所在地

大正10 (1921) 年､ ｢漢学振興に関す
る建議案｣ が当時の国会である帝国議会
にて決議され､ この決議案を具現化する
ために､ 大正12 (1923) 年､ 大東文化学
園の前身である大東文化協会を創設､ 大
東文化学院が開設されました｡ いわば当
時の国会が意志を以って決定した一つの
教育機関でした｡ このことは､ 無批判に
進行する西洋化を憂い､ 真の近代化､ 国
際化を目指そうとする有識者の提案によ
るもので､ 東洋の文化を基盤として西洋
の文化を吸収し､ ｢東西文化を融合して
新しい文化の創造を目指す｣ ことが ｢建
学の精神｣ として掲げられました｡
その後､ 幾多の変遷を経た現在､ ８学
部20学科を擁する総合大学へと発展しま
したが､ 創設時の意志は今に受け継がれ､
学部・学科の整備拡充､ カリキュラムの
改正､ 都市や地球環境に配慮した教育環
境の整備､ 国際的な人材の育成のための
留学制度や学生サポート体制など､ 単に
規模的な拡大だけでなく質的な面での充
実も図り､ 常に一歩先を見据えたリーディ
ングユニバーシティとして､ 新しい時代
のグローバルな教育を展開しています｡

●文学部
日本文学科 (150名)
作品研究から創作まで､ 伸びやかに日
本文学にアプローチします｡
中国文学科 (70名)
中国の哲学､ 思想､ 歴史や中国語､ 書
道芸術などを学びます｡
英米文学科 (130名)
文学､ 物語､ 英語をじっくり味わい､
英語圏の文化への造詣を深めます｡
教育学科 (120名)
実践的な応用力のある幼稚園教員､ 小
学校教員､ 保育士を養成します｡
書道学科 (60名)
日本初の書道学科｡ 書学 (書の研究)
と書作 (書の制作) を学びます｡
歴史文化学科 (100名) ※１
｢世界のなかの日本｣ というグローバ
ルな視点から､ 歴史・文化を広く発信で
きる人材を養成します｡
●経済学部
社会経済学科 (205名)
経済を中心に､ 社会を幅広くとらえる
視点を持った人材を養成します｡
現代経済学科 (165名)

■板橋キャンパス ＜入試広報課＞
東京都板橋区高島平1−9−1 (〒175‐8571)
TEL 03‐5399‐7800 FAX 03‐5399‐7801
■東松山キャンパス ＜入試広報担当＞
埼玉県東松山市岩殿560 (〒355‐8501)

ミクロ・マクロ経済学､ 数量分析手法
やパソコンスキルなどを学びます｡
●外国語学部
中国語学科 (70名)
実用的な中国語をネイティブスピーカー
教員らの指導で習得します｡
英語学科 (230名)
国際語である英語を､ コミュニケーショ
ン・スキルと共に学びます｡
日本語学科 (60名)
日本語教師と母語話者を含めた日本語
能力を養成します｡
●法学部
法律学科 (225名)
実社会で生かせる法律知識を基礎から
身につけます｡
政治学科 (150名)
日本の地方自治から世界各国の動きま
で､ バランスよく学びます｡
●国際関係学部
国際関係学科 (100名)
国際社会で通用する知識､ 語学力､ 洞
察力を身につけます｡
国際文化学科 (100名)
アジアのさまざまな地域の言語､ 文化､
歴史､ 芸術を学びます｡
●経営学部
経営学科 (365名)
経営学の基礎理論を修得し､ 経営､ 会
計コースに分かれて学びます｡
●スポーツ・健康科学部
スポーツ科学科 (125名)
人体を学び､ スポーツ指導者や市民の
健康づくりの担い手を育てます｡
健康科学科 (100名)
健康に関して学び､ 臨床検査技師など
の医療系資格の取得をめざします｡
看護学科 (100名) ※２
地域で暮らす人々の健康と療養を支え
るために､ 社会人基礎力を備えた新時代
の看護師を養成します｡
●社会学部
社会学科 (200名) ※１
多様性を増す人と社会の現実を見つめ､
希望のある未来を生み出す人材を養成し
ます｡
※１ 収容定員増認可申請中
※２ 設置認可申請中
平成30年４月設置予定｡ 予定であり変
更する場合があります｡ (平成29年５月
現在)
(環境創造学部は社会学部開設の場合､
平成30年４月募集停止予定)
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2017年度オープンキャンパスは､ 板橋､
東松山の両キャンパスで全５回実施しま
す (詳細は右ページをご覧ください)｡
また､ 両キャンパスともに､ いつでも
自由に見学いただけます (入学試験中な
どの特別日を除きます)｡ 大学の資料や
大学紹介の映像を見たい､ 話を聞きたい
などの要望､ 質問等がありましたら､ 入
試広報までお気軽にお越しください｡
窓口受付時間 平 日9:30〜16:30
土曜日9:30〜11:30
このほかに学校単位､ グループ単位で
訪問を希望される場合は､ 入試広報課ま
でお申し込みください｡ 希望日 (第１〜
３希望) と場所 (板橋・東松山)､ 時間､
人数､ 連絡先､ 氏名を明記の上､ FAX
にて受け付けます｡ ホームページからも
申し込み可能です｡

板橋キャンパス

● 都営三田線西台駅 (大東文化大学前) 下車

(徒歩９分)
● 東武東上線東武練馬駅 (大東文化大学前)

下車 (スクールバス運行７分､ 無料)

東松山キャンパス

● 東武東上線高坂駅 (大東文化大学東松山キャ

ンパス前) 下車 (スクールバス運行７分､
無料)
※高坂駅までは､ 池袋駅から急行50分､ 準
急60分｡
● JR 高崎線鴻巣駅東口下車 (スクールバス運
行45分､ 無料)
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主な協定校
北京外国語大学(中国)

チュラロンコーン大学(タイ)

中山大学(中国)

シラパコーン大学(タイ)

北京師範大学(中国)

パンジャーブ大学(パキスタン)

山東大学(中国)

アレキサンドリア大学(エジプト)

上海師範大学(中国)

グリフィス大学(オーストラリア)

アモイ大学(中国)

ニュー･イングランド大学(オーストラリア)

東呉大学(台湾)

ウエスタン･ミシガン大学(アメリカ)

高麗大学校(韓国)

ウエスト･フロリダ大学(アメリカ)

成均館大学校(韓国)

セント･クラウド州立大学(アメリカ)

パジャジャラン大学(インドネシア)

ブリティッシュ･コロンビア大学(カナダ)

ベトナム国家大学ハノイ(ベトナム) セントラル･ランカシャー大学(イギリス)
イスファハン大学(イラン)

ỼὊἩὅỿἵὅἣἋμᾀᾄׅὲ
●幼稚園教諭一種免許状
●中学校教諭一種免許状

●小学校教諭一種免許状
●保育士資格

タンペレ大学(フィランド)

 ࠝࡊ
ࡦ
ࠠࡖࡦ
ࡄࠬ

(国語､ 英語､ 中国語､ 社会､ 保健体育)

●高等学校教諭一種免許状
(国語､ 書道､ 英語､ 中国語､ 公民､ 地理歴史､ 商業､
保健体育)

◎開催時間10:30〜15:00
◎予約不要､ 入退場・服装自由

●司書・司書教諭
●社会教育主事 ●社会福祉主事 (任用資格)
●博物館学芸員
●(財)日本体育協会公認スポーツ指導者
●臨床検査技師国家試験受検資格[厚生労働大臣指定]
●食品衛生管理者 (任用資格)
[厚生労働大臣登録養成施設]
その他
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大学ホームページ：http://www.daito.ac.jp
'OCKNP[WUJK"KEFCKVQCELR
E-mail：nyushi＠ic.daito.ac.jp
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