
学群・学部名 学類・学科名
※2
募集

学群・学部名 学類・学科名
※3
募集

国際言語文化学類 国際言語文化学類

現代法律学類 (3) 現代法律学類 (12)

産業経営学類　 産業経営学類　

理学療法学科 14 (3) 9 (3) 理学療法学科 13 80 (18) 38 (10)

作業療法学科 4 (2) 3 (2) 作業療法学科 15 44 (24) 25 (14)

言語聴覚療法学科 8 (3) 5 (2) 言語聴覚療法学科 7 18 (13) 13 (11)

こども保健学科 7 (5) 7 (5) こども保健学科 25 6 (6) 3 (3)

臨床工学科 8 (2) 8 (2) 臨床工学科 15 30 (5) 19 (5)

55 55 (18) 45 (16) 薬学部 医療薬学科 25 71 (53) 39 (28)

看護学部 看護学科 35 62 (52) 45 (40)

275 382 (183) 239 (120)

学群・学部名 学類・学科名
※4
募集

学群・学部名 学類・学科名
※4
募集

国際言語文化学類 国際言語文化学類

現代法律学類 (7) 現代法律学類 (10)

産業経営学類　 産業経営学類　

理学療法学科 20 15 (4) 14 (4) 理学療法学科 20 18 (7) 16 (7)

作業療法学科 20 13 (8) 13 (8) 作業療法学科 20 20 (8) 15 (7)

言語聴覚療法学科 9 4 (2) 4 (2) 言語聴覚療法学科 9 3 (2) 3 (2)

こども保健学科 20 3 (2) 3 (2) こども保健学科 20 4 (2) 3 (1)

臨床工学科 20 12 (3) 11 (3) 臨床工学科 20 15 (0) 10 (0)

薬学部 医療薬学科 65 60 (32) 57 (31) 薬学部 医療薬学科 65 28 (11) 24 (10)

看護学部 看護学科 41 39 (31) 38 (30) 看護学部 看護学科 41 50 (45) 38 (36)

305 185 (89) 171 (87) 305 168 (85) 137 (72)

学群・学部名 学類・学科名
※4
募集

学群・学部名 学類・学科名
※4
募集

国際言語文化学類 国際言語文化学類

現代法律学類 (6) 現代法律学類 (2)

産業経営学類　 産業経営学類　

理学療法学科 20 4 (0) 3 (0) 作業療法学科 20 0 (0) 0 (0)

作業療法学科 20 4 (1) 3 (1) こども保健学科 20 0 (0) 0 (0)

言語聴覚療法学科 9 1 (1) 1 (1) 臨床工学科 20 1 (0) 1 (0)

こども保健学科 20 1 (1) 1 (1) 薬学部 医療薬学科 65 1 (0) 0 (0)

臨床工学科 20 3 (0) 2 (0) 看護学部 看護学科 41 7 (6) 5 (4)

薬学部 医療薬学科 65 10 (3) 8 (3) 計 276 14 (8) 11 (6)

看護学部 看護学科 41 16 (13) 10 (8)

305 55 (25) 44 (20)

【その他入試】

外国人留学生特別選抜、帰国生特別選抜、社会人入試

学群・学部名 学類・学科名 募集 学群・学部名 学類・学科名
※6
募集

国際言語文化学類 国際言語文化学類

現代法律学類 (10) 現代法律学類 (2)

産業経営学類　 産業経営学類　

理学療法学科 7 25 (9) 13 (5) 医療保健学部 作業療法学科 0 (0) 0 (0)

作業療法学科 5 20 (10) 12 (4) こども保健学科 0 (0) 0 (0)

言語聴覚療法学科 4 7 (7) 5 (5) 臨床工学科 0 (0) 0 (0)

こども保健学科 5 5 (5) 5 (5) 看護学部 看護学科 2 5 (4) 4 (3)

臨床工学科 5 13 (6) 13 (6) 計 27 9 (6) 7 (5)

薬学部 医療薬学科 10 41 (24) 30 (18)

看護学部 看護学科 4 60 (52) 46 (41) ※1：国際言語文化学類、現代法律学類及び産業経営学類は

70 191 (123) 134 (90)       人間社会学群一括で募集

※2：AO入試の募集人数は公募推薦入試の募集人数の内数

※3：公募推薦入試、指定校推薦入試，AO入試，音楽実技入試、

　　　スポーツ特別選抜および獨協高校・獨協埼玉高校特別選抜

学群・学部名 学類・学科名
※5
募集       の合計募集人数

国際言語文化学類 ※4：一般入試A日程、一般英語重視入試、一般入試B日程、

現代法律学類 (12) 　　　センタープラス入試、一般入試C日程、一般入試Ｄ日程、外国人留学生特別選抜、

産業経営学類　       帰国生特別選抜および社会人入試の合計募集人数

医療保健学部 こども保健学科 5 7 (6) 7 (6) ※5：スポーツ特別選抜の募集人数は公募推薦入試の募集人数の内数

55 84 (18) 83 (18) ※6：その他入試の募集人数は【一般入試】の募集人数の内数

志願 合格

合格

志願 合格 志願 合格

志願 合格

志願 合格 志願

一般入試D日程

5

3

志願 合格 志願 合格

志願

2018年度入試　試験別入試結果(内数で女子)

【推薦入試】

AO入試(前期,後期） 公募推薦入試（小論文型,前期,中期,後期)、指定校推薦入試

7113 57140 (9)

計

(2)

一般入試A日程、一般入試英語重視

(7)

一般入試C日程

計

【推薦入試】

人間社会学群
              ※1

50 77 76

スポーツ特別選抜(前期,中期,後期)

(12)

20 (2)

医療保健学部

(6) 4

5

計

【一般入試】

人間社会学群
              ※1

30 20 人間社会学群
              ※1

センター試験利用入試(前期,後期)

10

(2)

医療保健学部

(6) 5

医療保健学部

人間社会学群
              ※1

110 16 人間社会学群
              ※1

11016

(9)

医療保健学部

30

医療保健学部

28人間社会学群
              ※1

31人間社会学群
              ※1

【一般入試】

計

【一般入試】

110

計

【一般入試】

計

【一般入試】

一般入試B日程、センタープラス入試

【推薦入試】

人間社会学群
              ※1

20 14

計

人間社会学群
              ※1

110 39

医療保健学部 35 医療保健学部

合格


