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岩手県立大学アドミッション・オフィス入試とは
岩手県立大学での勉学を強く希望する人を対
象とした自己推薦による入試です。
岩手県立大学で学ぶことにより、大きく伸びる
可能性があるかどうか、提出書類と面接の評
価により選考します。

2017（2016実施） 岩手県立大学

第1次選考出願
8月1日（月）～3日（水）
自己推薦調書、志望理由書
など第1次選考出願書類と
添付資料を提出してくださ
い。

第1次選考結果発表

第2次選考出願

面接

合格発表

8月19日（金）

8月25日（木）、26日（金）

9月6日（火）～8日（木）

9月16日（金）

出願書類にもとづき、能力、
これまでの活動、目標などを
アピールしてもらい、目標を
本学で実現できるかどうかに
ついて話し合います。

出願書類および面接を総合
的かつ多面的に評価して合
格者を決定します。

第1次選考に合格した人は、
第2次選考に出願できます。

志願票など第2次選考書類
を提出してください。

アドミッション・オフィス入試出願資格

学生募集要項・出願書類の配付

次の(1)～(3)をすべてを満たす人は、本学のアドミッション・オフィス入試に出
願できます。
(1)高等学校もしくは中等教育学校(中高一貫校)を卒業した者および2017年
3月に卒業見込みの者など、大学入学に必要な資格を有する者。
(2)本学の社会福祉学部、ソフトウェア情報学部、総合政策学部のいずれか
の学部での勉学を強く希望し、合格した場合は入学することを確約できる
者。
(3)自己自身の能力およびこれまでのさまざまな活動について、高く自己評
価できるものを持つ者。

「アドミッション・オフィス入試学生募集要項・出願書類」は、
2016年5月31日に、岩手県立大学ホームページにてpdf
ファイルで発表・配付開始する予定です。ダウンロードして
ご利用ください。

教育支援室

ＡＯグループ

〒020-0693 岩手県滝沢市巣子152-52
TEL 019-694-2014
FAX 019-694-2035
http://www.iwate-pu.ac.jp

各学部からのメッセージ
■社会福祉学部
本学部のAO入試で求めているのは、社会福祉が対象と
する様々なテーマ（例えば貧困、障がい者支援、児童
虐待など）に対して強い関心をもち、課題解決のため
に大学で専門的に学ぶ熱意のある人物です。福祉とい
うと、介護やボランティア活動という直接的な支援の
イメージが先行してしまいがちですが、一方で人間の
身体や心理といったミクロなレベルからコミュニティ
や社会構造、社会政策といったマクロなレベルまで、
より広い視野で物事を見ることが必要です。
本学部では、今日の社会問題の背景や課題、地域の現
状などを総合的に学び、現場実習を通じて経験を積み
重ねます。特にAO入試で入学した学生には、講義・演
習による学習と現場実習での経験を結びつけ、他の学
生に率先して学びの機会を作っていく積極的な姿勢が
期待されます。そのためには、基礎的な学力に加え、
自ら課題を設定し主体的・計画的に学びを進めていく
自律性と、他者の意見に耳を傾けつつ、自らも率直に
意見を述べるコミュニケーション能力が求められます。
AO入試では、(1)これまで力を注いできた活動から何を
学び、大学でそれをどう活かすかという考えや、(2)社
会福祉を志望する動機・問題意識と、大学での学修を
通して追究したい目標等を中心に評価されます。ボラ
ンティア経験や特技そのものではなく、それらに対す
る姿勢や考え方、経験を踏まえた振り返りを明確に説
明できる点も重視します。
AO入試にあたって、社会福祉を学ぶ上での自分の「強
み」と同時に、今の自分に「足りないもの」について
もよく考えておいてほしいと思います。面接でも、単
に自分をアピールするだけではなく、活動等を通して
学習した点や気づきへ至った点について考察を深め、
それを踏まえて、大学入学後および卒業後の目標をど
のように本学部で達成できるかということを十分に説
明できるようにしてください。

■ソフトウェア情報学部
AO入試では、高校時代に学業（資格取得の学習も含
む）や課外活動などに情熱をもって取り組んだ経験が
あり、大学入学後にはその情熱をソフトウェア情報学
の修得に傾けたいと強く望んでいる学生を求めていま
す。高校時代の活動については、取得した資格の種類
や大会・コンテストでの順位といった実績だけが評価
されるわけではなく、自ら進んで取り組んだ活動なの
かどうか、創意工夫した点はどこか、活動の中で得た
ものは何か、グループでの活動の場合はどんな役割を
果たしたのか、といったことを重要視して評価します。
活動内容は、必ずしもコンピュータに関連したことで
なくてもかまいませんが、本学部が教育研究の対象と
しているコンピュータやソフトウェアなどに関連した
分野に強い興味や関心があり、熱意をもって取り組む
ことができることが合格に必要な条件の一つです。

現実のソフトウェアの開発は、単独で行われることは
まれで、大人数が協力しながら開発する場合がほとん
どです。開発過程ではさまざまな形式の文書（企画書、
設計書、説明書など）が作成され、文書をもとにして
お互いにコミュニケーションをとりながら開発が進め
られます。そのため、ソフトウェア開発者には文書と
会話によるコミュニケーション力が求められます。
このような背景から、AO入試では、出願書類と面接
を通じてコミュニケーション力を評価しますので、高
校時代の活動や入学後の目標・夢などを詳しく伝えら
れるように出願書類や面接の準備を工夫してください。

■総合政策学部
AO入試はとても厳しい試験です。合格は早めでも、
入学予定者は大学から「ゼロ年次教育」として与えら
れる課題と、高校での勉強の両方をこなさければなり
ません。
入学後もAO学生には多くが期待されています。毎日
の勉学は当然のことながら、その上で、大学や社会の
ためになんらかの貢献となる活動が望まれます。総合
政策学部は文理融合の学部です。文系・理系の学生が
それぞれの専門分野について学び、卒業後は様々な業
界に就職していきます。AO学生の活動テーマは多様
です。たとえば「里山の再生」「地域の公園づくり
ワークショップ」「学生の視点での商品開発や観光資
源活用」などです。本学部のAO入試では、そうした
活動のリーダーになり得る人材を求めています。
したがって、AO学生には期待に応えられるだけの精
神的なタフネスが必要です。自分で問題を見いだす発
想力、現実を踏まえながらプロセスを組み立てる企画
力、それを実現する実行力も必要です。つまり、本学
部のAO入試で求めているのは、計画・実行・評価・
改善の活動を通して大学の雰囲気を明るくし、学生た
ちの間によい影響を広げていけるような人物です。計
画を実現するには、多くの人々が納得するまで内容を
説明し、粘り強く交渉しなければなりません。高いコ
ミュニケーション能力を持ち、こつこつと仕事ができ
る人が向いています。AO入試では面接に時間をかけ、
面接員との言葉のやりとりを通して、そのような人物
を選抜します。
合格後はあなたの考えを深め、計画の具体化に向けて
歩き出して下さい。入学までの半年間は、そのための
時間です。

Ｑ＆Ａ

ＡＯ入試

よくある質問にお答えします

アドミッション・オフィス入試

Ｑ01 AO入試の目的はなんですか。
一般教科の試験では測れない資質、意欲、経験などを評
価して、学生を選抜することです。

アドミッション・オフィス入試は、岩手県立大学で
の勉学を強く希望する人を対象とした自己推薦入試
です。岩手県立大学で学ぶことにより、大きく伸び
る可能性があるかどうか、提出書類と面接とにより
選考します。

Ｑ02 どのような人がAO入試に出願できますか。
本学での勉強を強く希望し、自分の能力やこれまでの活
動について、高く自己評価できるものをもった人が出願
できます。自己評価にあたっては、自分を客観的な視点
で捉えてください。

書類と面接の評価では、次の２点を重視します。
■能力およびこれまでの活動について、高く評価で
きるものがあるか。

Ｑ03 岩手県外に住んでいますが、出願できますか。
岩手県内・県外を問わず、高等学校や中等教育学校(中高
一貫校)の卒業者・卒業見込み者であれば出願できます。

■入学後に何をどのように学びたいのか明確な目標
と強い意欲があり、その目標を実現するために十
分な能力を持っているか。

Ｑ04 既に高校を卒業していますが、出願できますか。
卒業していれば年齢に関係なく出願できます。満23歳
以上の方はAO入試の他に、社会人特別入試にも出願で
きます。

ＡＯ入試では、次のような学生を求めています。

Ｑ05 AO入試と推薦入試とではどこが違うのですか。
推薦入試が学校長の推薦を必要とするのに対して、AO入
試はそれを必要としない、自己推薦による一般公募推薦入
試です。したがって、1校あたりの出願人数に制限はあり
ません。

●自然、人間、技術、社会などに対して強い関
心を持ち、自らテーマを発見し、考え、探求
して、解決の方向を見出そうとする人。それ
を持続することのできる人。

Ｑ06 AO入試と推薦入試との併願はできますか。
AO入試で不合格となった人が推薦入試に出願することは
可能です。一般入試も同様です。

与えられたことをこなすだけではなく、自ら
進んで取り組み、工夫し、試行錯誤を繰り返
しながら何かをつかみ取ったことが大切です。
また、大学に入って学びたいことが具体的に
明らかになっていて、学んだことを生かす将
来の目標をしっかりと持っていることが評価
されます。

Ｑ07 AO入試の不合格者が他の選抜区分（推薦入試や一
般入試など）に出願した場合、不利になることがあ
りますか。
選抜区分それぞれで選考方法が異なっており、選抜区分
ごとに選考を行いますので、不利になることはありませ
ん。逆に、有利になることもありません。

●コミュニケーション力がある人、リーダー
シップを発揮できる人。あるいは縁の下の力
持ちになれる人。

Ｑ08 AOで複数の学部を受験することはできますか。
試験日が同じですから、できません。

AO入試の合格者には、意欲的な活動で周りの
学生によい影響を与えてほしいと考えていま
す。そのためには、相手の考えを正確に読み
取り、文章や会話で自分の考えを的確に伝え
る力も必要です。

Ｑ09 他大学との併願はできますか。
AO入試では、合格した場合に入学することを確約できる
ことが出願の条件となっています。したがって、合格し
た場合には、他大学と併願しても、本学に入学すること
が求められます。

単位：人
2017（2016実施）年度
アドミッション・オフィス
入試募集人員
学部
社会福祉学部
社会福祉学科
社会福祉学部
人間福祉学科

入学定員
50

2016（2015実施）年度
アドミッション・オフィス
入試結果

AO募集
人員

AO募集
人員
2

出願者数
2

19

第1次選考 第2次選考
合格者数 合格者数
6

2

40

2

2

24

6

2

ソフトウェア情報学部

160

20

20

73

48

22

総合政策学部

100

若干名

若干名

29

7

3

Ｑ10 AO入試の出願（第1次選考）に必要な書類は何で
すか。
自己推薦調書、志望理由書、志願者評価書、調査書です。
自己推薦調書には、自己評価できるものについての成
果・取り組み方、学習活動、その他の活動、特に興味を
抱いていることなどを記入します。志望理由書には、本
学の学部・学科を志望する理由、入学後に何をどのよう
に学びたいかなどを書きます。志願者評価書は、志願者
の自己評価できるものについて把握し、客観的に評価で
きる人に記入してもらってください。

Ｑ11 AO入試の出願（第2次選考）に必要な書類は何で
すか。
第2次選考志願票です。面接試験時に本人を確認するた
めに利用します。写真を添付することが必要です。

Ｑ21 自己推薦や志望理由は用紙いっぱいに書いた方が
いいですか。
無理にたくさん書く必要はありませんが、与えられ
ているアピールの場はできるだけ有効に活用すべき
です。

Ｑ12 評価のポイントは何ですか。
第1次選考のときに提出された書類の評価と、第2次選考
での面接の評価を総合して最終合格を決定します。これ
までの活動とこれからの目標の両方が評価ポイントとな
ります。

Ｑ13 調査書は必要ですか。
必要です。AO入試は自己推薦入試ですが、高校での学
習活動や基礎学力、課外活動などを把握するための資料
として参考にします。

Ｑ22 募集要項や入試概要に書かれている、面接での
「プレゼンテーション」とはどんなものをさすの
ですか。
面接を受ける人が、自分の考えを面接者に理解してもら
うために行うすべての行為のことです。パソコンのプレ
ゼンテーションソフトを使うことに限定されません。

Ｑ23 AO入試のためどんな対策をとるべきでしょうか。
Ｑ14 私のことをよく知ってもらうために、資料を送る
ことができますか。
出願の際に、自己推薦調書を補うものとして、出願用封
筒に収まる範囲で同封することができます。

Ｑ15 中学卒業以降の活動しか評価されないのですか。
基本的にはそうです。ただし、中学卒業以前から継続し
て行っている活動については、提出書類（自己推薦調
書）に書き込むことができます。

Ｑ16 部活動や課外活動などで優れた成績をおさめてい
なければ、評価されないのですか。
結果は積極的な活動の証拠として有効ですが、結果その
ものよりも、活動を通して何を考え学び、どれだけ成長
したかが重要です。

Ｑ17 評価の対象となる活動を複数アピールしてもいいの
ですか。
構いませんが、アピールのポイントを絞らずにたくさん
のことを羅列するようなやり方は、高い評価を得られま
せん。大学に入って、何のために何をやりたいのかかが
明確になるように工夫しましょう。

Ｑ18 添付資料はたくさん提出した方が有利ですか。
そうとは限りません。資料に概要を添付したり、その資
料で何をアピールしたいのかを明記したりなど、自分を
より良く理解してもらう努力が重要です。また、資料は
出願時の封筒に収まる量にまとめなくてはなりません。
ちなみに、面接のときにパソコンなどを使った説明はで
きますが、機材の貸し出しはありません。

AO入試で求める学生は、前ページの「AO入試では次の
ような学生を求めています」にある通りです。自ら進ん
で一般教科以外の勉強や活動に取り組む人が評価されま
す。しかし、ＡＯ入試で合格するために、そのような勉
強や活動をするというのは本末転倒です。一般教科の勉
強に一所懸命取り組みつつ、自然、人間、技術、社会な
どに関心を持ち、自分なりに課題を発見し、行動すると
いう、主体的で積極的な高校生活を送ることが大切です。

Ｑ24 合格後にすることはありますか。
発表から入学まで半年以上の期間があります。この間、
高校での勉強に力を入れ、大学での勉強への意欲を高め
てもらうために、プレゼミナールへの参加、報告レポー
トの提出、英語や数学の課題への解答などを求めます。

Ｑ25 AO入試で合格した学生と他の学生とでは、入学後
のカリキュラムに違いがありますか。
ありません。しかし、勉学や課外活動に積極的に取り組
み、まわりの学生によい影響を与えてほしいと考えてい
ます。

募集要項ダウンロード、その他のＡＯ関連情報は次のＵＲＬへ

http://www.iwate-pu.ac.jp/examination/nyusiyondai/29-4dai-ao.html

Ｑ19 志願者評価書は誰に書いてもらえばいいのですか。
志願者の「自己評価できるもの」について最もよく把握
していて、かつ客観的に評価できる方にお願いしてくだ
さい。クラス担任、部活動の顧問、お稽古事の先生など
に依頼する人が多いですが、この範囲に限られるわけで
はありません。ただし、親、親族、友人などは不適格で
しょう。

Ｑ20 字が下手だったり、話すのが苦手だったりすると、
不利になりますか。
字が上手い、話すのが得意というのも資質の一つであり、
評価されることはあります。しかし、字が下手でも丁寧
に書く、話すのは苦手でも語るべきものはきちんと持っ
ている、ということの方が大切です。

お問い合わせ先

〒020-0693 岩手県滝沢市巣子152-52
TEL 019-694-2014 FAX 019-694-2035
岩手県立大学 教育支援室 ＡＯグループ

