によって認定単位は異なります（各学科で定める条件を含む）。 

 

９ 編入学の取消し  編入学試験に合格し，編入学手続を完了していても，出願資格を満たしていない者及び 

修得単位数を２０２２年３月３１日までに修得できなかった者（修得見込み者を含む） 

は，入学許可を取消す。 

 

10 ２０２２年度編入学者納入金 

   ※以下の授業料等は参考金額であり，入学学年によって異なる場合があります 

 （単位：円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎は入学時のみ納入。○は前期・後期で分割納入。△は前期に毎年納入。 

 ＊卒業年度に校友会正会員会費初年度分を１万円納入。 

    ※特定のコースや実習等を履修する場合，別途費用が発生する場合があります。 

学 科 
 

項 目 

哲・ 

英文・ 

ドイツ文 

史・ 

国文 

中国語中国文化・ 

社会・ 

教育 

社会福祉 体育 心理 

入学金    ◎ 260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 

授業料    ○ 830,000 830,000 830,000 830,000 830,000 830,000 

施設設備資金 ○ 190,000 190,000 190,000 200,000 220,000 220,000 

実験実習料  ○ 10,000 20,000 25,000 60,000 80,000 70,000 

後援会費   ○ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

校友会費 

（準会員）    △ 
10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

入学手続時納入金額 800,000 805,000 807,500 830,000 850,000 845,000 

初年度納入金額 1,330,000 1,340,000 1,345,000 1,390,000 1,430,000 1,420,000 

次年度以降納入金額 1,070,000 1,080,000 1,085,000 1,130,000 1,170,000 1,160,000 

学 科 
 

項 目 

地理 地球科 数 情報科 物理 
生命科・ 

化 

入学金    ◎ 260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 

授業料    ○ 1,060,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 

施設設備資金 ○ 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 

実験実習料  ○ 60,000 60,000 70,000 80,000 110,000 140,000 

後援会費   ○ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

校友会費 

（準会員）    △ 
10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

入学手続時納入金額 965,000 985,000 990,000 995,000 1,010,000 1,025,000 

初年度納入金額 1,660,000 1,700,000 1,710,000 1,720,000 1,750,000 1,780,000 

次年度以降納入金額 1,400,000 1,440,000 1,450,000 1,460,000 1,490,000 1,520,000 



※既納の納入金返還手続について 

入学手続完了後（入学時納入金を全額納入した後）に，やむをえない理由によって本学への入学を辞退す

る場合は，電話により２０２２年３月３１日（木）１７時までに入試係へ申し出てください。申し出を受理

しますと，「入学辞退願」を本学より送付いたしますので，必要事項を記入の上，既送の「入学許可書」と

併せて速やかに返送してください。手続き終了後，入学金を除く入学時納入金（諸会費等を含む）は返還い

たします。ただし，いったん提出された入学手続書類及び入学金は返還いたしません。なお，２０２２年４

月１日（金）以降に申し出があった場合は，本学に学籍が生じておりますので，入学手続書類及び入学金を

含む入学時納入金は返還いたしません（日本大学学生生徒等総合保障制度については，約款の定めるところ

による）。 

【注意】①入学辞退の申し出受理に際しては，直接本人の意思確認をさせていただきます。 

②入学辞退の申し出を，本学が受理した後の辞退の取消しは認めません。 

③「入学辞退願」が提出されない場合，入学金を除く入学時納入金の返還手続きができませんので， 

必ず提出してください。 

 

【個人情報の取扱いについて】 

  日本大学（短期大学部を含む）では，出願書類にご記入いただきました志願者の氏名・住所等の個人情報

は，入学試験の出願受付，実施，合格発表，さらには入学に至る一連の手続きと，日本大学で学生生活を始

めるに当たって必要となる書類・お知らせ等の送付及び入学者データの統計処理のために使用いたします。 

  なお，日本大学はこれらの業務の一部を業者に委託する場合があります。この場合，日本大学及び当該業

務の委託を受けた業者は，上記利用目的の達成に必要な範囲を超えて志願者の個人情報を利用することはあ

りません。 

【入学許可の取消し】 

  入学許可後に出願資格・出願要件を満たしていないことが判明した場合は，入学を取消します。 

 

日 本 大 学 文 理 学 部 

編入学試験担当部署 教務課入試係 

〒156-8550 東京都世田谷区桜上水 ３－２５－４０ 

電話 03（5317）9380 

 


