
卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー） 

 

１ 法学部 

日本大学法学部は，「日本大学の目的及び使命」を理解し，日本大学の教育理念である「自

主創造」を構成する「自ら学ぶ」，「自ら考える」及び「自ら道をひらく」能力を修得し，「リ

ーガルマインド」を身につけた者に，「学士（法学）」の学位を授与します。 

 

リーガルマインド 

① 日本社会の特質を理解し伝える力 

日本の歴史，文化及び風土並びに日本人の気質，感性及び価値観を学ぶことを通じて，日

本社会の特質を理解し，これにふさわしい法，政治，行政，経済のあり方を自ら発信するこ

とができる。 

② 多様な社会システムを理解・受容し，自己の立場・役割を認識する力 

国，地域，文化圏ごとに異なる多様な社会システムを理解・受容し，地域社会，日本及び

世界の中での自己の立場や役割を認識し，説明することができる。 

③ 社会に貢献する姿勢 

高い識見をもって社会に貢献する姿勢を持ち続けることができる。 

 

「自主創造」の３つの構成要素及びその能力 

＜自ら学ぶ＞ 

① 豊かな教養・知識に基づく高い倫理観 

社会人たるに必要な教養と社会科学の知識を修得し，法令遵守の精神と高い倫理観に基づ

いて，自らの使命・役割を果たすことができる。 

② 日本及び世界の社会システムを理解し説明する力 

日本及び世界の法，政治，行政，経済のしくみと，それが直面している問題を理解し，説

明することができる。 

＜自ら考える＞ 

③ 論理的・批判的思考力 

社会通念をふまえ，論理的，科学的，合理的かつ批判的な考察を通じて，新たな「知」の創造に

寄与することができる。 

④ 問題発見・解決力 

社会・共同体のさまざまな営みに自ら積極的にコミットする中で，事象を注意深く観察し

て問題を発見し，解決策を提案することができる。 

＜自ら道をひらく＞ 

⑤ 挑戦力 

法規範をはじめとする社会システムに関する専門的知識を基に，あきらめない気持ちをも

って，より良い社会・共同体の創造に果敢に挑戦することができる。 

 

 



⑥ コミュニケーション力 

多様な伝統・文化・環境に育まれた他者の気質，感性及び価値観を理解・尊重し，社会・共同体

の中で積極的にコミュニケーションを実践し，自らの考えを伝えることができる。 

⑦ リーダーシップ・協働力 

社会・共同体のさまざまな活動において，より良い成果を上げるために，お互いを尊重し，自らす

すんで協働するとともに，リーダーとして協働者の力を引き出し，その活躍を支援することができる。 

⑧ 省察力 

他者による評価を謙虚に受け止め，自己の活動がより良い社会・共同体の創造に貢献することが

できたかを振り返ることにより，生涯にわたり，社会人としての自己を高めることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



教育課程編成の方針（カリキュラム・ポリシー） 

 

１ 法学部 

 日本大学法学部は，法学部ディプロマ・ポリシーに適う人材を養成するため，総合教育科

目，外国語科目，保健体育科目，法律学科及び政治経済学科の専門教育科目について，４年

間を通じて，体系的なカリキュラムを編成し実施します。 

 また，各科目における教育内容・方法，成績評価方法及び評価基準をシラバス等で明示し，

学生に周知したうえで，実施する授業形態に即し，公正かつ厳正に評価を行います。 

 

 

1-1 法学部法律学科 

① 豊かな教養・知識に基づく高い倫理観 

(1) 現代社会における法の役割を理解し，説明することができる。 

(2) 高い倫理観と優れた人格を備えて，適切かつ責任ある行動をとることができる。 

(3) 他人の人格を尊重し，常に敬意を払って接することができる。 

(4) 日本大学の学則に従って学生生活を過ごすことができる。 

② 日本及び世界の社会システムを理解し説明する力 

(5) 日本及び世界の法の仕組みを理解し，的確に説明することができる。 

(6) 社会における法的問題を認識し，それにどのように取り組むべきかを述べることがで 

 きる。 

③ 論理的・批判的思考力 

(7) 法律学の基礎的知識を身につけ，新たな知見を生み出すことができる。 

(8) 法律学の基礎的知識に基づいて，物事を論理的，合理的かつ批判的に考察することが 

 できる。 

④ 問題発見・解決力 

(9) 社会における問題の解決にとって必要な情報を積極的に収集・分析し，それを解決策

に役立てることができる。 

(10) 社会における法的問題を抽出し，専門的知識に基づく具体的な解決方法を示すこと

ができる。 

(11) 法律学に関する体系的知識を修得し，法的観点に立って問題を解決することができ

る。 

⑤ 挑戦力 

(12) 法律学の専門的知識を基に，自らが取り組むべき課題を探求することができる。 

(13) 専門的知識・能力を社会の様々な領域に応用することにより，社会に貢献することがで 

きる。 

⑥ コミュニケーション力 

(14) コミュニケーション能力を高め，自らの考えを的確に伝えることができる。 

(15) 社会の中で積極的にコミュニケーションを図ることができる。 

 



(16) 他者とのコミュニケーションを通じて，多様な価値観を理解・尊重することができ 

る。 

⑦ リーダーシップ・協働力 

(17) リーダーとしての役割を理解し，社会の中でリーダーシップを発揮することができ

る。 

(18) 他者を尊重し，信頼関係を構築することにより，協働して問題解決に取り組むこと

ができる。 

(19) 問題解決のために話し合いの場を設け，自主的に問題を解決することができる。 

⑧ 省察力 

(20) 他者の意見を謙虚に受け入れ，自己の達成度を客観的に分析した上で，さらなる目

標を定めて，それを達成するために積極的に取り組むことができる。 

  



1-2 法学部政治経済学科 

① 豊かな教養・知識に基づく高い倫理観 

(1) 社会における政治と経済の役割を理解し，説明することができる。 

(2) 法律，社会道徳及び日本大学の学則に従って学生生活を過ごすことができる。 

(3) 高い倫理観に基づいて，政治・経済分野での自らの使命・役割を果たすことができる。  

② 日本及び世界の社会システムを理解し説明する力 

(4) 日本と世界の政治や経済の仕組みや現状を分析し，説明することができる。 

(5) 日本や世界が直面する政治的・経済的問題を的確に把握し，理解することができる。 

③ 論理的・批判的思考力 

(6) 社会の政治現象や経済活動を客観的・批判的に観察し，その本質を把握することがで 

 きる。 

(7) 政治と経済に関する学問的知識を基に，社会現象を科学的・論理的に分析することが 

 できる。 

(8) 政治と経済に関する新たな知見を生み出すことができる。 

④ 問題発見・解決力 

(9) 政治活動や経済活動に積極的に参加することができる。 

(10) 社会の現状を観察し，政治や経済に関する問題を発見することができる。 

(11) 政治的・経済的問題に対する解決策を提案することができる。 

⑤ 挑戦力 

(12) 社会の抱える政治的・経済的課題に継続的に取り組むことができる。 

(13) よりよい社会の創造に向けて，政治的・経済的問題の解決に果敢に挑戦することが 

できる。 

⑥ コミュニケーション力 

(14) 政治や経済に関する他者の意見を理解・尊重することができる。 

(15) 政治や経済に関する学問的知識を活用して，論理的にコミュニケーションを図るこ 

とができる。 

(16) 政治や経済に関する自らの考えを正確に伝えることができる 

⑦ リーダーシップ・協働力 

(17) 政治活動や経済活動に参加するにあたり，多様な考えをもつ人々と協力しあうこと 

ができる。 

(18) 社会において，政治や経済に関する学問的知識を応用して，リーダーシップを発揮 

するとともに，協働者を支えることができる。 

⑧ 省察力 

(19) 政治や経済に関する他者の意見や自己に対する評価を謙虚に受け止めることができる。 

(20) 自らの政治活動や経済活動への参加状況や貢献度合いを振り返り，客観的に評価するこ 

とができる。 

(21) 生涯にわたり社会に貢献できるよう，日頃から政治や経済の新しい知識の獲得に励むこ 

とができる。 

  



卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー） 

 

２ 文理学部 

 文理学部は，日本大学の学則第１条に掲げた「自主創造」を基本理念とし，実社会で活

躍する人材の育成を目指します。このため人文系・社会系・理学系の学問を幅広く学び，困

難に立ち向かうリベラルアーツ（教養）を身につけるとともに，学科ごとの専門的知識・技

術を修得し，教養と知識・技能をともに生かしながら新たな地平を切り開く総合的実践力の

獲得を教育目標とし，かつ所定の授業科目及び単位を修得した学生の卒業を認定し，学士（文

学）の学位を授与します。  

ます。 

① 自主性と創造力 

 自分から目標を定め，その実現に向けて，自ら考え，行動するとともに，伝統を尊重しな

がらも，既存の権威や規範に拘束されない創造力をもっている。 

② 多様性に対する想像力と理解力 

 古今東西の多様な文化や社会について豊かな想像力と理解力をもち，少数者を含めた他者

への共感的な感覚や態度を身につけている。 

③ 自然や人間・社会の複雑性を認識し，問題を発見する力  

 自然の摂理を解明するとともに，多くの対立や葛藤を抱えた人間・社会の複雑性を科学的

に認識し，問題を見出すことができる。 

④ 多くの人々とともに問題解決に向かう力 

  見出された問題に立ち向かい，的確な情報収集や分析をしながら多くの人々と協力し，解

釈や解決に向けてリーダーシップを発揮することができる。 

⑤ 創造的なコミュニケーション能力 

 言語や身体など，さまざまな媒体を通して他者の思いや考えを受けとめるとともに，自分

の思いや考えを伝え，創造的な対話と議論を重ねることができる。 

⑥ 専門的知識や技能を総合的に活用する力 

 幅広い教養の基盤に立って，各学科の学位プログラムに基づいて修得した専門的知識・技

能をつなぎ，総合的に活用することができる。 

 

2-1 文学専攻（国文学） 

文学専攻（国文学）においては，以下の資質・能力を身に付け，所定の年限在学し，かつ

所定の授業科目及び単位を修得した学生に学士（文学）の学位を授与します。  

 

① 知識・理解(文化・社会・自然等) 

(1) 日本語，日本文学に関する知識を基礎から体系的に学び，自ら意欲的に学ぶ姿勢を身に付

け，知的探求心を育てる。 

(2) 学問の基盤となる基礎的知識を学んだのち，専門性に裏付けられた多彩な授業を通して幅

広い視野を得，先端的な学問状況も理解し，獲得した教養と知見を社会で活用する能力を持つ。 

② 汎用的技能(コミュニケーションスキル,数量的スキル,問題解決能力等) 



現代社会にふさわしい日本語運用能力を習得し，多様な情報を収集し理解するリテラシーと，

自らも情報を発信できるプレゼンテーション能力とコミュニケーション能力を身に付ける。他者

の考えに共感しつつ，自らの思いを適切に表現できる力を備える。 

③ 態度・志向性（自己管理力,チームワーク,倫理観,社会的責任等） 

授業や演習での経験を通じて，現代社会の諸問題を自主的に解決しようとする姿勢を持ち，共

同の目標を創造的に実現しようとする協調性と社会性を育て，責任をもって自らの行動を管理す

る態度を身に付ける。 

④ 総合的な学修経験と創造的思考力 

専門的な学修の積み重ねを通じて，主体的・創造的に問題に取り組み，課題解決に必要な総合

的判断力・思考力・表現力を養う。専門的な知識とスキルを活かし，様々な局面で自らの能力を

自主的に発揮し，他者と協力し問題を打開することができる。 

 

2-2 文学専攻（英文学） 

文学専攻（英文学）においては，以下の資質・能力を身に付け，所定の年限在学し，かつ

所定の授業科目及び単位を修得した学生に学士（文学）の学位を授与します。  

 

① 知識・理解(文化・社会・自然等) 

英米文学および英語学の専門的な知識と研究方法を修得している。 

② 汎用的技能(コミュニケーションスキル,数量的スキル,問題解決能力等) 

英語による高度なコミュニケーション能力を修得しているとともに，自主的に情報を収集・整

理・分析し，問題を解決する能力を修得している。 

③ 態度・志向性（自己管理力,チームワーク,倫理観,社会的責任等） 

英米の文学・文化・言語の知識を活用しながら，世界各国の社会の文化・風習・ルール等を尊

重し，個人ないし他者と協力しながら自主的に行動する能力を修得している。 

④ 総合的な学修経験と創造的思考力 

大学で修得した知識・技能・態度等を総合的に活用しながら，ものごとを論理的かつ創造的に

考え，さまざまな問題を発見あるいは解決する能力を修得している。 

 

2-3 哲学専攻 

哲学専攻は，思想全般にわたる知識と論理的思考能力と対話力に基づいて，多様化する現代社

会の中で自ら問題を発見し，分析して，解決することができる人材の育成を目指します。そのた

めに哲学専攻は，「① 知識・理解」，「② 汎用的技能」，「③ 態度・志向性」，「④ 総合的な学修経

験と創造的思考力」の 4領域 14項目を具体的に挙げて，以下の資質・能力を身に付け，所定の年

限在学し，かつ所定の授業科目及び単位を修得した学生に学士（文学）の学位を授与します。 

 

① 知識・理解(文化・社会・自然等) 

(1) 哲学系３分野，すなわち，哲学・倫理学・宗教学のどの分野に関しても基礎的な知識を有 

し，「真・善・美・聖」という基本的価値の重要性を理解している。 

(2) 哲学・倫理学・宗教学のいずれか一つの分野を専門的に学び，その分野に特有な概念や理 



論を十分に把握している。 

(3) 学んだ方法や理論を日常生活や社会的実践において活用できる。すなわち，得られた知識 

や理解を基にして，自分の生き方や現代社会のあり方を問い，分析し，そして，その問題の 

解決を図ることができる。 

② 汎用的技能（コミュニケーションスキル，数量的スキル，問題解決能力等） 

(4) 情報リテラシー：情報通信技術を用いて，多様な情報を収集・分析し，適正に活用できる。 

(5) 論理的思考力：自他の主張や論証を論理的に（再）構成したり，批判的に分析して評価し 

たりできる。 

(6) 哲学的文献や作品の理解力：哲学や宗教における古今の文献を正確に読み解く能力，また， 

絵画や音楽といった，文字資料以外の芸術作品を分析する能力を身につけている。 

(7) 問題提起力：さまざまな文献の解釈を通じて，あるいは，現代の思想的状況を過去の思想 

と照らし合わせることによって，新しい重要な問題を見出したり，または，既存の問題であ 

ってもそれを新たな角度から提起したりできる。 

(8) 対話力：価値観が異なる相手であっても他者として尊重し，互いの間で合理的な議論を推 

進していく能力，あるいは，そうした議論の場を設定し，運営していく能力を身につけてい 

る。 

③ 態度・志向性（自己管理力，チームワーク，倫理観，社会的責任等） 

(9) 哲学や宗教の古典，芸術作品などは，人類の知的遺産である。この遺産を大切にして継承 

し，次世代へと伝えていく態度，また，この遺産を現代社会の諸問題に活用する態度を身に 

つけている。 

(10) 哲学専攻で学んだ者として，他者の存在，また他者の異なる価値観を受容し，理解し，共 

感する態度を身につけている。 

(11) 自己の良心と社会の規範に従い，一人の市民として社会の発展のために貢献しようとして 

いる。 

(12) 哲学の学びは大学４年間に限定されない。「真・善・美・聖」という基本的価値をめぐる 

探究は，実社会に出てからも生涯にわたって続くことを自覚している。 

④ 総合的な学修経験と創造的思考力 

(13) 哲学の問題を自分自身で見つけ，そして，その問題の解決を図るために，これまでに獲得 

した知識・技能・態度を総合的に活用できる。 

(14) 哲学の問題の設定とその解決という，一連の過程を言語化して，レポートや論文の形にま 

とめて発表できる。 

 

2-4 史学専攻 

史学専攻においては，以下の資質・能力を身に付け，所定の年限在学し，かつ所定の授業

科目及び単位を修得した学生に学士（文学）の学位を授与します。  

 

① 知識・理解（文化・社会・自然等） 

歴史学は科学であるという立場に立ち，歴史学の基本的な知識と思考法を体系的に修得し，最

新の歴史学の成果を踏まえた各地域の歴史を理解している。 



② 汎用的技能（コミュニケーションスキル，数量的スキル，問題解決能力 等） 

過去の事象をめぐる多様な情報を収集・整理し，複眼的・巨視的に分析することができる。さ

らに，それらを明快かつ論理的に表現・発表することができる。 

 

③ 態度・志向性（自己管理力，チームワーク，倫理観，社会的責任等） 

過去の事象が折り重なることで現在が成り立つことが理解できる歴史的思考法を身につけてい

る。また，各地域の歴史を，幅広い時間・空間で考察するグローバル・ヒストリーの中に位置づ

けることができる歴史的視野を持っている。 

④ 総合的な学修経験と創造的思考力 

獲得した歴史学の知識と思考法を，現代社会が抱える諸問題の考察と解決のために活用するこ

とができる。 

  



教育課程編成の方針（カリキュラム・ポリシー） 

 

２ 文理学部 

文理学部では，卒業の認定に関する方針（ディプロマ・ポリシー）に掲げる教養と知識・

技能を修得させ，総合的実践力を獲得させるために，総合教育科目，外国語科目，専門教育

科目及びその他必要とする科目を体系的に編成し，講義，演習，実習等を適切に組み合わせ

た授業を展開します。カリキュラムの体系性と学修の順序性を明確にするために，科目配置

の目的や科目間の関連を説明する履修系統図を明示します。 

 教育の内容と教育の方法については以下の①から⑧のように，評価の方法については⑨と

⑩のように定めます。なお，各授業科目の学修方法，学修過程，学修成果の評価の方法，評

価基準をシラバスに明示し，学生に周知します。学修成果の評価に関しては，実施する授業

形態に即し，適正かつ厳格な方法で実施します。 

 

① 総合教育科目（保健体育科目を含む）を通して，心身の健康，大学生活への適応，学修

スキルの修得，卒業後のキャリアを見据えた４年間の学びの目標設定と計画策定を行うとと

もに，社会人としての基礎力の獲得に向け，４年間にわたってその計画を必要に応じて自主

的に修正しながら着実に実行に移していきます。 

② 総合教育科目（各学問の基礎教育科目）を通して，伝統的な諸学問を，領域を超えて学

修するとともに，総合科目を通して，既存の学問の枠組にとらわれない主体的，創造的な学

びを行います。 

③ 個々の科目ではアクティブ・ラーニング等の方法によって，それらの諸問題を自らの現 

実と関連づけて理解し，その解決を志向します。 

④ 外国語教育科目では，英語，中国語，ドイツ語，フランス語，日本語（外国人対象）の

５つの異なる言語のなかから１つを選択し，基礎的なコミュニケーション能力，表現力や読

解力を修得することを通して，自分とは異なる多様な人々や文化や社会と対面するなかで，

自己を相対化し，他者をそれ自身として認識し理解します。 

⑤ 人文系・社会系・理学系にまたがる総合教育科目群から，すべての系の科目をバランス

よく履修することを通して，自然，人間，社会のそれぞれの複雑性だけでなく，それらの関

連を，学術的，科学的に認識し，個々の領域の問題だけでなく領域間の相互作用によって生

じる問題をも発見します。 

⑥ 一部の総合教育科目や多くの専門教育科目において，問題発見・解決型学習(PBL)，グル

ープワーク，集団討議，反転授業等のアクティブ・ラーニングを導入した講義や演習や実習

等を履修します。それによって，主体的に問題を発見し，その問題に学術的に取り組み，そ

の解決に向けて，創造的なコミュニケーションを通して他者と協力していきます。 

⑦ 外国語科目では，インタラクティブな授業や海外交流を，総合教育科目では，日本研究・

国際研究科目を履修することを通して，国際的なコミュニケーションと協働性を学びます。 

⑧ 文理学部の４専攻のみならず，法学部・経済学部・商学部の基礎的な入門科目群から高

度な発展科目群にいたる専門科目群を，適切に組み合わせて，各学問の体系性に応じた履修

単位数制限や進級要件のなかで横断的に履修していきます。それによって，２１世紀の国際



社会のなかで直面する現実の諸問題の発見からその整理，解決に向けて教養的知識，専門的

知識・技能を総合的，学術的に活用し，卒業研究や卒業論文研究に結実させます。 

⑨ 卒業の認定に関する方針（ディプロマ・ポリシー）に従って履修系統図に示したカリキ

ュラムの目的を達成するために，各科目に設定された到達目標の達成の程度を，シラバスに

記載された方法を用いて成績評価を行います。成績評価は，テストによるもののほか，レポ

ートやプレゼンテーションや実技や授業参画度によるものなど，また，それらを組み合わせ

て，各科目の内容や方法に合わせて複合的，多元的に行います。 

⑩ 学生が履修した各科目の成績評価を集計することによって，教育成果を分析し，改善し

ていきます。 

 

2-1 文学専攻（国文学） 

以下の方針でカリキュラムを編成します。 

① 専門基礎科目 

日本語・日本文学の専門教育への導入としての入門科目，演習科目を置き，基礎的知識と，

学修の基本方法と技術を実賎的に学びます。 

② 専門教育科目 

日本語・日本文学・書学の専門的で幅広い知識を深めるための多様な講義科目と，主体的

学修を追求するための演習を置き，卒業論文の執筆で学びの集大成をめざします。 

③ 教職コース科目 

国語科教員をめざす学生のために，きめ細かい教科専門科目を置き，専門知識に富み，教

育現場での実践力も身に付けた意欲的な教員を育成します。 

 

2-2 文学専攻（英文学） 

英文学科のディプロマ・ポリシーを達成するために，１年次から４年次にかけて段階的に講義

と演習の専門科目群を設置しています。 

１年次 基礎的な学修方法，英語の読解力，英語によるコミュニケーション能力等を養うとと

もに，英米文学および英語学の基礎的な知識を学びます。 

２年次 より高度な英語によるコミュニケーション能力を養うとともに，英米文学および英語

学の基礎的な研究方法を学びます。 

３年次 最も高度な英語によるコミュニケーション能力を養うとともに，英米文学および英語

学の専門的な知識と研究方法を学びます。さらに，演習科目で 4 年次の卒業論文の準備をはじめ

ます。 

４年次 英米文学ないし英語学の最も高度かつ専門的な知識と研究方法を学びます。さらに，

大学４年間の集大成として卒業論文をまとめます。 

 

2-3 哲学専攻 

卒業認定・学位授与の方針に掲げる目標を達成するために，哲学専攻は，哲学・倫理学・宗教

学の３分野の下で，学生が各々の関心に応じて効果的に学びを進めることができるカリキュラム

を編成します。 



履修系統図は，１年生から４年生までの学びの進め方を示しています。 

2-4 史学専攻 

本専攻のディプロマ・ポリシーが求める能力を無理なく，段階的・体系的に身につけるた

めに，１年次には入門・概説科目を通じて歴史学の基本を学び，自らの専攻分野を決めてい

きます。専攻分野が決定する 2 年次以降は，基礎理論となる史学概論や，より高度な内容を

持った特講科目を履修して，専門性を高めていきます。３年次以降は特講科目を継続して学

修するとともに，卒業論文執筆に向けた演習の受講を開始します。４年次は３年次を継承し，

史学専攻での学修成果を卒業論文としてまとめていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー） 

 

３ 経済学部 

日本大学経済学部は，学士課程を通して，自立した個性，豊かな人間性，専門的創造性，世界

的視野を持つ人材として自ら成長する，日本大学の学則第１条に掲げた「自主創造」を教育の基

本理念とします。教養教育，経済学の学修を通じて，経済社会システムを構成する市場・企業・

制度・政策に関する深い知識を身につけ，主体的に考え，行動することで，変化し続ける経済社

会が直面する諸問題の解決を通じて，人々の幸福の増進に寄与できる人材の育成を目標とします。

このディプロマ・ポリシーに基づき設定された卒業要件を満たした者に，学士（経済学）の学位

を授与します。 

① 地域社会や日本を含む多様で複雑な世界を理解する力 

複雑な経済社会システムの本質的な要素を抽出し，相互依存関係にある歴史や社会制度を理解

する力や，価値観や判断基準の異なる考えを理解するための柔軟な姿勢を身につけます。 

② 冷静に問題のメカニズムを読み解き，それを解決する力 

近代経済学の基礎理論にもとづく，現象の背後にある本質を見極めようとする思考力，及び感

情に流されない理路整然とした論理展開力，状況に応じて経済・経営的な問題を主体的に考察し，

能動的に問題を解決する力を身につけます。 

③ 他者への温かい共感の下で，問題を発見しそれに挑戦する力 

不況，失業，貧困など経済的逆境の中で，生活を脅かされている人びとに正面から向き合い，

経済社会の問題を発見し，自らの利害を超えて，より良い未来を創るためにそれに挑む力を身に

つけます。 

④ 他者の声を聞き，自分の考えを表現し，発信する力 

人びとに自分の考えを伝え，それが論理的根拠を持っていることを納得させることのできる能

力，他者の意見や知識を聞く能力を高めることを通じて，異なる価値観，文化的背景を有する人

びとと対話を行うことを可能にします。  

⑤ 自らの役割を認識し，他者とともに問題を解決する力 

他者とともに，問題に挑み，それを解決することを通じて自らの役割を認識し，それを全うす

る力をつけるとともに，この協働のプロセスを振り返り，改善策を見出す力をつけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



教育課程編成の方針（カリキュラム・ポリシー） 

 

３ 経済学部 

３-1 経済学部経済学科 

幅広い知識の獲得のために，教養関係科目を，そして経済学的思考の基礎を固めるために

経済学概論、経済原論，経済史総論を，全学生に共通して設置します。 

総合教育科目及び専門科目について，それぞれ各科目の配当年次を明示して，段階的な学

修を奨励します。専門的な知識を体系的に学ぶために， 2年次から選択科目を履修するもの

とします。 

また，十分な予習・復習時間の確保と，授業内容の確実な理解が可能となるように，履修

単位数のキャップ制を設けます。 

なお，各授業科目の学修方法，学修過程，学修成果の評価の方法，評価基準をシラバスに

明示し，学生に周知します。学修成果の評価に関しては，実施する授業形態に即し，適正か

つ厳格な方法で実施します。 

① 地域社会や日本を含む多様で複雑な世界を理解する力 

(1) 導入教育によって，大学における学びの基礎を作った上で，経済学概論，経済原論，

経済史総論により，経済学的思考の基礎を固め，問題の本質を把握する訓練を行います。 

(2) 総合教育科目及び専門科目について，それぞれ各科目の配当年次を明示して，段階的

な学修を奨励します。専門的な知識を体系的に学ぶために， 2 年次から選択科目を履修

するものとします。 

(3) 英語等外国語の 4技能（読む・聞く・書く・話す力）の習得を系統的に図り，グロー

バル時代のコミュニケーション能力を涵養します。さらに海外交流スクーリング等によ

る国際交流を通じて，実際の経験を通じた多様性への理解を高めます。 

② 冷静に問題のメカニズムを読み解き，それを解決する力 

③ 他者への温かい共感の下で，問題を発見しそれに挑戦する力 

(4) 経済理論，各種応用経済学系科目によって，経済活動の仕組みや市場の役割を理解し，

経済政策や制度の当否を判断できる力を涵養します。 

(5) 他学部配当科目の横断的な科目体系によって，経営・財務・企画・営業などの，実務

において求められる能力を向上させるとともに，社会に貢献する職業人としての基礎を 

育みます。 

(6) 設置された福祉労働系，都市環境系科目によって，様々な立場におかれている人びと

への共感の下に，多様な経済社会問題を発見する力，それに挑戦する力を育みます。 

④ 他者の声を聞き，自分の考えを表現し，発信する力 

(7) 日本語を含む系統的な語学系科目の配置により，グローバルな環境下でも，自分の考

えを伝え，対話によってより良い解決策を見出す能力を育みます。 

⑤ 自らの役割を認識し，他者とともに問題を解決する力 

(8) 導入教育において，問題発見・解決型学習，グループワーク，集団討論などのアクテ

ィブ・ラーニングを導入した学修を行います。 

(9) リーダーシップや問題解決能力の向上を目指した教育を行います。 



(10) スクーリングにより，学生同士の協働による学修を促進します。 

(11) 各科目に設置された到達目標の達成の程度を，シラバスに記載された方法を用いて 

 

 評価します。成績評価は，テストによるもののほか，レポート，プレゼンテーション，

授業参画度によるものや，それらを組み合わせた方法により多面的に行います。 

(12) 学生の成績を，各科目の系統ごとに集計し分析することで，科目系統ごとの教育効

果を分析し，教育体系の評価，改善を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー） 

 

４ 商学部 

日本大学商学部は，以下に掲げるディプロマ・ポリシーに基づき設定された卒業要件を満

たした者に，学士（商学）の学位を授与します。 

 

日本大学商学部は，日本大学学則第１条に掲げた「自主創造」を教育の基本理念とします。

その教育理念を達成するために学士課程を通して，自立した個性・豊かな人間性・専門的創

造性・世界的視野を持つ人材として成長することを目指します。そして，グローバルビジネ

ス社会に対応できる実学を修得し，日本だけでなく，世界で新しく生まれるビジネスシーン

を創造し，現代社会が直面する諸問題の解決を通じて，人々の幸福の増進に寄与できる人材

を育成します。 

 

① 日本を含む世界中の多様で複雑な商取引世界を理解する力 

商取引の本質的な要素を抽出し，国内及び国際間での歴史的背景並びに価値観を理解する

力や，判断基準の異なる考えを理解するための柔軟な姿勢を身に付けます。 

 

② 問題や課題について論理的に理解し，その原因を導き伝える力 

感情に流されず，修得した学問により，ビジネスの背後にある問題の原因を突き止める冷

静な思考力やその原因を相手に理解できるよう伝える能力を身に付けます。 

 

③ 様々な環境で繰り広げられるビジネスシーンの本質を理解する力 

商取引において，その本質を知ろうとする知的好奇心により，身近な環境やグローバルな

場面で問題を解決する力を身に付けます。 

 

④ 相手の話を聞き，自らの考えを表現し伝える力 

様々なコミュニケーション能力により，相手の考え，異なる価値観や文化的背景を理解し

た上で，自分の考えを正しく伝える力を身に付けます。 

 

⑤ 能動的な行動により，他者と協働し問題を解決する力 

他者と問題を解決する際に自分がどのように取り組めばよいのか判断し，実行する力を身

に付けます。 

 

 

 

 

 

 

 



教育課程編成の方針（カリキュラム・ポリシー） 

 

４ 商学部 

4-1 商学部商業学科 

 

ビジネス社会で活躍できる実践的な人材，企業経営から NPO まで産業構造の変化に対応し

て経営する力を発揮できる人材，経営活動の動きを計数的側面から捉える高い能力を持つ人

材の養成を目指します。 

総合教育科目では，自ら考え，自ら学び，自ら道を開く自主創造力の養成し，日本大学学

生としての基礎を学びます。 

商業学科では，グローバル社会に対応できる戦略的で多様なマーケティング，長期的かつ

史的観点に基づく貿易，金融，ファイナンス及び保険などの専門科目を学修します。また，

企業組織に代表される様々な組織の形態・行動及び，それらの創設，運営，評価及び歴史に

関する専門科目を学修します。さらに，会計学の理論と実践に関する専門科目を学修します。 

学生は，各年次に配当された科目を段階的に学び，専門性を高めて学修できます。加えて関

連する他学部の専門領域についても学修し，より広い知識を習得することが可能です。 

英語教育については，習熟度に応じて無理のない学修が可能です。外部の検定試験の単位

認定制度により，英語能力を向上させることができます。 

多岐に渡るテーマを研究する卒業論文指導や，アクティブ・ラーニングを用いた少人数で

実施される科目では，問題提起や対応・解決について学修し，自らの考えを伝え，対話によ

って，より良い解決策を見出す能力を育みます。 

各授業科目の学修方法，学修過程，学修成果の評価の方法，評価基準は，シラバスに明示

して，周知します。学修成果の評価に関しては，実施する授業形態に即し，適正かつ厳格な

方法で実施します。テストによるもののほか，レポート，プレゼンテーション及び授業参画

度等によるものや，それらを組み合わせた方法により多面的に行います。これらは，シラバ

スに記載されており，どのように学修計画を立てるべきか自分で判断することが必要です。 

また，十分な予習・復習時間の確保と，授業内容の確実な理解が可能となるよう，履修単

位数のキャップ制を設けています。学生と教員の授業外のコミュニケーションとして，「オフ

ィスアワー」の時間帯を設けています。 


