
大垣日本大学高等学校

Nichidai

Ogaki

大垣日大生 成長ストーリー
●4月の入学から半年がたちました。
　1年生のみなさんが、「知・徳・体」それぞれの面で成長した姿をご覧ください。

●本校の母体である日本大学は「日本一教育力のある大学」を目指しています。
　高大連携で皆さんの夢を応援します。

Pick up!

第４回　12月3日（土）
　・学校紹介
　・入試説明
　・目的別説明会または校内見学
　・個別相談

次回予告

11：55～  授業参観・学食体験
13：10～  全体会（コミュニティホール）
       入試説明・部活動の紹介ビデオ

13：40～  部活動見学
14：45～  全体会（コミュニティホール）
15：00～  閉会
　　　　個別相談

11月12日（土）
タイムスケジュール

オープンキャンパス
NO.3

日本大学ってどんな大学？～数字で見る日大のすごさ！～

どんな大学？
～数字で見る日大のすご

さ！～

日本大学って
？

学部学生数（全国第１位）

名

pick
up！

通信教育部、短期大学部、大学院の学生を含
めると78,029名

全国各地からさまざまな学生が集うことで、

個性豊かで活気のある学びの環境が形成され
ています。

67,909
卒業生総数（全国第１位）

万人約
「日本法律学校」創立から126年の伝統と誇り、多くの卒業生を輩出しています。先輩たちは国内外の多種多様な分野で活躍し、日本一の校友ネットワークが社会におけるさまざまな場面で皆さんの力になってくれるでしょう。

113

学部数

日本大学は16学部、大学院、短期大学部、通信教育部を

擁する国内最大規模の総合大学です。学びのフィールドが

広い分、興味のある分野から未来への道にアプローチする

ことができます。

学部16アジアで最も革新的な大学ランキングTOP75
世界的な情報サービス企業のトムソン・ロイターが科学の
進歩、新技術の発明、およびグローバル経済の推進に最も
貢献した教育機関のランキングを発表。日本大学が日本の
私立大学として慶應義塾大学、早稲田大学とともにラン
キング入りしました。日本大学の高い教育力と研究力が
評価されていることが示されました。

住んでみたい街として常に上位にランクされる東京都世田谷区の「三軒茶屋」。
東急田園都市線の渋谷駅から急行で一駅、三軒茶屋駅から歩いて約10分の場所に、
新たに「危機管理学部」と「スポーツ科学部」を新設しました。
建物は2棟あり、1号館は教室、事務室、食堂のほか、体育館に相当するアリーナ、プール、
体操場、柔道場、剣道場、相撲場、トレーニングルームなどの体育施設を配置しています。
道を挟んだ2号館は、図書館の機能を有するほか、ラーニングコモンズを配置しています。
さまざまな防災機能を有したキャンパスで、災害時でも学生の安全を守ります。

●危機管理学部

位
日本私大

3
ご紹介した以外にも、

まだまだ日本大学の素晴らしさがいっぱい。
詳しくは
日本大学
HPにて

日本大学

CLICK!

2016年4月、２学部新設！

都心型のキャンパスから、

日本の未来に貢献する新しい学びを発信。

自然災害や大規模事故、テロや戦争・紛争・個人や企業の
情報流出やネットワーク犯罪など、多様化する現代の危機
社会において、あらゆる場面で必要とされている危機管理
学を学びます。「行政キャリア」「企業キャリア」の2つの
キャリアプランを用意して、幅広い進路にも対応します。

●スポーツ科学部
自身の競技力向上にかかわる理論と実践を学びながら、
運動創発能力（自ら運動を習得していく能力）を高めていく
「アスリートコース」と、アスリート、コーチ、サポート業務
従事者の立場を理解した競技スポーツのゼネラリストを
目指す「スポーツサポートコース」の2コース制を導入。

学生数や校舎面積など、
総合大学としてのスケールの
大きさを誇る日本大学。
日本大学の凄さを示す
データを紹介します。



成長
4月の入学から半年がたちました。1年生のみなさんが、「知・徳・体」

それぞれの面で成長した姿をご覧ください。

大垣日大生

【総合進学コース1年／美術部】

日比野 莉子さん
（大垣市立興文中学校出身）

【特別進学コース1年／
バスケットボール部】

加藤 春紀さん
（揖斐川町立北和中学校出身）

【特別進学コース1年／駅伝部】

濱野 葉月さん
（大垣市立西部中学校出身）

【総合進学コース1年／バレーボール部】

松井 秀太さん
（輪之内町立輪之内中学校出身）

【総合進学コース1年／柔道部】

永縄 まみさん
（各務原市立稲羽中学校出身）

【アカデミーコース1年／陸上部】

寺井 慎一郎さん
（瑞穂市立巣南中学校出身）

入学時は、不安でいっぱいの
スタートでしたが、徐々に慣れ
てきて落ちついた高校生活を
過ごしています。
また、授業中と休み時間など、
しっかりとけじめをつけた生活を
することで、集中して授業を受け
たりすることができています。

徳

入学前から学校の設備が良く、整っていると知っ
ていたけれど、実際に生活をしてみて素晴ら
しい施設・設備の中で授業や部活動を行うことが
できて、とても楽しく高校生活を過ごしています。
また、先生方もとても優しく、出会った時に挨拶
をすると、気持ち良く挨拶を返してくださる
ので、自分も気持ち良くなります。

徳

入学した当初は体力も技もメンタルも
全然ありませんでした。日々の厳しい
練習を続けていくことで、体力やメン
タルも強化できたと思います。技では、
今までやったことのない技を先生がと
ても分かりやすく教えてくれたことで、
たくさんの重点を意識して練習をして
います。まだまだ弱いですが、この3年
間でたくさんの成長をし、良い結果が
出せるように頑張っていきたいです。

体

バスケットボール部に入部して、練習時間
が今までより大幅に長くなり、初めは少し
戸惑いました。しかし、部の雰囲気も良く、
先生や先輩方もとても親身になってくれ、
すぐになじむことができました。同学年の
仲間とも競い合い、日々頑張っています。
また、勉強にも力を入れ、自分の目標である
文武両道を目指し努力しています。

体 本校の先生はいい人ばかりで、
生徒一人ひとりの質問や進路に
ついて、全力を尽くして考えてくだ
さるので、感銘を受け、自分も頑張
らなくてはならないと思えるように
なりました。
また、陸上のグラウンドが近いので、
練習の機会が限られていても充実
した練習ができ、身体面も成長でき
ました。

知
私が所属している駅伝部は、競い合いお互い
を刺激し合えるだけでなく、私生活の面でも
打ち解け合える仲間がいます。充実した生活
の中でも高い意識をもち練習に取り組める
環境であるからこそ成長できていると思います。
仲間の姿を見て、自分もという気持ちに何度
もなりました。これからも自分自身を鍛え、チー
ムに刺激を与えられる自分を目指します。

体

luc ky  it e m
電子辞書
普段の生活から自宅での
勉強まで、さまざまなこと
に使えるので、とても役
立っています。

luc ky  it e m
気に入ったシューズを履
くことで気が引き締まり、
1回1回の練習により集
中することができます。

luc ky  it e m
シューズ

luc ky  it e m

毎日の練習で使用していて、
とても臭い柔道着を毎日運
んでくれるものだから。

luc ky  it e m
アップシューズ

校風

行事

先生部活動

授業

大垣日大満足
度

分かりやすい
授業内容で、
テンポ良く
進みます。

大垣日大満足
度

頼りになる
先生と、

何でも話せる
仲間がいて

最高！
大垣日大満足

度 校風・授業・
部活、
全て　校風

行事

先生部活動

授業

大垣日大満足
度 男女みんな

仲が良く、
クラスの

雰囲気も　
校風

行事

先生部活動

授業

大垣日大満足
度 毎日気合いを

入れて
頑張ってます！校風

行事

先生部活動

授業

大垣日大満足
度

部活動と
授業の

文武両道で、
充実した
毎日です。校風

行事

先生部活動

授業

校風

行事

先生部活動

授業

luc ky  it e m
部活動のバック

バスケットボール
シューズ

毎日使用するもので、とても
欠かせないものです。努力
のあとも残るので、練習を
頑張ろうと思えます。

部活動の道具や私物を簡
単にどこへでも持って行く
ことができるし、ポケットの
前に大垣日大の「　」のマー
クが入っているからです。

柔道着を入れるカバン

このシューズを履くと8限
までの勉強から部活へと
気持ちが切り替わり、やる
ぞ！という気分になれます。


