
 

 

 

平成３０年度日本大学･日本大学短期大学部入学試験期日･科目等一覧 
【外国人留学生入試】 

学部等 昼･夜 学  科 期  日 選考方法 

法学部 昼 法律学科，政治経済学科，新聞学
科，経営法学科，公共政策学科 

日本留学試験を利用した試験 
 第１期  10月 22日(日) 
 第２期  平成 30年 2月 24 日(土) 

①日本留学試験(日本語･総合科目〈出題言語は｢日本語｣〉) 
②小論文(日本語) 
③口述試験(日本語) 

文理学部 昼 哲学科 第１期(本校試験)  11月 18 日(土) 
第２期(日本留学試験を利用した試験) 

平成 30年 1 月 27日(土) 

第１期：①小論文(出題言語は日本語)※哲学･倫理学･美学･宗教学に関するテーマから一題選択 
    ②語学試験(英語) ③口述試験 
第２期：①日本留学試験(日本語) ②口述試験 

 昼 史学科  第１期：①小論文(出題言語は日本語)※歴史に関する基礎知識 ②語学試験(英語) ③口述試験 
第２期：①日本留学試験(日本語，総合科目(出題言語は日本語)) ②口述試験 

 昼 国文学科  第１期：①日本語･日本文学の基礎(出題言語は日本語) ②語学試験(英語) ③口述試験 
第２期：①日本留学試験(日本語，総合科目(出題言語は日本語)) ②口述試験 

 昼 中国語中国文化学科  第１期：①小論文(出題言語は日本語) ②語学試験(英語) ③口述試験 
第２期：①日本留学試験(日本語，総合科目(出題言語は日本語または英語)) ②口述試験 

 昼 英文学科  第１期：①英米文学･英語学に関する小論文(出題言語は日本語) ②語学試験(英語) ③口述試験 
第２期：①日本留学試験(日本語，総合科目(出題言語は英語)) ②口述試験 

 昼 ドイツ文学科  第１期：①人文学に関する基礎知識(出題言語は日本語) ②語学試験(英語) ③口述試験 
第２期：①日本留学試験(日本語，総合科目(出題言語は日本語)) ②口述試験 

 昼 社会学科  第１期：①小論文(出題言語は日本語) ②語学試験(英語) ③口述試験 
第２期：①日本留学試験(日本語) ②口述試験 

 昼 社会福祉学科  第１期：①社会福祉に関する小論文(出題言語は日本語) ②語学試験(英語) ③口述試験 
第２期：①日本留学試験(日本語，総合科目(出題言語は日本語)) ②口述試験 

 昼 教育学科  第１期：①教育に関する基礎的知識(出題言語は日本語) ②語学試験(英語) ③口述試験 
第２期：①日本留学試験(日本語，総合科目(出題言語は日本語)) ②口述試験 

 昼 体育学科  第１期：①保健体育(出題言語は日本語) ②語学試験(英語) ③口述試験 
第２期：①日本留学試験(日本語) ②口述試験 

 昼 心理学科  第１期：①読解と作文(出題言語は日本語(一部英語を含む)) ②語学試験(英語) ③口述試験 
第２期：①日本留学試験(日本語，総合科目(出題言語は日本語)) ②口述試験 

 昼 地理学科  第１期：①地理学の基礎知識(出題言語は日本語) ②語学試験(英語) ③口述試験 
第２期：①日本留学試験(日本語，総合科目(出題言語は日本語)) ②口述試験 

 昼 地球科学科  第１期：①地球科学に関する一般的教養(出題言語は日本語) ②語学試験(英語) ③口述試験 
第２期：①日本留学試験(日本語) ②口述試験 ③専門試験(地球科学(出題言語は日本語)) 

 昼 数学科  第１期：①数学(出題言語は日本語) ②語学試験(英語) ③口述試験 
第２期：①日本留学試験(日本語，数学(コース２，出題言語は日本語)) ②口述試験 

 昼 情報科学科  第１期：①数学(出題言語は日本語) ②語学試験(英語) ③口述試験 
第２期：①日本留学試験(日本語，数学(コース２，出題言語は日本語)) ②口述試験 

 昼 物理学科  第１期：①数学(出題言語は日本語) ②語学試験(英語) ③口述試験 
第２期：①日本留学試験(日本語，数学(コース２，出題言語は日本語)) ②口述試験 

 昼 生命科学科  第１期：①数学(出題言語は日本語) ②語学試験(英語) ③口述試験 
第２期：①日本留学試験(日本語，理科(２科目自由選択，出題言語は日本語)) ②口述試験 

 昼 化学科  第１期：①化学(出題言語は日本語) ②語学試験(英語) ③口述試験 
第２期：①日本留学試験(日本語，理科(化学，他１科目自由選択，出題言語は日本語)) ②口述試験 

経済学部 昼 経済学科(国際コースを除く)･産
業経営学科･金融公共経済学科 

日本留学試験を利用した試験〈個別試験を伴う試験〉 
 10月 15日(日) 
 

日本留学試験（日本語），論文(日本語で解答)，面接 

   日本留学試験を利用した試験 日本留学試験(日本語，総合科目，数学(コース１またはコース２)) 
 

商学部 昼 商業学科，経営学科，会計学科 日本留学試験を利用した試験 12月 9日(土) 
 

①書類選考 ②日本留学試験(日本語) ③英語検定試験 ④口述試験 

芸術学部 昼 写真学科 本校試験 
11月 26日(日) 

①小論文(60 分･600字) 
②面接 
 

 昼 映画学科  ①小論文あるいは実技 
 映像表現･理論，監督，撮影･録音コース：小論文(100分･1，000字程度) 
 演技コース：基礎的な音声及び身体表現 
②面接 



 

 

 昼 美術学科  ①実技 
 絵画コース：油彩による静物画(アクリル絵の具併用可)(6時間) 
 彫刻コース：デッサン（鉛筆・木炭のいずれかを選択し，モノと空間を描く）（6時間） 
②面接 

 昼 音楽学科  ①実技(一部のコースで小論文も実施) 
 作曲･理論コース：作曲－(1)作曲 (2)和声または楽典 (3)ピアノ (4)ソルフェージュ 
          理論－(1)小論文(60 分･800字程度) (2)楽典 (3)ピアノ (4)ソルフェージュ 
 音楽教育コース：(1)小論文(60分･800 字程度) (2)楽典 (3)ピアノ (4)声楽 (5)ソルフェージュ 
 声楽コース：(1)声楽 (2)楽典 (3)ピアノ (4)ソルフェージュ 
 ピアノコース：(1)ピアノ (2)楽典 (3)ソルフェージュ 
 弦管打楽コース：(1)それぞれの専攻する弦楽器，管楽器または打楽器 (2)楽典 (3)ピアノ  

(4)ソルフェージュ 
 情報音楽コース：(1)小論文(60分･800 字程度) (2)演奏またはソルフェージュ 
②面接 

 昼 文芸学科  ①小論文または作文(60分･800字) 
②面接 
 

 昼 演劇学科  ①作文あるいは実技 
 劇作，演出，照明，企画制作コース：作文(60分･600 字) 
 演技コース：(1)演技 (2)音感･リズム感 
 装置コース：鉛筆による石膏デッサン(2 時間) 

【持参作品】 
装置コース志願者は面接の参考資料とするため，最近の自作作品(水彩画<モチーフは自由，Ａ２
サイズ>)を持参すること。 

 日舞コース：各自所属流派修得の任意の曲目を踊る 
 洋舞コース：リズム運動，舞踊的身体運動及びイメージ表現 
②面接 

 昼 放送学科  ①作文(時間･字数は当日指定) 
②面接 
 

 昼 デザイン学科  ①実技 
 鉛筆によるデッサン(４時間)またはデザインプレゼンテーション(４時間)のいずれかを選択 
②面接 
【持参作品】 
面接の参考資料とするため，自作作品５点以内を持参すること。ただし，映像機器を使用するものは除く。 

国際関係学部 昼 国際総合政策学科，国際教養学科 日本留学試験を利用した試験 
11月 9日(木) 

日本留学試験(日本語，総合科目<出題言語は｢日本語｣>) 
面接(日本語による) 
 

スポーツ科学部 昼 競技スポーツ学科 日本留学試験を利用した試験 
9 月 24日(日) 

①日本留学試験(日本語･総合科目〈出題言語は｢日本語｣〉) 
②面接 
 

理工学部 昼 機械工学科 日本留学試験を利用した試験 
12月 17日(日) 

日本留学試験(日本語，数学(コース２)，理科(物理，化学)) 
面接試験 

 昼 土木工学科，建築学科，海洋建築
工学科，まちづくり工学科，航空
宇宙工学科，電気工学科，電子工
学科，応用情報工学科，物理学科 

 日本留学試験(日本語，数学(コース２)，理科(物理，他１科目自由選択)) 
面接試験 

 昼 物質応用化学科  日本留学試験(日本語，数学(コース２)，理科(化学，他１科目自由選択)) 
面接試験 
 

 昼 交通システム工学科，精密機械工
学科，数学科 

 日本留学試験(日本語，数学(コース２)，理科(２科目自由選択)) 
面接試験 
 

生産工学部 昼 機械工学科，電気電子工学科，土
木工学科，建築工学科，応用分子
化学科，マネジメント工学科，数
理情報工学科，環境安全工学科，
創生デザイン学科 

第１期 (本校試験) 
10月 7日(土) 

基礎学力検査(英語，数学) 
作文(日本語(６０分６００字以内)) 
面接 

 昼 機械工学科，電気電子工学科，土
木工学科，建築工学科 

第２期 (日本留学試験を利用した試験) 
平成 30年 3 月 3日(土) 

①日本留学試験(日本語，数学(コース２)，理科(物理，他１科目自由選択)) 
②面接 



 

 

 昼 応用分子化学科  ①日本留学試験(日本語，数学(コース２)，理科(化学，他１科目自由選択)) 
②面接 
 

 昼 マネジメント工学科，数理情報工
学科，環境安全工学科，創生デザ
イン学科 

 ①日本留学試験(日本語，数学(コース２)，理科(２科目自由選択)) 
②面接 
 

工学部 昼 土木工学科･建築学科･機械工学
科･電気電子工学科･生命応用化学
科･情報工学科 

本校試験 
11月 18日(土) 

学力試験(数学･英語) 
日本語による面接試験 
 

歯学部 昼 歯学科 本校試験 
10月 21日(土) 

①書類審査 
②外国語｢英語｣ 
③理科｢化学｣，｢生物｣のうちから１科目選択（出題言語は日本語） 
④小論文(日本語) 
⑤面接(日本語) 

生物資源科学部 昼 生命農学科，生命化学科，獣医学
科，動物資源科学科，森林資源科
学科，海洋生物資源科学科，生物
環境工学科，食品生命学科，応用
生物科学科，くらしの生物学科 

日本留学試験を利用した試験 
10月 7日(土) 

①書類選考 
②日本留学試験(日本語，理科(２科目自由選択)) 
③面接 

 昼 食品ビジネス学科，国際地域開発
学科 

 ①書類選考 
②日本留学試験(日本語，総合科目) 
③面接 

短期大学部 

(三島校舎) 

昼 ビジネス教養学科，食物栄養学

科 
日本留学試験を利用した試験 

11月 9日(木) 
①日本留学試験(日本語，総合科目<出題言語は｢日本語｣>) 
②面接(日本語による) 

※各期日のうち，年表記のないものはすべて平成 29年 
 


