
2020年度 入学者納入金一覧 ［学部・短期大学部］

納入金・奨学金制度 N I H O N  U N I V E R S I T Y

項目
学部・短大 入学金 授業料 施設設備資金 教育充実料 実験実習料 初年度納入金額

学
　
　
　部
（
昼
）

法 学 部 260,000 ②810,000 1～4年次 ②各190,000 1,260,000

　　（文系）　　

文 理 学 部

　　（理系）　　

260,000

地理
②1,060,000
その他の学科
②830,000

社会福祉
1～4年次� ②各200,000
体育/心理
1～4年次� ②各220,000
地理
1～4年次� ②各240,000
その他の学科
1～4年次� ②各190,000

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
地理

②�10,000
②�20,000
②�25,000
②�60,000
②�80,000
②�70,000
②�60,000

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
地理

1,290,000
1,300,000
1,305,000
1,350,000
1,390,000
1,380,000
1,620,000

260,000 ②1,100,000 1～4年次 ②各240,000

地球科
数
情報科
物理
生命科/化

②�60,000
②�70,000
②�80,000
②110,000
②140,000

地球科
数
情報科
物理
生命科/化

1,660,000
1,670,000
1,680,000
1,710,000
1,740,000

経 済 学 部 260,000 ②810,000 1～4年次 ②各170,000 1,240,000

商 学 部 260,000 ②810,000 1～4年次 ②各170,000 1,240,000

芸 術 学 部 260,000

写真/音楽/�
演劇
②1,110,000
美術/デザイン
②1,100,000
映画/放送
②1,140,000
文芸
②1,040,000

1～4年次 ②各400,000

写真/放送
　　　（映像表現・理論コース）
映画　（監督,撮影・録音コース）
　　　（演技コース）
美術/音楽
文芸
演劇
デザイン

②100,000
②100,000
②150,000
②�80,000
②120,000
②�50,000
②�70,000
②�90,000

写真
　　　（映像表現・理論コース）
映画　（監督,撮影・録音コース）
　　　（演技コース）
美術
音楽
文芸
演劇
放送
デザイン

1,870,000
1,900,000
1,950,000
1,880,000
1,880,000
1,890,000
1,750,000
1,840,000
1,900,000
1,850,000

国際関係学部 260,000 ②890,000 1～4年次 ②各200,000 1,350,000

危機管理学部 200,000 ②860,000 1～4年次 ②各200,000 1,260,000

スポーツ科学部 200,000 ②800,000 1～4年次 ②各300,000 ②100,000 1,400,000

理 工 学 部 260,000 ②1,150,000 1～4年次 ②各220,000
数
その他の学科

②60,000
②100,000

数
その他の学科

1,690,000
1,730,000

生 産 工 学 部 260,000 ②1,100,000 1～4年次 ②各220,000
1年次
2年次
3,4年次

②80,000
②90,000

②各100,000
1,660,000

工 学 部 260,000 ②1,100,000 1～4年次 ②各220,000
1年次
2～4年次

②80,000
②各100,000

1,660,000

医 学 部 1,000,000 ②2,500,000 1～6年次 ②各1,500,000
1年次
2～6年次

1,000,000
②各1,000,000

1年次
2～6年次

350,000
②各350,000

6,350,000

歯 学 部 600,000 ②3,000,000 1～6年次 ②各1,700,000
1年次
2,3年次

②1,600,000
②各600,000

6,900,000

松 戸 歯 学 部 600,000 ②3,500,000 1～6年次 ②各800,000
1年次
2年次

②2,000,000
②1,000,000

6,900,000

生
物
資
源
科
学
部

食品ビジネス/
国際地域開発 260,000 ②850,000 1～4年次 ②各170,000 ②100,000 1,380,000

獣　　 医 260,000 ②1,500,000 1～6年次 ②各350,000 ②300,000 2,410,000

その他の学科 260,000 ②1,050,000 1～4年次 ②各200,000 ②150,000 1,660,000

薬 学 部 400,000 ②1,400,000 1～6年次 ②各650,000 2,450,000
（
夜
）

学
部 法 学 部 160,000 ②400,000 1～4年次 ②各100,000 660,000

　 　 通 信 教 育 部 30,000 100,000
スクーリング（面接授業）
メディア授業

　　　1講座�昼間・東京10,000,�地方 13,000
　　　1講座�� 20,000

短
大
（
昼
）

ビジネス教養学科 260,000 ②650,000 1,2年次 ②各150,000 1,060,000

食物栄養学科 260,000 ②700,000 1,2年次 ②各150,000 ②150,000 1,260,000

建築・生活デザイン学科 260,000 ②920,000 1,2年次 ②各220,000 ②100,000 1,500,000

ものづくり・サイエンス総合学科 260,000 ②920,000 1,2年次 ②各220,000 ②100,000 1,500,000

� 1.�金額の単位は円。入学金は入学初年度のみ納入します。○印の中の数字は分納回数です。
� 2.�日本大学校友会準会員会費を毎年 10,000 円（通信教育部は 3,500 円）納入します。また , 卒業年度に正会員会費初年度分を 10,000 円納入します。
� 3.�学部・短期大学部によっては後援会費または維持会費を毎年 10,000 ～ 40,000 円（2019年度）納入します。詳細は，それぞれの学部からお知らせします。
� 4.�本学では，教育・研究・診療活動の基盤整備などのため，入学後，任意ではありますが募金事業にご協力をお願いする予定です。
� 5.�通信教育部では，入学試験はありませんが，初年度に選考料 10,000 円，その他毎年補助教材費 5,000 円が必要です。
� 6.�通信教育部のスクーリング（面接授業）・メディア授業については 2019年４月現在の費用となります。
� 7.�履修内容により、別途履修費や実習費が必要となります（詳細は各学部にお問い合わせください）。
� ※��備考２～６については変更になる場合があります。

備
考
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種　別 内　容 給　付　額 人数

日本大学特待生 学部・通信教育部・短期大学部の学業成績・人物ともに優秀な2年次生以上の学生を対象にし
た制度です。

甲種　授業料1年分相当額の半額及び図書費�12万円 67名
乙種　授業料1年分相当額の半額 401名

日本大学創立130周年記念奨学金
（第2種）

在学生を対象とした制度で，経済的理由により学費等の支弁が困難であり，修学意志が堅固で
優秀な資質を持っている者に給付します。 30万円 882名

日本大学古田奨学金 本学の興隆発展に寄与された故古田重二良先生の功績を顕彰して設置され,大学院学生を対
象として, 学業及び人物ともに優秀で,健康な者に給付します。 20万円 19名

日本大学
ロバート・Ｆ・ケネディ奨学金

故ロバート・Ｆ・ケネディ米国司法長官が寄付した基金をもとに設置され,大学院学生を対象とし
て,学業及び人物ともに優秀で,健康な者に給付します。 20万円 19名

日本大学アスリート奨学金
日本大学競技部に入部予定の者又は所属している学生で,第1種は入学前の競技成績が特に
優れた学部1年次生,第2種は同等の競技成績を残した2年次生以上を対象とした奨学金です。
毎年更新可。

入学金・授業料・施設設備資金相当額及び図書費 20名

日本大学付属高等学校等出身
アスリート奨学金

日本大学付属高等学校等出身の日本大学競技部に入部予定の者又は所属している学生で，第
１種は入学前の競技成績が特に優れた学部１年次生，第２種は同等の競技成績を残した２年次
生以上を対象とした奨学金です。毎年更新可。

入学金・授業料・施設設備資金相当額及び図書費 19名

日本大学事業部奨学金 株式会社日本大学事業部からの収益を還元する目的として，学部及び短期大学部に在学中の
学生を対象として，経済的支援を必要とし，学業成績及び人物が優良な者に給付します。 24万円 117名

日本大学小澤奨学金 故小澤三男氏が寄付した基金をもとに設置され,法学部・経済学部・商学部学生のうち,国家試
験受験志望者に給付します。 12万円 9名

日本大学オリジナル設計奨学金 オリジナル設計株式会社が寄付した基金をもとに設置され,理工学部・生産工学部・工学部学
生のうち,国家公務員採用総合職試験受験志望者に給付します。 20万円 5名

日本大学創立100周年記念
外国人留学生奨学金

外国人留学生を対象とした制度で, 大学院・学部・短期大学部に在学し,学業成績・人物が優秀
で健康であり,特待生ほか本学の奨学金を受けていないことが条件です。ただし,国費外国人
留学生・外国政府派遣留学生・本学と大韓民国大使館との合意書に基づく留学生は対象としま
せん。

学部及び短大　授業料相当額 15名
大学院博士前期課程及び修士課程　授業料相当額 5名

大学院博士後期課程及び博士課程　授業料相当額 2名

法
学
部

法学部奨学金

［第１種］学業成績が特に優秀で（特待生に準ずる成績の者），人物が優れている者に対し選考
のうえ給付します。 授業料１年分相当額の４０％ 学部１２名

大学院4名

［第２種］優良な資質を持っており，経済的理由により学費の支弁が困難な者に対し選考のうえ
給付します。

学部第一部生　　　　　　　　　　　　30万円 25名
学部第二部生　　　　　　　　　　　　15万円 5名

［第３種］学業成績が優秀で，人物が優れており，海外学術交流協定校等に正規の留学生として
留学を許可され，専門的研究を志す者に対し選考のうえ給付します。

往復航空運賃（エコノミークラス）及び留学先授業
料１年分相当額を上限 1名

法学部永田奨学金
第５代総長，故永田菊四郎博士からの寄付金を基金とし運用されている奨学金で，昭和３４年度
に設置されたものです。この奨学金は，国家試験（司法試験・国家公務員採用総合職試験等）の
受験を志し，学業成績が優秀で，人物が優れている者に対し選考のうえ給付します。

１２万円 10名

法学部山岡奨学金
第３代総長，故山岡萬之助博士のご遺族からの寄付金を基金とし，また，山岡記念文化財団から
の寄付金により運用されている奨学金で，昭和６２年度に設置されたものです。この奨学金は，
国家試験（司法試験・国家公務員採用総合職試験等）の受験を志し，学業成績が優秀で，人物が
優れている者に対し選考のうえ給付します。

１２万円 １0名

法学部杉林奨学金
元法学部教授，故杉林信義博士のご遺族からの寄付金を基金とし運用されている奨学金で，平
成２７年度に設置されたものです。この奨学金は，弁理士試験の受験を志し，学業成績が優秀
で，人物が優れている者に対し選考のうえ給付します。

１２万円 学部2名
大学院3名

法学部校友会奨学金
［第1種］優良な資質を持っており,経済的理由により学費の支弁が困難な者に対し選考のうえ
給付します。

学部第一部生　　　　　　　　　　　　 30万円 5名
学部第二部生　　　　　　　　　　　　�15万円 2名

［第２種］日本大学法科大学院に入学を許可され，次年度に入学する者。また，卒業後も校友会
活動に貢献できる者に対し給付します。 　　 10名

法学部後援会奨学金
法学部後援会からの寄付金により運用される奨学金です。法学部後援会費を納入している者
が対象となります。

［第１種］学業成績が優秀で，人物が優れており，経済的理由により学費の支弁が困難な者に対
し選考のうえ給付します。

授業料１年分相当額の半額 12名

本学独自の制度
（人数は2018年度採用数）

※給付型奨学金とは,返還不要の奨学金です。貸与型奨学金は返還必要の奨学金です。

◆奨学金（給付型）

奨学金制度 日本大学では，学生の皆さんが経済面でも安心して学習に取り組めるよう60種類を超
える奨学金制度を設けており，給付型・貸与型総額は全国でもトップレベルにあります。

◦申込資格
①2020年度本学一般入学試験を受験し，４月入学する者。（※２） 
②父母の「最新（2018年中）の市区町村役場発行の所得証明書」記載の収入・所得金額を合計した金額がいずれかの者 
　(１) 給与所得者 ：支払金額合計が800万円以下
　(２) 事業所得者・年金所得者：所得金額合計が350万円以下 
◦給付金額　年額30万円  ◦給付期間　最低修業年限（各学年で家計状況，学業成績による継続審査があります。） 
◦給付方法　入学年度は，入学時納入金に充当します。２年次以降は，毎年度後学期授業料に充当します。 
◦採用予定者数　250名  ◦申込方法　所定の申込期間内に申請書類を郵送してください。 
◦申込期間　2019年11月１日（金）～11月30日（土）【消印有効】
◦採用候補者が本奨学生に正式採用されるための条件　2020年度一般入学試験を受験・合格し，日本大学に入学すること。
※そのほか，在学生が申し込みできる第２種奨学金もあります。
★問い合わせ先　�日本大学本部学生部学生課　「日本大学創立130周年記念奨学金」係　TEL. 03-5275-8125（月～金曜日 9：00～17：00）

※国の政策として高等教育の負担軽減が正式に決定し，負担軽減の対象者となった場合，本奨学金（130周年記念奨学金）の対象外となります。

（※２） 一般入学試験とは「2020年度一般入学試験要項」に記載されている
Ａ方式・Ｎ方式・ Ｃ方式・ＣＡ方式の試験を示します。

　日本大学では，学業成績が優秀であるにもかかわらず経済的理由によって日本大学への進学を断念せざるを得ない受験生（※１）の経済支援を行うこと
を目的として，一般入学試験出願前予約採用型給付奨学金「日本大学創立130周年記念奨学金（第1種）」を設置しています。
　本奨学金は，一般入学試験出願前に奨学金を申込み，審査の結果採用候補者となった方に，入学後の奨学金給付をお約束する制度です。また，継続審
査はありますが最低修業年限の間，給付する奨学金ですので，入学後も引き続き家計負担が軽減され，安心して勉学に励むことができます。

（※１） 大学学部（法学部第二部及び通信教育部を除く）または短期大学部

出願前に，採用の可否が決定！ 「日本大学創立130周年記念奨学金（第１種）」
Topic 一般入学試験出願前予約採用型給付奨学金
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資格取得種　別 内　容 給　付　額 人数

法
学
部
大学院法務研究科奨学金

大学院法務研究科学生のうち，1年次は入学試験の成績が特に優秀で人物が優れている者，2
年次以降は前年度第1種奨学生であり，学業成績が優秀な者に対し給付します。 第1種 　　　 98万円 8名

3名

大学院法務研究科学生のうち，1年次は入学試験の成績が優秀で人物が優れている者，2年次
以降は前年度第2種奨学生であり，学業成績が優秀な者に対し給付します。 第2種 　　　 50万円 8名

2名

大学院法務研究科2年次以降の学生で学業成績が特に優秀で，人物が優れている者に対し給
付します。 第3種 　　　 98万円 1名

2名

大学院法務研究科2年次以降の学生で学業成績が優秀で，人物が優れている者に対し給付し
ます。 第4種 　　　 50万円 2名

2名

大学院法務研究科1年次の本大学出身の学生で入学試験の成績が優秀で人物が優れている
者に対し給付します。 第5種 　　　 50万円 3名

─

文
理
学
部

文理学部奨学金
文理学部2年次以上または大学院文学研究科・総合基礎科学研究科若しくは理工学研究科（地
理学専攻）の学生のうち，第１種は学業及び人物ともに優秀な者，第2種は外国人留学生で学業
及び人物ともに優秀な者，第3種は文理学部2年次以上の学生のうち，修学意志が堅固な者で，
不測の事態発生等の経済的事由により，学費等の支弁が困難な者にそれぞれ給付します。

第1種 　　　学部 24万円
　　　　　　大学院 40万円

54名
4名

第2種 　　　学部 24万円
　　　　　　大学院 40万円

2名
1名

第3種 学費相当額を限度 ─

文理学部後援会奨学金 文理学部後援会からの支援を受け，文理学部または大学院文学研究科・総合基礎科学研究科若しくは理
工学研究科（地理学専攻）の学生のうち，経済的な理由により学費等の支弁が困難な者に給付します。 24万円 70名

文理学部校友会奨学金
文理学部校友会からの支援を受け，文理学部または大学院文学研究科・総合基礎科学研究科
若しくは理工学研究科（地理学専攻）の学生のうち，経済的な理由により学費等の支弁が困難
な者に給付します。

24万円 15名

経
済
学
部

経済学部奨学金
経済学部学生のうち,第1種は経済的理由により修学が困難で入学時の成績が特に優秀な者,
第2種は第1種奨学生であった者で経済的理由により修学が困難で引き続き学業成績が優秀
な者,第3種は私費外国人留学生で学業及び人物ともに優秀な者,第4種は経済的理由により
修学が困難で，学業及び人物が優秀な者に対して給付します。

第1種 授業料相当額 1名
第2種 授業料相当額の半額 ─
第3種 24万円 3名
第4種 48万円 7名

経済学部後援会奨学金
経済学部学生のうち，第1種は経済的理由により修学が困難で，学業及び人物が優秀な者，第2
種は諸般の事情により特に家計が急変し修学が困難となった者で，いずれも後援会費を納入し
ている者に対して給付します。

第1種
30万円 27名

15万円（後期採用者） 23名

第2種 48万円 ─

経済学部校友会奨学金 校友会準会員年会費を納入している経済学部2年次以上の学生のうち，学業及び人物が優秀
な者に対して給付します。 12万円 9名

経済学部特別研究生奨学金 大学院経済学研究科に在籍し，将来研究職を志す者に, 研究を奨励し，優れた人材を育成する
ため給付します。

博士前期課程 授業料及び施設設備
資金相当額

2名
博士後期課程 授業料,施設設備資金相当額

及び図書費40万円

経済学部校友会資格等取得
奨励金 大学で指定した各種資格等を取得した者に対し奨励金を給付します。 資格ごとに設定 37名

商
学
部

商学部後援会奨学金 商学部後援会からの寄付金を基とし，商学部学生のうち，経済的理由により修学困難な者に対
し給付します。 授業料相当額の半額 25名

商学部校友会奨学金 商学部校友会からの寄付金を基とし，商学部学生のうち，経済的理由により修学困難な者に対
し給付します。 授業料相当額の半額 12名

日本大学校友会準会員
商学部奨学金

日本大学校友会準会員年会費を原資として，経済的理由により修学困難な商学部学生に対し
給付します。 授業料相当額の半額 30名

商学部絆奨学金 商学部学生のうち，経済的理由により修学困難な者に対し給付します。 授業料相当額又は授業料相当額の半額 80名

商学部特別研究生奨学金 大学院商学研究科博士前期課程又は後期課程に在籍する者で，将来研究教育職を志す者で，
十分な資質を有すると認められる者の研究を奨励し，優れた人材を育成するため給付します。

第1種　博士前期課程 授業料・施設設備資金
相当額及び図書費

─

第2種　博士後期課程 ─

商学部資格等取得奨励金 大学で指定した各種資格等を取得した者に対し奨励金を給付します。 資格ごとに設定 286名

芸
術
学
部
芸術学部奨学金

芸術学部学生のうち，優良な資質をもちながら経済的理由により修学が困難である外国人留
学生以外の学生 第1種 30万円 30名

芸術学部・大学院芸術学研究科の学生のうち，専攻分野において特に優れた業績を認められ
た学生 第2種 30万円・50万円 5名

芸術学部・大学院芸術学研究科の学生のうち，災害に罹災し甚大な被害を受けた場合，もしく
は不慮の理由で家計が急変し学費等の支弁が困難である外国人留学生以外の学生 第3種 授業料相当額を限度 3名

芸術学部・大学院芸術学研究科の学生のうち，留学等により海外渡航する外国人留学生以外
の学生 第4種 20万円を限度 12名

国
際
関
係
学
部

国際関係学部奨学金
国際関係学部2年次生以上または大学院国際関係研究科学生及び短期大学部（三島校舎）2年
次生，短期大学部専攻科学生のうち，第1種は学業及び人物ともに優秀な外国人留学生以外の
学生，第2種は緊急の経済的理由により学費等の支弁が困難な者（第2種のみ１年次生も含む），
第3種は外国人留学生で学業及び人物ともに優秀な者に対して選考により給付します。

第1種 授業料1年分の半額相当 3名

第2種 授業料1年分の半額相当 ─

第3種 授業料1年分の半額相当 1名

国際関係学部
柳川海外交流奨学金

柳川三郎先生が寄付した基金をもとに設置され，国際関係学部学生及び大学院国際関係研究科
学生のうち，第１種は主としてドイツにおいて研究・研修する者に対して選考により給付します。 第1種 留学在籍料1年分の相当額 1名

日本大学三島後援会奨学金
（第1種） 自宅通学不可能な者，または遠隔地からの新幹線通学の者に対して選考により給付します。

新幹線通学補助 8万円又は,12万円（半期） 21名

アパート補助 12万円（半期） 119名

日本大学三島後援会奨学金
（第2種）

国際関係学部派遣交換留学生,ティーチング・インターンシップ・プログラム派遣学生,ダブル・
ディグリー・プログラム派遣留学生,中期留学生の中から選考により給付します。 プログラムにより異なる 25名

国際関係学部校友会奨学金
国際関係学部・短期大学部（三島キャンパス）の学生のうち，国際関係学部校友会からの支援を
受け，第1種は2年次以上に在学中で学業成績が優秀な者，第2種は1年次に在学中で，入学時
成績及び最終学校の学業成績が優秀な者, 第1・2種とも人物が優れている者に対し選考によ
り奨学金を給付します。（特待生等他の奨学金を受けている者は除きます）

第1種 25万円 8名

第2種 25万円 2名

日本大学三島同窓会奨学金
日本大学三島同窓会からの支援を受け，国際関係学部学生，大学院国際関係研究科学生，短期
大学部（三島キャンパス）学生のうち，国家試験（外務省専門職員試験・国家公務員試験）合格
者または学術・文化・スポーツ・社会活動等において顕著な成果を収め，著しく大学の名誉を高
めた者に対して選考により給付します。

2万円～6万円 ─

既修
未修

既修
未修

既修
未修

既修
未修

既修
未修

◆ 奨学金（給付型）
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種　別 内　容 給　付　額 人数

理
工
学
部

理工学部奨学金
第1種は理工学部2年次以上，大学院理工学研究科（地理学専攻を除く）の全学年及び短期大学部

（船橋キャンパス）2年次に所属する学生のうちから，学業及び人物が優秀で，学費支弁が困難な者に
対し給付します。第2種は前記の条件を満たした外国人留学生を対象に給付します。

第1種 　　　学部・短大 40万円
　　　　　　大学院 50万円

32名
90名

第2種 　　　学部・短大 40万円
　　　　　　大学院 50万円

1名
5名

理工学部後援会奨学金
理工学部後援会の支援のもと，理工学部，大学院理工学研究科（地理学専攻を除く）及び短期大学部

（船橋キャンパス）の全学年の学生のうちから，学費支弁が困難で，後援会費が納入済みであること
を条件に給付します。

50万円 40名

理工学部校友会奨学金
理工学部校友会が寄付した基金をもとに設置され，理工学部及び短期大学部（船橋キャンパス）の学
生のうちから，学業成績及び人物ともに優秀で，貸与奨学金を受けている卒業見込者を対象に給付
します。

12万円 10名

理工学部校友会特別奨学金
校友会の寄付をもとに設置され,理工学部及び大学院理工学研究科,短期大学部（船橋キャンパス）
の学生のうちから,自然災害等の罹災あるいは家計急変等のため特に学費等の支弁が困難である者
を対象に給付します。

50万円 若干名

生
産
工
学
部

生産工学部奨学金
生産工学部学生，大学院生産工学研究科学生のうち，第1種は外国人留学生以外の学生で，特に学
業及び人物優秀な者，第2種は優秀な資質をもちながら，経済的理由など諸般の事情により学業継
続が困難な者，第3種は外国人留学生で学業及び人物ともに優秀な者に対し給付します。

第1種 50万円 9名

第2種 前期　30万円
　　　 後期  30万円

─
14名

第3種 50万円 2名

生産工学部校友会奨学金 生産工学部校友会が寄付した基金をもとに設置され，生産工学部学生及び大学院生産工学研究科
学生のうち，経済的理由から修学困難な者に対し給付します。 10万円・20万円・30万円 9名

工
学
部

工学部奨学金
第1種は大学院工学研究科学生のうち，学業成績及び人物が優秀な者，第2種は工学部1年次生のう
ち，入学時の成績が優秀な者，第3種は工学部及び大学院工学研究科学生のうち，外国人留学生で
学業成績及び人物が優秀な者，第4種は工学部学生のうち，学業成績及び人物が優秀で，経済的理
由により学費の支弁が困難な者に対し給付します。

第1種 60万円 6名
第2種 授業料相当額 2名
第3種 授業料の20％相当額 ─
第4種 30万円 12名

工学部後援会奨学金 工学部後援会が寄付した基金をもとに設置され,工学部１年次生のうち,経済的理由により修学が困
難な者に対し給付します。

  前期　25万円
  後期  25万円 新設

工学部五十嵐奨学金 工学部4年次生で，学業成績及び人物が優秀な者に対し給付します。 10万円 12名

工学部北桜奨学金 工学部職員親睦会が寄付した基金をもとに設置され，工学部学生のうち，緊急の経済的理由により
学費等の支弁が困難な者に対し給付します。 24万円 2名

医
学
部

医学部土岐奨学金 故土岐勝人氏が寄付した基金をもとに設置され，医学部及び大学院医学研究科学生のうち，学業及
び人物が優秀な者に対し給付します。 20万円 2名

医学部永澤奨学金 故永澤滋博士の功績を顕彰して医学部同窓会が寄付した基金をもとに設置され，医学部学生のう
ち，学業及び人物が優秀な者に対し給付します。 20万円 0名

医学部同窓会
60周年記念医学奨励金

医学部同窓会が寄付した基金をもとに設置され，学業及び人物ともに優秀で，入学後第一保証人の
事故等により経済的に修学困難な学生に対し給付します。 30万円 1名

医学部同窓会就学奨学金
医学部同窓会が寄付した基金をもとに設置され，医学部5・6年次に在籍し学部指定の金融機関と教
育ローン契約を締結し，また学費等の支弁が困難であり，学業及び人物がともに優れている者に給
付する。

利子相当額 ─

歯
学
部

歯学部佐藤奨学金

本学部の創設者佐藤運雄先生が寄付した基金をもとに設置され，第1種は歯学部及び附属歯科技工・
附属歯科衛生専門学校2年次以上の学生のうち，特に学業成績が優秀で人物が優れた者に，第2種は
歯学部2年次以上の学生で課外活動・学校行事等に顕著な功績がある者に，第3種は大学院歯学研究
科２年次以上の学生（原則在学期間中１回）のうち,人物が優れ，海外で開催される学会において研究
発表を行う者に対し給付します。

第1種 10万円
 20万円

20名
5名

第2種 10万円 5名

第3種 海外　50万円以内 7名

歯学部同窓会奨学金
歯学部同窓会が寄付した基金をもとに設置され，歯学部2～6年次生のうち学業が優秀で人物が優れた
者及び課外活動に顕著な成果を収めた者に対し給付します。また，大学院歯学研究科2～4年次生のうち
国際貢献及び国際交流の発展に寄与した者または学部学生への学習指導貢献が顕著である者に対し
給付します。

10万円 3名

5万円 4名

松
戸
歯
学
部

松戸歯学部鈴木奨学金
故鈴木勝博士（第6代総長）が寄付した基金をもとに設置され，第1種は松戸歯学部2～6年次生，大
学院松戸歯学研究科学生2～4年次生，附属歯科衛生専門学校2～3年生のうち学業及び人物が優
秀な者に。第2種は松戸歯学部及び大学院松戸歯学研究科の学生で経済的理由により学費の支弁
が困難であり，学業成績が優秀で，人物が優れている者に対し給付します（特待生は除きます）。

第1種 10万円 31名

第2種 24万円 6名

松戸歯学部大竹奨学金
大竹繁雄博士（第8代学部長）が寄付した基金をもとに設置され，松戸歯学部の学生,附属歯科衛生
専門学校の生徒及び大学院松戸歯学研究科の学生のうち，学業成績・人物が優秀な者，または課外
活動において顕著な成果を収め，学部等の発展に貢献したと認められる者に対し給付します。

10万円 2名

生
物
資
源
科
学
部

生物資源科学部奨学金 生物資源科学部1年次生のうち，入学試験の成績並びに高等学校在学時の学業及び人物ともに優
秀な者に対し給付します。 授業料・施設設備資金相当額 9名

生物資源科学部大森奨学金 故大森智堪先生が寄付した基金をもとに設置され，生物資源科学部学生（最終年次生）のうち，学業
及び人物ともに優秀な者に対し給付します。 20万円 12名

生物資源科学部
特別研究生研究奨学金

大学院生物資源科学研究科及び獣医学研究科に在籍する者で，将来教育・研究職を志す者に，研究
を奨励し，優れた人材を育成するため給付します。

前期課程 授業料1年分相当額の半額
11名

後期課程・博士課程 授業料1年分の相当額

生物資源科学部後援会奨学金 生物資源科学部後援会からの支援を受け，経済的理由により修学困難な者に対し給付します。 25万円以上60万円以内 50名

生物資源科学部校友会奨学金 生物資源科学部校友会からの支援を受け，経済的理由により修学困難な者に対し給付します。 25万円以上60万円以内 14名

薬
学
部

薬学部奨学金
第1種は大学院薬学研究科学生のうち，学業成績が特に優秀で，人物が優れている者，第2種は薬学部
学生及び大学院薬学研究科学生のうち，経済的理由により学費等の支弁が困難であり，学業成績が
優秀で，人物が優れている者，第3種は薬学部及び大学院薬学研究科の外国人留学生のうち，経済的
理由により学費等の支弁が困難であり，学業成績が優秀で，人物が優れている者に対し給付します。

第1種 50万円 2名

第2種 30万円 5名

第3種 30万円 1名

薬学部校友会奨学金
薬学部校友会が寄付した基金をもとに設置され，薬学部学生及び大学院薬学研究科学生のうち，経
済的理由により学費等の支弁が困難であり，学業成績が優秀で，人物が優れている者に対し給付し
ます。

20万円 2名

薬学部校友会準会員奨学金 薬学部及び大学院薬学研究科に在学中の準会員で，人物が優れ，学業成績が優秀で，学費の支弁が
困難な者に対し給付します。 30万円 7名

薬学部校友会（桜薬会）奨学金 人物が優れた薬学部学生及び大学院薬学研究科学生のうち，学業成績優秀で学費の支弁が困難な
者に対し給付します。 20万円 3名

薬学部マツモトキヨシ奨学金 マツモトキヨシホールディングスからの支援を受け，薬学部学生及び大学院薬学研究科学生のうち，   
学業成績優秀で人物が優れ，学費の支弁が困難な者に対し給付します。 30万円 5名

薬学部編入生（一般）
修学奨励金

編入学試験（一般）及びその後の学業成績が特に優秀で人物が優れている者に対して選考により給
付します。 50万円 ─

薬学部岩崎壽毅奨学金 阪神調剤ホールディングからの支援を受け,薬学部学生のうち,経済的理由により学費等の支弁が困
難であり，学業成績が優秀で，人物が優れている者に対し給付します。 30万円 10名

通
信
教
育
部

通信教育部奨学金 通信教育部2年次生以上の正科生のうち，学業及び人物が優秀で経済的理由から修学困難な者に対
し給付します。 授業料1年分を限度 11名

通信教育部坂東奨学金 故坂東長光氏が寄付した基金をもとに設置され，通信教育部2年次生以上の正科生のうち，学業及
び人物ともに優秀な者に給付します。 授業料1年分の半額相当額 1名

（人数は2018年度採用数）
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種　別 内　容 給　付　額 人数
日本大学校友会奨学金
（奨学金付教育ローン）

校友会の準会員で，人物に優れ，経済的理由により学業継続が困難な者（もしくは父母等）が，本学指定の金融機関と教育ロー
ン契約を締結し，利子相当額を校友会が給付することにより，在学中の元金返済を据え置くことができます。 在学中の利子相当額 6名

医学部特定医療奨学金 医学部5年次以上に在籍し,学業及び人物が優秀で, 臨床研修後, 医学部付属病院において特定医療を担当する診療科（小児
科・産科・救急科など）の医師を志す者。（返還免除有） 60万円 ─

医学部同窓会就学奨学金 医学部同窓会が寄付した基金をもとに設置され，医学部5・6年次に在籍し不測の事態により学費等の支弁が困難であり，学
業及び人物がともに優れている者に貸与する。 学費相当額 ─

歯学部佐藤奨学金 歯学部の学生（高学年）のうち,学費の支弁が困難で，学業が優秀で，人物が優れた者に対して貸与します。 授業料相当額以内 ─

松戸歯学部鈴木奨学金 松戸歯学部5年次以上の学生で,学業成績及び人物が良好で,学費の納入が困難な者に対して貸与します。 授業料相当額以内 1名

（人数は2018年度採用数）

対　象 減免額 人　数
医学部学生

教育充実料の範囲内で減免
─

歯学部学生 10名

松戸歯学部学生 1名

【第一種奨学金】（無利子）

貸与月額 貸与月数 返還総額 返還月額 
（定額返還方式） 返還年数 返還回数

5万円 48か月 240万円 13,333円 15年 180回

【第二種奨学金】（有利子：利率固定方式の平成31年3月貸与終了者の利率0.14％の場合）

貸与月額 貸与月数 返還総額 返還月額 
（定額返還方式） 返還年数 返還回数

5万円 48か月 2,426,987円 13,483円 15年 180回
7万円 48か月 3,407,276円 14,944円 19年 228回

第一種奨学金（大学・私立）
区　分 最高月額以外 最高月額
自宅通学 2, 3, 4万円 5万4千円
自宅外通学 2, 3, 4, 5万円 6万4千円

※ 最高月額の貸与を受ける場合は，最高月額以外
の貸与を受ける場合とは異なる家計基準が設け
られています。

第二種奨学金（大学・私立）
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12万円

※ 貸与月額12万円を選択した場合
は，医学科・歯学科は4万円，獣医学
科・薬学科は2万円増額して貸与を
受けることができます。

入学時特別増額貸与奨学金
10, 20, 30, 40, 50万円

※ 第一種奨学金及び第二種奨
学金とは異なる家計基準が設
けられています。

対　象 免除額
大学院医学研究科学生

※横断的医学専門教育プログラム（専門医取得プログラム）を選択した者 授業料の半額

種　別 団体数 年　額 人　数
給　付 74 108,000円～1,800,000円 191名

貸　与 68 210,000円～3,600,000円 276名

次の条件をすべて備えている者。 ①高等学校在学中の学業成績が優秀であること。
 ② 本大学の入学試験において特に優秀な成績をお

さめていること。
 ③人物が優れ,かつ健康であること。

次の条件を備えている者。  ①本大学院在学中の学業成績が優秀であること。 
② 本大学院の入学試験において特に優秀な成績をおさめていること。

本奨学金は返還が不要な給付型奨学金です。
◆ 採用方法　予約採用（進学前に申込む）
◆ 対　　象　大学・短期大学又は専修学校専門課程に進学を希望している生徒等
◆ 基　　準　高等学校等が定める人物・学力・家計の基準を満たす生徒等（家計については，住民税非課税世帯，生活保護受給世帯又は社会的養護を必要とする人）
◆ 給付金額　３万円（私立自宅通学者）　４万円（私立自宅外通学者）　２４万円（児童養護施設退所者等対象の一時金）
◆ 問合せ先　申込み方法及び基準の詳細については，現在通学している高等学校等にお問い合わせください。

本奨学金は返還が必要な貸与型奨学金です。
◆ 採用方法　予約採用，在学採用，緊急応急採用
　　　　　 　（予約採用：進学前に高等学校等で申込む。予約採用以外：在学中に大学で申込む）
◆ 対　　象　 大学・短期大学又は専修学校専門課程に進学を希望している生徒等及び大学・短期大学又は 

専修学校専門課程に在学している学生
◆ 基　　準　人物・学力・家計（家計については，家計支持者（父母）の収入）
◆ 貸与種類　第一種奨学金（無利子），第二種奨学金（有利子），入学時特別増額貸与奨学金（有利子）
◆ 貸与金額　以下の貸与種類からいずれかの貸与希望金額を選択

◆ 返還例

◆ 問合せ先　予約採用：現在通学している高等学校等。予約採用以外：大学の学生課又は教学サポート課。

貸与型奨学金（予約採用）の特長

　大学・短期大学または専修学校専門課程
に進学を希望している生徒を対象に，進学
前にあらかじめ奨学金の貸与を約束する奨
学金制度です。これは，進学後の経済的負担
を軽減し，安心して勉学に取り組めるように
支援する制度です。

　所得証明書などの申込みに必要となる書類
の提出があり，申込みの期間内であれば,いつ
でもパソコンからインターネットで申込みが
できます。申込み方法については，現在通学し
ている高等学校等にお問い合わせください。

●   奨学金の申込みは 
インターネットでできます。

●   大学進学後の 
生活の自立が保証されます。

　高校3年生時に予約候補者として決定しま
すので，進学後の生活の心配なく受験に専心
できます。

高校3年生の5〜6月に申込み，
秋に決定。

入学時に交付されるので安心

◆奨学金（給付型（教育ローン利子分）・貸与型）

◆教育充実料の減免（2018年度） ◆学費免除制度（2018年度）

◆地方公共団体・民間育英団体奨学金 2018年度実績

独立行政法人日本学生支援機構奨学金（給付型）

独立行政法人日本学生支援機構奨学金（貸与型）

158 NIHON UNIVERSITY

理工学部
オープンキャンパス
−駿河台入試フォーラム−〈駿河台キャンパス〉
7/14（日）10:00〜15:00
オープンキャンパス〈船橋キャンパス〉
8/3・4（土・日）10:00〜15:00
オープンキャンパス
−船橋キャンパスウォッチング−〈船橋キャンパス〉
11/3（日［祝］）10:00〜15:00
TEL.03-3259-0514〈駿河台キャンパス〉
TEL.047-469-5330〈船橋キャンパス〉

薬学部
オープンキャンパス
7/28（日）10：00〜16：00
ミニオープンキャンパス
8/21（水）10：00〜13：00
TEL.047-465-2111

短期大学部 ビジネス教養学科
	 食物栄養学科

オープンキャンパス
7/27・28（土・日）10：00〜15：00
TEL.055-980-1919
ミニオープンキャンパス
5/11（土）,6/15（土）,7/15（月［祝］）,10/14（月［祝］）,
11/9（土）,2020年1/25（土）10：00〜12：00
6/13（木）,7/11（木）18：00〜19：30
TEL.055-980-0841（ビジネス教養学科）
TEL.055-980-0840（食物栄養学科）

医学部附属看護専門学校
学校説明会
7/24（水）,8/24（土）13：30〜15：00
学校見学会
9/21（土）,10/12（土）,11/3（日）,12/7（土）
10：00〜12：00
TEL.03-3972-8134

松戸歯学部附属歯科衛生専門学校
進学説明会
8/18（日）9：30〜12：30
10/13（日）10：00〜13：00
TEL.047-360-9206

短期大学部 建築・生活デザイン学科
	 ものづくり・サイエンス総合学科

オープンキャンパス
−駿河台入試フォーラム−〈駿河台キャンパス〉
7/14（日）10:00〜15:00
オープンキャンパス〈船橋キャンパス〉
8/3・4（土・日）10:00〜15:00
オープンキャンパス
−船橋キャンパスウォッチング−〈船橋キャンパス〉
11/3（日［祝］）10:00〜15:00
短大オープンカレッジ
−ものづくり＆サイエンス・スクール−〈船橋キャンパス〉
11/3（日［祝］）10:00〜15:00
学校説明会　11/23（土［祝］）
※詳細は決定次第ホームページにてお知らせいたします。
TEL.03-3259-0514〈理工学部駿河台キャンパス〉
TEL.047-469-5330〈船橋キャンパス〉

歯学部附属歯科技工専門学校
歯学部附属歯科衛生専門学校
			
													
	

進学相談会
6/23（日）,7/21（日）,8/17（土）,
9/14（土）,10/12（土）10：00〜13：00
TEL.03-3219-8007

通信教育部
入学説明会	 決定次第ホームページ等でお知らせいたし
　　　　　　　　	ます。なお,個別相談は随時受付けています。
TEL.03-5275-8933

生産工学部〈津田沼キャンパス〉

女子中高生のためのキャンパスカフェ
6/23（日）10：00〜15：00
オープンキャンパスⅠ・Ⅱ・Ⅲ
7/14（日）,	8/3・4（土・日）10：00〜15：00
一般入学試験対策講座
12/8（日）10：00〜14：00
TEL.047-474-2246

工学部
保護者向け大学見学会2019
7/15（月［祝］）9：30〜16：30
オープンキャンパス2019
8/3・4（土・日）9：30〜15：30
受験生のためのオープンキャンパス2019
9/1（日）9：30〜14：30
TEL.024-956-8618

医学部
オープンキャンパス
8/3（土）10：00〜15：00
TEL.03-3972-8188

松戸歯学部
オープンキャンパス
6/2（日）, 7/7（日）, 8/18（日）, 10/13（日）
10：00〜14：30			
TEL.047-360-9567

生物資源科学部
オープンキャンパス
第1回 6/2（日）10：00〜15：00
第2回 8/3・4（土・日）10：00〜15：00
TEL.0466-84-3800
進学相談会
10/26・27（土・日）10：00〜16：00
TEL.0466-84-3812

歯学部
進学相談会
6/23（日）, 7/25（木）, 8/17・18（土・日）
10：00〜13：00			
TEL.03-3219-8002

文理学部
夏季オープンキャンパス
7/21（日）10：00〜16：00
秋季オープンキャンパス
9/29（日）12：00〜16：00
TEL.03-5317-9380

法学部
オープンキャンパス
7/14（日）9：00〜14：00
ミニオープンキャンパス
6/22（土）,11/3（日［祝］）13：00〜16：00
TEL.03-5275-8503

経済学部
オープンキャンパス
7/14（日）9：00〜14：00
10/6（日）9：00〜14：00
TEL.03-3511-5590

商学部
オープンキャンパス
7/13（土）13：00〜17：00
7/14（日）10：00〜15：00
ミニオープンキャンパス
6/15（土）・9/28（土）13：00〜17：00
11/4（月［振休］）10：00〜14：00
TEL.03-3749-6735

芸術学部
オープンキャンパス
6/23（日）10：00〜16：00
入試相談会
11/3（日［祝］）・11/4（月［振休］）10：00〜16：00
入試博覧会
2020年3/22（日）13：00〜17：00
TEL.03-5995-8282

国際関係学部
オープンキャンパス
7/27・28（土・日）10：00〜15：00
ミニオープンキャンパス
6/15（土）, 7/15（月［祝］）, 10/14（月［祝］）
10：00〜12：00
TEL.055-980-1919

危機管理学部
スポーツ科学部

進学相談会	
5/25（土）11：00〜15：00
ミニオープンキャンパス
6/15（土）13：00〜16：00
オープンキャンパス
7/14（日）10：00〜15：00
TEL.03-6453-1600

日本 大 学 の 最 新 情 報を しよう！
2 0 1 9年度［学部別オープンキャンパス・進学相談会］のご案内

■ 日本大学ホームページ（http://www.nihon-u.ac.jp/admission_info/）及び各学部ホームページでもご案内しています。
■ 日時・場所等は変更になる場合がありますので，必ず直前にホームページ等で確認の上，ご来場ください。
■ 事前の予約が必要なイベントもありますので，必ずホームページ等でご確認ください。

学　部 名　称 日　程 学　部 名　称 日　程
法学部 法桜祭 11/3（日［祝］）・11/4（月［振休］）	 生産工学部（津田沼キャンパス）	 桜泉祭 8/3（土）・8/4（日）
文理学部 桜麗祭 11/1（金）〜11/3（日［祝］） 工学部 北桜祭 11/2（土）・11/3（日［祝］）
経済学部 三崎祭 11/3（日［祝］）・11/4（月［振休］） 医学部

　・附属看護専門学校
翠心祭
若樹祭 11/3（日［祝］・11/4（月［振休］）商学部 砧　祭 11/3（日［祝］）・11/4（月［振休］）

芸術学部 日芸祭 11/2（土）〜11/4（月［振休］） 歯学部
　・附属歯科技工専門学校
　・附属歯科衛生専門学校

桜歯祭
駿技祭
翔衛祭

10/11（金）・10/12（土）国際関係学部・短期大学部（三島校舎） 富桜祭 10/26（土）・10/27（日）
危機管理学部　（三軒茶屋キャンパス） 三茶祭 11/2（土）・11/3（日［祝］）スポーツ科学部 松戸歯学部・附属歯科衛生専門学校 松戸祭 10/12（土）・10/13（日）

理工学部　　　（駿河台キャンパス）　　　　　　　（船橋キャンパス） 桜理祭 10/13（日） 生物資源科学部 藤桜祭 10/26（土）・10/27（日）
11/2（土）・11/3（日［祝］） 薬学部 桜薬祭 11/3（日［祝］）・11/4（月［振休］）

※問い合わせ先は各学部の紹介ページを参照してください。

学部祭日程一覧	（2019年度）

・ ・ ・ ・
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