
（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 64 2.4

(90) (27) (64) (2.4)

社会福祉学科　（県内） 15 24 1.6

　　　　　　　　　　 （全国） 5 11 2.2

(50) (18) (32) (1.8)

社会福祉学部 人間福祉学科　（県内） 12 30 2.5

　　　　　　　　　　 （全国） 4 17 4.3

(40) (14) (42) (3.0)

計 90 36 82 2.3

(90) (32) (74) (2.3)

ソフトウェア情報学科 160 30 56 1.9

(160) (30) (49) (1.6)

総合政策学部 総合政策学科 100 30 50 1.7

(100) (30) (47) (1.6)

440 123 252 2.0

(440) (119) (234) (2.0)

（　)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) (2) -

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) (3) -

ソフトウェア情報学科 160 20 35 1.8

(160) (20) (28) (1.5)

250 - 36 -

(250) - (31) -

（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) (0)

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) (0)

計 90 若干名 1

(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 2

(440) (若干名) (0)

（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) (5)

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 0

(40) (若干名) (0)

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 4

(440) (若干名) (6)
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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 2

(90) (若干名) (1)

社会福祉学科 50 若干名 1

(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 1

(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) (1)

440 若干名 3

(440) (若干名) (2)

（６）岩手県立大学【震災特別推薦入試】

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

看護学部 看護学科 90 若干名 0

90 (若干名) (2)

社会福祉学科 50 若干名 1

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) (2)

計 90 若干名 2

90 (若干名) (2)

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) (1)

総合政策学部 総合政策学科 100 若干名 0

100 (若干名) (1)

合計 440 若干名 2

440 (若干名) (6)

（７）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 10 1.3

(25) (8) (11) (1.4)

生活科学科 食物栄養学専攻 25 8 18 2.3

(25) (8) (12) (1.5)

計 50 16 28 1.8

(50) (16) (23) (1.4)

国際文化学科 50 15 22 1.5

(50) (15) (22) (1.5)

合計 100 31 50 1.6

(100) (31) (45) (1.5)

（８）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) (7) (1.4)

合計 50 5 4 0.8

(50) (5) (7) (1.4)

（９）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 2

(25) (若干名) (1)

計 50 若干名 2

(50) (若干名) (1)

国際文化学科 50 若干名 2

(50) (若干名) (1)

合計 100 若干名 4

(100) (若干名) (2)
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２　選抜実施日

　　平成29年11月26日（日）

３　合格発表

　　　平成29年12月4日（月）　午後１時（予定）

４　入学手続

　　　 平成29年12月11日（月）～12月15日（金）


