2020年度

AO入試
文理学部

問い合わせ先
03-5317-9380
（文理学部入試係）

募集学科及び募集人員
学

科

募集人員

哲学科

3名

史学科

3名

国文学科

3名

中国語中国文化学科

5名

英文学科

3名

ドイツ文学科

2名

社会福祉学科
体育学科

6名
第 1 期：10 名，第 2 期：15 名

地理学科

3名

情報科学科

3名

化学科

4名

❶アドミッション・ポリシー（入学者受入れの方針）
各学科のアドミッション・ポリシーについては，日本大学文理学部
ホームページの「入学者受け入れに関する方針」
（https://www.
chs.nihon-u.ac.jp/about/admission_policy/）を参照してくださ
い。
………………………………………………………………………………
❷出願資格
次の（1）～（3）のいずれかに該当する者
（1）高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者または2020年3月
卒業見込みの者
（2）通常の課程による12年の学校教育を修了した者（高等専門学校
の第3学年修了者等）または2020年3月修了見込みの者
（3）高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者
または2020年3月31日までにこれに該当する見込みの者（学校
教育法施行規則第150条）
………………………………………………………………………………
❸出願要件
次の共通要件（1）・（2）及び各学科の要件を全て満たす者
（1）志望学科のアドミッション・ポリシー及び教育内容を理解し，
志望学科を第一志望とし，合格した場合には必ず入学する者
（2）エントリーシートを受付期間内に提出した者
〈哲学科/中国語中国文化学科/化学科〉
上記，共通要件（1）・（2）のとおり
〈史学科〉
（1）高等学校もしくは中等教育学校（後期課程）在学中に歴史を扱う
部活動に在籍，または地域の歴史系研究会などに在籍し，エン
トリーまでに行った活動実績を提出できる者
＊
「活動実績」とは出願者個人または出願者個人を含む団体によ
る次の項目
・学園祭での展示（展示の内容がわかる状況写真やチラシなど）
・ポスター展示（ポスター写真，ポスターのコピー，またはその
内容がわかるもの）
・発表会，報告会などで配布したレジュメ
・刊行物に載せた文章（コピー可）など
特に実地調査，聞き取り調査を主とした活動を歓迎する。た
だし，いずれもインターネットによる検索結果だけ，博物館・
資料館の見学だけで構成された活動実績や，各種「歴史検定」
テストの実績は該当しない。
（2）
（1）
 の活動実績に関するプレゼンテーションを行うことができ
る者
（ただし，
調べた内容についての出典を資料に明示すること）
〈国文学科〉
（1）オープンキャンパス（7月21日〈日〉）で実施される本学科ＡＯ入
試説明会に出席し，かつ本学科の特別授業を受講した者
〈英文学科〉
（1）オープンキャンパス（7月21日〈日〉）で実施される本学科ＡＯ入
試説明会に出席し，かつ本学科の特別授業を受講した者
（2）以下の項目のうち，いずれか一つを満たす者
①日本英語検定協会主催「実用英語技能検定」2級以上
®
②TOEIC L&R（旧形式を含む）公開テスト550点以上
③GTEC（4技能）960点以上※
④GTEC（3技能）[Reading,Listening,Writing]570点以上※

⑤TEAP (Test of English for Academic Purposes) 226点以
上（CBTを除く）
※GTECのスコアを使用する場合は，オフィシャルスコアに限る。
（3）全体の評定平均値が３．５以上の者
〈ドイツ文学科〉
（1）以下のいずれかの要件を満たす者
A出願：ドイツ語圏に関する強い興味を持ち，既にある程度の
ドイツ語圏のことば，歴史，文化，文学について勉強
している者
B出願：ドイツ語既習者であり，ドイツ語学文学振興会主催「ド
イツ語技能検定試験」3級程度のドイツ語力を有する者
（2）オープンキャンパス（7月21日〈日〉）で実施される本学科ＡＯ入
試説明会に出席した者
〈社会福祉学科〉
（1）社会福祉士等の資格取得を目指し，かつ，本学科に入学を強く
希望する者
（2）オープンキャンパス（7月21日〈日〉）で実施される本学科ＡＯ入
試説明会に出席した者
〈体育学科〉
第1期
（1）出 願期間最終日（2019年8月5日）を起算日とした過去3年以内
に体育・スポーツ活動等で顕著な活躍が認められた者。ただし，
高等学校及び中等教育学校
（後期課程）を2020年3月卒業見込み
の者は，高等学校入学以降または中等教育学校（後期課程）以降
の体育・スポーツ活動等で顕著な活動が認められた者
（2）以下のいずれかの要件を満たす者
ａ：学校教育に対する高い関心と教職に就く強い意志を示し，
卓越した知識と実践力を用いて，保健体育・スポーツ教育
に従事しようとする者
ｂ：ス ポーツ社会の発展に対する高い関心と，社会体育・ス
ポーツ指導者や公務員等を目指す強い意志を示し，卓越し
た知識と実践力を用いて，地域スポーツ文化等の振興およ
び生涯スポーツの普及に貢献しようとする者
第2期
（1）出願期間最終日（2019年8月28日）を起算日とした過去3年以内
に体育・スポーツ活動で顕著な活躍が認められた者。ただし，
高等学校及び中等教育学校
（後期課程）を2020年3月卒業見込み
の者は，高等学校入学以降または中等教育学校（後期課程）以降
の体育・スポーツ活動で顕著な活動が認められた者
（2）以下のいずれかの要件を満たす者
ａ：優れた競技力と専門的知識および技能を活かし，教員とし
て保健体育・スポーツ教育に従事しようとする者
ｂ：優れた競技力と専門的知識および技能を活かし，社会体育・
スポーツ指導者として健康スポーツの普及やアスリートの
育成・強化に貢献しようする者
〈地理学科〉
（1）オープンキャンパス（7月21日〈日〉）で実施される本学科ＡＯ入
試説明会に出席した者
（2）地理に関連した地域活動，または外部団体による地理に関わる
検定内容の実績を提出できる者
〈情報科学科〉
（1）7月27日（土）に実施される本学科ＡＯ入試説明会に出席した者
………………………………………………………………………………
❹入試日程及び選考方法
〈エントリーから入学手続きまでの手順〉
■エントリーシート受付期間
〈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/社会福祉学科/地理学科/情報科学科/化学科〉
7月1日（月）～7月26日（金）
[簡易書留にて郵送必着]
〈体育学科〉
第1期：7月1日（月）～7月26日（金）
[簡易書留にて郵送必着]
第2期：7月1日（月）～8月19日（月）
[簡易書留にて郵送必着]
提出書類
①エントリーシート
（本人直筆）
②エントリーシート提出宛名カード
③出願書類送付用宛名カード
※提出書類は日本大学文理学部ホームページからダウンロードし
てください。
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AO入試

（https://www.chs.nihon-u.ac.jp/admission/ao/）
※哲学科，史学科，中国語中国文化学科，体育学科，化学科のエ
ントリーシート提出者には出願書類一式を7月中旬以降に順次
郵送します。
※ＡＯ入試説明会
開催日：7月21日
（日） ※情報科学科のみ7月27日
（土）
国
 文学科，英文学科，ドイツ文学科，社会福祉学科，地理学科，
情報科学科に出願する場合は，必ずＡＯ入試説明会に出席して
ください。
（国文学科及び英文学科についてはＡＯ入試説明会時
に開催される特別授業へ必ず出席してください）
■出願期間
〈情報科学科〉
8月1日（木）～８月5日（月）
[簡易書留にて郵送必着]
〈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/社会福祉学科/地理学科/化学科〉
8月1日（木）～８月28日（水）[簡易書留にて郵送必着]
〈体育学科〉
第1期：8月1日（木）～８月5日（月）
[簡易書留にて郵送必着]
第2期：8月23日（金）～8月28日（水）[簡易書留にて郵送必着]
提出書類
次の共通書類①～③及び各学科にて必要とする書類
①出願確認票
②出身学校調査書等
③志望理由書 ※体育学科を除く
〈哲学科/中国語中国文化学科/地理学科/化学科〉
①レポート ※地理学科は課題レポート
〈史学科/ドイツ文学科/社会福祉学科〉
上記，共通書類①～③のとおり
〈国文学科〉
①日本文学ないし日本語学に関する任意のテーマに即した小論
文
（2,000字以上。参考文献があれば明記すること。市販の
原稿用紙を使用すること）1点 あるいは，半紙に漢字・仮
名のいずれかの古典臨書作品1点
②オープンキャンパス（7月21日〈日〉）で受講した本学科特別授
業についての感想文１点
〈英文学科〉
①英米文学ないし英語学（英語教育を含む）に関する任意のテー
マに即した小論文（日本語で2,000字程度。用紙は説明会会
場で指示）１点
②オープンキャンパス（7月21日〈日〉）で受講した本学科特別授
業についての感想文１点
③出願要件
〈英文学科〉
（2）のいずれか一つが確認できる証明書
の写し
〈体育学科〉
第1期：①活動調書
②活動証明書
第2期：①スポーツ活動調書
②スポーツ活動証明書
〈情報科学科〉
①開発したいアプリケーション概要説明書
■第一次選考（書類審査）
〈体育学科（第１期）/情報科学科〉8月7日（水）
〈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/社会福祉学科/体育学科（第２期）/地理学科/化学科〉
9月3日（火）
選考方法 エントリーシート及び出願時提出書類の内容により第
二次選考対象者を決定し，
本人宛に結果を発送します。
■第一次選考（書類審査）選考結果発送日
〈情報科学科〉8月8日（木）
〈体育学科（第１期）〉8月20日（火）
〈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/社会福祉学科/体育学科（第２期）/地理学科/化学科〉
9月6日（金）
※史学科，ドイツ文学科（Ａ出願），社会福祉学科，体育学科の第
二次選考試験対象者は送付される課題についてレポートを作成
し9月17日（ 火 【
） 体 育 学 科 第1期 は9月6日（ 金 ）
， 第2期 は9月
17日（火）】までに提出[郵送必着]してください（史学科は活動
実績〈複製でも可〉も同封すること。なお，レポートと活動実績
は返却しません）。
■第二次選考試験
〈情報科学科〉8月22日（木）・23日（金），9月21日（土）
〈体育学科（第１期）〉9月14日（土）
〈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/社会福祉学科/体育学科（第2期）/地理学科/化学科〉

9月21日（土）
選考方法 ※第一次・第二次選考により総合的に判定する。
〈哲学科〉
①レポートに基づくプレゼンテーション
②面接
〈史学科〉
①レポート
②活動実績
③プレゼンテーション
（成果物及びレポートに関するプレゼン
テーション）
④面接（レポート及びプレゼンテーションに関する口頭試問）
〈国文学科〉
①日本文学ないし日本語学に関する小論文 あるいは，書道作
品（臨書課題と自由課題）の制作
②口述試問（前述①の小論文・作品についての口述試問）
〈中国語中国文化学科〉
①出願時に提出されたレポート
②論述試験
③面接（出願時に提出されたレポート及び論述試験に関する口
頭試問）
〈英文学科〉
①小論文（英語によるエッセイ，300～500語程度）
②口述試問（小論文についての口述試問）
〈ドイツ文学科〉
Ａ出願：①レポート
②プレゼンテーション
③面接（レポート及びプレゼンテーション課題に関す
る口頭試問）
Ｂ出願：①ドイツ語能力確認テスト（筆記）
②面接（日本語並びにドイツ語）
〈社会福祉学科〉
①レポート
②プレゼンテーション
③グループ討議
④面接
〈体育学科〉
第１期：①レポート
②適性試験（当日課題による口述試問）
③面接
第２期：①レポート
②プレゼンテーション及び口述試問
③面接
〈地理学科〉
①フィールドワークと調査報告書の作成
②面接
〈情報科学科〉
８月22日（木）・23
（金）
①ハッカソン（アプリケーション開発）
※2日間にわたりアプリケーション開発を行います。開発した
アプリケーションの概要説明書をレポートして，9月6日（金）
までに提出[郵送必着]してください。
9月21日（土）
②開発したアプリケーションに関するプレゼンテーション
③面接（開発したアプリケーション及びプレゼンテーションに
関する口述試問）
〈化学科〉
①小論文
②面接のほか「実験操作に関する簡単な実技」を課す場合がある
■合格発表日
10月1日（火）
■入学手続期間
10月1日（火）～10月11日（金）
※出 願の際は，必ず日本大学文理学部ホームページ「ＡＯ入試」
（https://www.chs.nihon-u.ac.jp/admission/ao/）に掲載され
ている募集要項にて最新の情報をご確認ください。

