
 

 

平成 30年 11月 21日 

教育記者クラブ各位 

 

推薦入試・特別入試の実施について 
 
岩手県立大学及び岩手県立大学盛岡短期大学部では、入学者選抜試験（推薦入試・特別入試）を実施しますので 

お知らせします。 

なお、取材にあたっては下記のとおりご協力をお願いします。 

記 

１ 試験日時等 

（１）試 験 名 平成 31年度入学者選抜 

       【岩手県立大学】 推薦入試、特別入試（帰国子女、社会人、私費外国人留学生）、 

       【岩手県立大学盛岡短期大学部】 推薦入試、特別入試（社会人） 

（２）実施日時 平成 30年 11 月 25日（日） 10:00～17:00  

 
時間・選抜内容 

10:00          11:30  12:30             17：00   

看護学部 

 

小論文  面 接  

社会福祉学部 小論文 面 接 

ソフトウェア情報学部 
国数英 

国数英（専門高校・総合学科） 
面 接 

総合政策学部 小論文 面 接 

盛岡短期大学部 小論文 面 接 

２ 試験日の取材・撮影 

（１）集合時間 平成 30年 11 月 25日（日） 午前 9 時 30分  
（２）集合場所 岩手県立大学 滝沢キャンパス 本部棟１階 エントランスホール  
（３）取材時間 午前 9時 35 分から午前 9時 50分まで 
（４）取材試験室 筆記試験室(看護学部) 
（５）撮影内容   筆記試験開始前の映像、写真の撮影 
（６）留意事項 

（ア）試験当日の大学構内への入構にあたっては、各社腕章を着用し、報道機関であることを明示して 
ください。 

(イ) 試験室での撮影は、受験者の心理を考慮し、動揺を与えないよう十分留意のうえ、必ず担当者の 

指示に従い次により行ってください。 

① 受験者へのインタビューは行わないでください。 

② 受験者が特定できるような撮影は絶対に避けてください。 

③ 指定した試験室以外の試験室等には立ち入らないでください。 

（ウ）大学構内での取材 

試験室での共同取材以外で、各社独自に大学構内で受験者に対し取材を行う場合は、受験者の心 

    理を考慮し、試験終了後に行うなど配慮をお願いします。 

３ 試験当日の報道関係電話窓口 

報道関係者の当日の試験に関する問い合わせ先は、下記のとおりです。 

    岩手県立大学教育支援室  入試課長 瀬川敏彦 

    電話番号         019-694-2014（直通） 

  本件の問い合わせ先 ●岩手県立大学教育支援室入試グループ 

TEL：019-694-2014 FAX:019-694-2035 

昼食 

 ・ 

休憩 

 



（１）岩手県立大学【推薦入試（一般）】
入学定員 募集人員 志願者数 志願倍率

(a) (b) (c) (c/b)
看護学部 看護学科 90 27 52 1.9

(90) (27) (64) (2.4)
社会福祉学科　（県内） 15 18 1.2
　　　　　　　　　　 （全国） 5 14 2.8

(50) (18) (35) (1.9)
社会福祉学部 人間福祉学科　（県内） 12 17 1.4

　　　　　　　　　　 （全国） 4 5 1.3
(40) (14) (47) (3.4)

計 90 36 54 1.5
(90) (32) (82) (2.6)

ソフトウェア情報学科 160 30 47 1.6
(160) (30) (56) (1.9)

総合政策学部 総合政策学科 100 30 50 1.7
(100) (30) (50) (1.7)

440 123 203 1.7
(440) (119) (252) (2.1)

（　)内数字は、前年度志願実績　以下各表同じ

（２）岩手県立大学【推薦入試（専門高校・総合学科）】
入学定員 募集人員 志願者数 志願倍率

(a) (b) (c) (c/b)
社会福祉学科 50 若干名 0 -

(50) (若干名) (0) -
社会福祉学部 人間福祉学科 40 若干名 1 -

(40) (若干名) (1) -
計 90 若干名 1 -

(90) (若干名) (1) -
ソフトウェア情報学科 160 20 30 1.5

(160) (20) (35) (1.5)
250 - 31 -

(250) - (36) -

（３）岩手県立大学【帰国子女入試】

看護学部 看護学科 90 若干名 1
(90) (若干名) (1)

社会福祉学科 50 若干名 0
(50) (若干名) (0)

社会福祉学部 人間福祉学科 40 若干名 0
(40) (若干名) (1)

計 90 若干名 0
(90) (若干名) (1)

ソフトウェア情報学部 ソフトウェア情報学科 160 若干名 0
(160) (若干名) (0)

総合政策学部 総合政策学科 100 若干名 0
(100) (若干名) (0)

440 若干名 1
(440) (若干名) (2)

（４）岩手県立大学【社会人入試】

看護学部 看護学科 90 若干名 4
(90) (若干名) (4)

社会福祉学科 50 若干名 0
(50) (若干名) (0)

社会福祉学部 人間福祉学科 40 若干名 0
(40) (若干名) (0)

計 90 若干名 0
(90) (若干名) (0)

ソフトウェア情報学部 ソフトウェア情報学科 160 若干名 0
(160) (若干名) (0)

総合政策学部 総合政策学科 100 若干名 0
(100) (若干名) (0)

440 若干名 4
(440) (若干名) (4)

平成31年度　推薦入試・各特別入試の出願状況について
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（５）岩手県立大学【私費外国人留学生入試】

看護学部 看護学科 90 若干名 1
(90) (若干名) (2)

社会福祉学科 50 若干名 0
(50) (若干名) (1)

社会福祉学部 人間福祉学科 40 若干名 1
(40) (若干名) (0)

計 90 若干名 1
(90) (若干名) (1)

ソフトウェア情報学部 ソフトウェア情報学科 160 若干名 1
(160) (若干名) (0)

総合政策学部 総合政策学科 100 若干名 0
(100) (若干名) (0)

440 若干名 3
(440) (若干名) (3)

（６）盛岡短期大学部【推薦入試（一般）】
学　　　　　　科 専　　　　　　攻 入学定員 募集人員 志願者数 志願倍率

(a) (b) (c) (c/b)
生活デザイン専攻 25 8 12 1.5

(25) (8) (10) (1.3)
生活科学科 食物栄養学専攻 25 8 17 2.1

(25) (8) (18) (2.3)
計 50 16 29 1.8

(50) (16) (28) (1.8)
国際文化学科 50 15 13 0.9

(50) (15) (22) (1.5)
合計 100 31 42 1.4

(100) (31) (50) (1.6)

（７）盛岡短期大学部【推薦入試（特別）】
学　　　　　　科 専　　　　　　攻 入学定員 募集人員 志願者数 志願倍率

(a) (b) (c) (c/b)
国際文化学科 50 5 4 0.8

(50) (5) (4) (0.8)
合計 50 5 4 0.8

(50) (5) (4) (0.8)

（８）盛岡短期大学部【社会人入試】
学　　　　　　科 専　　　　　　攻 入学定員 募集人員 志願者数

(a) (b) (c)
生活デザイン専攻 25 若干名 0

(25) (若干名) (0)
生活科学科 食物栄養学専攻 25 若干名 1

(25) (若干名) (2)
計 50 若干名 1

(50) (若干名) (2)
国際文化学科 50 若干名 0

(50) (若干名) (2)
合計 100 若干名 1

(100) (若干名) (4)

２　選抜実施日

　　平成30年11月25日（日）

３　合格発表

　　　平成30年12月3日（月）　午後１時（予定）

４　入学手続

　　　 平成30年12月10日（月）～12月14日（金）

   学              部 学              科 入学定員 募集人員 志願者数

合計


