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【入学者選抜についての問い合わせ先】
西武文理大学　入学者選抜本部　

０４－２９５４－７５７５
受付時間　　平日　９：００〜１７：００
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　本学では、入学者選抜業務を遂行するにあたり、本学志願者の皆様より提供された個
人情報の保護の重要性を認識し、入学者選抜に関する「個人情報保護方針」にもとづき、
個人情報の管理と利用に万全の注意を払っています。
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〈学科定員〉

200名サービス経営学科

80名
（内20名）

健康福祉マネジメント学科
（社会福祉士コース）

※健康福祉マネジメント学科80名の内社会福祉士コースは定員20名

※

サービス経営学部は「サービス経営学科」と「健康福祉マネジメント学科」の２学科で構成されていますが、学生募集は

サービス経営学部として一括して行い、学科ごとの募集は行いません。

１年次は全員がサービス経営学部の学生として、本学の教育の基本理念でもある「ホスピタリティ精神」の育成をめざし、

教養科目（一般教育科目）と「基礎経営学」や「初級経済学」、「サービス・マネジメント論」などの基礎的な専門基礎科目

および「インターンシップ」や「キャリア開発」などのキャリア教育科目を学修します。この期間は、有為な人材となるた

めの基本である人格形成と同時に、社会を見る目を養い、その後の進路についてゆっくり考えることができる重要な時期と

もなります。

１年次の学年末に各人の将来の目標を見定めたうえで所属する学科を決定し、２年次から各学科に所属してそれぞれの専

門分野の学修を深めていきます。

学科の選択の準備は１年次後期から始まり、３月末に所属学科が決定します。

学部一括募集について
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　サービス経営学部では、「豊かな人間性を持つ、実践的で柔軟な職業人」を育成することを教育目的としています。
　現在、サービス業は、製造業との両輪としてその役割は増しています。経済社会の急速な変化にともない、サービス産業の市場動向
は変化し、顧客ニーズも多様化しています。こうした社会情勢の中においては、急速な変化を読み取り素早くかつ的確に決断を下す判
断力と、計画を遂行する実行力を兼ね備えることが強く求められています。
　従って、サービス経営学部では、次のような人材を求めています。
　１．物事に主体的かつ積極的に取り組む姿勢を持つ人
　２．他者と協働して協調的に学ぶ姿勢を持つ人
　３．さまざまな立場の意見を受け入れ、社会に貢献する姿勢を持つ人
　４．サービス経営学を学ぶ上で、必要な基礎学力と論理的な思考力を持つ人

求める学生像と選考方法
　本学部では「一人ひとりの個性を活かし可能性を育てる教育」を実施しています。選考方法においても一人ひとりの個性や可能性を
判断するために多様な選抜区分があります。各選抜区分において重視している能力は以下のとおりです。

すべての受験者に共通して求める能力
求める学生像

人間性・良識 ・豊かな人間性や感性を内に秘めている人
・あらゆる人と分け隔てなく接することができる人
・礼儀や態度について自覚のある人
・物事に真摯に取り組む人

ホスピタリティ・マインド ・相手のことを思いやる人
・相手の立場に立って物事を考え、何ができるか考える人

コミュニケーション能力 ・状況に応じて行動のできる人
・自己・他者・社会とのコミュニケーションを通じて視野を広げる人

思考力・判断力・表現力等 ・ 知識・技能を活用して、自ら課題を発見し、その解決に向けて探究し、成果等を表現するため
に必要な思考力・判断力・表現力等の能力を有する人

主体性・多様性・協働性 ・主体性を持ち、多様な人々と協働しつつ学習する態度を有する人
知識・技能 ・基礎的・基本的な知識・技能を有する人

・英語検定・漢字検定・簿記検定・情報検定などの資格を取得していることが望ましい

選抜区分毎の選考方法と特に重視する能力
選抜区分 求める学生像 選考方法

学校推薦型選抜 【専門への興味関心】・ サービス経営学の学修を通じて知的な作業ができ
る、課題を発見し解決できるようになりたい人

・公募制推薦
　面接・口頭試問（100点）、書類審査

【目的意識】 ・ 進学に対して確かな目的意識を持ち、学ぶ姿勢を
大切にしている人

総合型選抜 【しなやかな発想】 ・ 学びを通じて他者や異質なものを受け入れ共感す
る過程で、自分の中での「変化」に気づくことが
できる人

・ その「変化」を素直に受け入れ、さらに自分の考
えを発展させることができる人

・面接方式
　面接・口頭試問（100点）、書類審査
・奨学生（アクティブ・ラーニング型）
　 ワークショップレポート（50点）、  

面接（50点）、書類審査
・奨学生（課題型）
　課題発表（50点）、面接（50点）、
　書類審査
・奨学生（分析型）
　面接〈課題発表を含む〉（100点）、
　書類審査
・奨学生（スポーツ型）
　課題発表（30点）、面接（50点）、
　活動実績報告書（20点）、書類審査

【クラブ活動等で培
った豊かな感受性】

・ 積極的にクラブ・ボランティア活動を実践してい
る人

・ その活動から自分なりの「学び」を感じ取り、自
己成長につなげる人

【チャレンジ精神】 ・自ら課題を設定し解明していく人
・探究心や好奇心を持って取り組んでいる人
・ 見知らぬ人たちの間で、自分自身の意見を表明す

ることができる人

一般選抜・
大学入学共通テスト利用選抜

【教科学力】 ・専門教育に必要な教科学力を有している人 ・一般選抜
　学力試験、書類審査
・大学入学共通テスト利用選抜
　大学入学共通テストの成績、書類審査

大学入学までに身につけておくべき教科内容と能力
１．国語
　　☆　 文脈を読み取り、状況を想像しようとする態度と文意を

正確に読み取り理解する読解力および自ら考える力およ
びその考えを適切に表現する能力を身につけておくこと

２．英語
　　☆　 英語を通じて、積極的にコミュニケーションを図ろうと

する態度と、英語を聞くこと、話すこと、読むこと、書
くことなどの基礎的な能力をもとに、情報や考えなどを
的確に理解したり、適切に伝えたりする能力を身につけ
ておくこと

３．数学
　　☆　 基礎的な数式やグラフ、データの分析などを理解し、 

それらを活用しようとする態度と、それらを実際に活用
して数学的・論理的に考える能力を身につけておくこと

４．地理歴史・公民
　　☆　 歴史の流れや社会の動きやしくみを解き明かそうとする

態度とその因果関係を理解したり、観察したりする能力
を身につけておくこと

アドミッション・ポリシー（入学者受入れの方針）

全選抜区分　共通事項【調査書・志望理由書等の活用について】
　すべての選抜区分において、「学力の３要素」をアドミッション・ポリシーに基づいて多面的・総合的に評価する観点から、調
査書の他に、志望理由書（「主体性・多様性・協働性などに関する経験を含む」）等の提出を求めます。ただし、奨学生（スポー
ツ型）の活動実績報告書を除き、調査書・志望理由書等は得点化せず、合否判定の参考にします。
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学
校
推
薦
型
選
抜

書類提出期限
（期限内必着）

◆サービス経営学部＊［サービス経営学科・健康福祉マネジメント学科］　募集人員　280名

奨 学 生
（専願）

面　接
方　式
（専願）

A日程

B日程

1　期

2　期

3　期

学
校
推
薦
型
選
抜

総
合
型
選
抜

一
般
選
抜

大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト

利
用
選
抜

9 /20㈫ 9 /24㈯ 11/ 1㈫

10/ 7㈮ 10/15㈯ 11/ 1㈫

11/15㈫ 11/19㈯ 12/ 1㈭

12/13㈫ 12/17㈯ 12/21㈬

1 /27㈮ 2 / 1㈬ 2 / 8㈬

1 /27㈮ 2 / 1㈬ 2 / 8㈬

2 /24㈮

2 / 2㈭

2 /22㈬

3 /10㈮

3 / 2㈭ 3 / 6㈪

2 / 9㈭

3 / 1㈬

3 /15㈬

2 /22㈬ 2 /13㈪～ 2 /27㈪
随時 3 / 3㈮

9 / 1㈭～ 9 /20㈫

9 /21㈬～10/ 7㈮

11/ 1㈫～11/15㈫

12/ 1㈭～12/13㈫

1 / 5㈭～ 1 /27㈮

1 / 5㈭～ 1 /27㈮

2 / 6㈪～ 2 /24㈮

1 / 5㈭～ 2 / 2㈭

2 / 6㈪～ 2 /22㈬

2 /27㈪～ 3 /10㈮

2 / 6㈪～ 2 /22㈬

9:00 12:00

9:00 12:00

9:00 12:00

9:00 12:00

9:00 12:00

9:00 12:00

3 /17㈮2 /27㈪～ 3 /17㈮
9:00 12:00

9:00 12:00

9:00 12:00

9:00 12:00

9:00 12:00

9:00 12:00

50名

45名

15名

15名

10名

（帰国子女　若干名）
（社会人　若干名）

本学独自の
2次試験は
行いません

選抜区分

公募制推薦
（併願）

募集人員 出願期間 試験日 合格発表日
Web登録 書類提出期限

（期限内必着）

11/ 1㈫～11/15㈫ 11/15㈫ 11/19㈯

12/17㈯

12/ 1㈭

12/21㈬12/13㈫12/ 1㈭～12/13㈫
10名

9:00 12:00

9:00 12:00

成績優秀者には授業料減免または入学金30万円免除の奨学生奨学金制度があります。詳細については、各選抜区分をご確認ください。
上記の他、特別選抜（私費外国人留学生）として、25名を募集します。

1 期

2 期

3 期

4 期

5 期

6 期

3 / 6㈪～3/22㈬
随時 随時7 期

＊募集は学部単位で行い、学科ごとの募集は行いません。学科は２年次進級時に選択します。

Ａ

Ｂ

選抜区分 募集人員 出願期間 試験日 合格発表日

学校推薦型選抜指定校推薦および系列高等学校内部推薦は、推薦基準・選考方法等を別に定め、指定校・系列校に通知します。

指定校推薦（専願）
普通高校
専門高校・総合学科

1期

2期

系列高等学校
内部推薦

50名
25名

5名

11/ 1㈫～11/15㈫

推薦基準・選考方法等を別に定め、系列校に通知します。

12/ 1㈭～12/13㈫

11/19㈯

12/17㈯

11/15㈫

12/13㈫

12/ 1㈭

12/21㈬

奨学生

奨学生

奨学生

奨学生

9 / 1㈭～10/ 7㈮ 10/ 7㈮ 10/15㈯ 11/ 1㈫9:00 12:0015名
課 題 型

アクティブ・ラーニング型
奨学生

9 / 1㈭～ 9 /20㈫ 9/20㈫ 9/24㈯ 11/ 1㈫9:00 12:00
10名ス ポ ー ツ 型

5名分 析 型
奨学生

奨学生

Web登録

9:00 12:00

9:00 12:00

2023年度　入学者選抜日程
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学校推薦型選抜　公募制推薦（A・B）

１．募集人員

サービス経営学部※　学校推薦型選抜　公募制推薦Ａ（併願）
　　　　　　　　　学校推薦型選抜　公募制推薦Ｂ（併願）

　※募集は学部単位で行い、学科ごとの募集は行いません。

２．出願期間・試験日・合格発表日・入学手続締切日

選抜区分
出願期間

試験日 合格発表日 入学手続締切日
Web登録 書類提出期限

（期限内必着）

Ａ
（併願）

11/1 ㈫　9:00

〜　11/15 ㈫　12:00
11/15 ㈫ 11/19 ㈯ 12/1 ㈭

1次：

12/16 ㈮
2次：

1/13 ㈮

Ｂ
（併願）

12/1 ㈭　9:00

〜　12/13 ㈫　12:00
12/13 ㈫ 12/17 ㈯ 12/21 ㈬

1次：

1/13 ㈮
2次：

1/27 ㈮

３．試験時間・試験科目

10：00〜　面接・口頭試問

　１．9：45までに集合してください。試験室には9：00から入室できます。
　２．面接・口頭試問は、面接員２名と受験者との個人面接で、試験時間は15分程度です。

４．選考方法・配点

学校推薦型選抜　公募制推薦（Ａ・Ｂ）は、以下を総合して判定します。
　１．面接・口頭試問（100点）
　２．書類審査（調査書・学校推薦型選抜公募制推薦書・志望理由書および学修計画書・活動報告書）

10名
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総合型選抜　奨学生　分析型
１．募集人員

サービス経営学部※

総合型選抜　奨学生（専願）　分析型　5名

　※　募集は学部単位で行い、学科ごとの募集は行いません。

２．出願期間・試験日・合格発表日・入学手続締切日

出願期間
試験日 合格発表日 入学手続締切日

Web登録 書類提出期限
（期限内必着）

9/1 ㈭　9:00

〜　9/20 ㈫　12:00
9/20 ㈫ 9/24 ㈯ 11/1 ㈫ 11/18 ㈮

３．試験時間・試験科目

10：00〜10：30　調査・分析
11：00〜　　　　　面接〈課題発表を含む〉

　１．試験時間は、志願者数により変更する場合があります。
　２．9：45までに集合してください。試験室には9：00から入室できます。
　３． 調査・分析時間は30分です。試験当日に提示される「課題テーマ」について、パソコン・携帯電話・スマートフォン・タブ

レットPCのいずれか一台を用いて、調査・分析を行います。そして、調査・分析した内容を試験当日に配布するレポート用
紙に手書きでメモをとったり、まとめたりします。

　４． 面接〈課題発表を含む〉は、面接員２名と受験者との個別で行い、試験時間は面接および調査・分析した内容についての発
表と質疑応答を含め20分程度です。なお、調査・分析時に作成した資料は面接〈課題発表を含む〉の際、一時的に返却しま
すが、試験終了後すべて提出いただき、返却いたしません。

　５． P18の「総合型選抜奨学生「分析型」の受験上の注意事項について」の内容を必ずご確認ください。
　

４．選考方法・配点

総合型選抜　奨学生　分析型は、以下を総合して判定します。
　１．面接〈課題発表を含む〉（100点）
　２．書類審査（調査書等・奨学生志望理由書および学修計画書・活動報告書）

５．試験当日の持参品

　①電子機器等  調査・分析時に使用するパソコン・携帯電話・スマートフォン・タブレットPCのうち、いずれか１台を
必ず持参してください。

　②WiFi機器 WiFiを使用される方は持参してください。
　③黒鉛筆と消しゴム 「HB」か「B」の黒鉛筆と消しゴムを持参してください。

1． 分析型は、5名を奨学生とし、入学金30万円を免除します。
2． 奨学生枠で合格点に達しなくても、一定基準を満たした方は、面接方式の合格となります。

奨学生奨学金



6

総合型選抜　奨学生　スポーツ型
１．募集人員

サービス経営学部※

総合型選抜　奨学生（専願）　スポーツ型　10名

　※募集は学部単位で行い、学科ごとの募集は行いません。

２．出願期間・試験日・合格発表日・入学手続締切日

出願期間
試験日 合格発表日 入学手続締切日

Web登録 書類提出期限
（期限内必着）

9/1 ㈭　9:00

〜　9/20 ㈫　12:00
9/20 ㈫ 9/24 ㈯ 11/1 ㈫ 11/18 ㈮

３．試験時間・試験科目

10：00〜　課題発表〈面接を含む〉

　　

　１．試験時間は、志願者数により変更する場合があります。
　２．9：45までに集合してください。試験室には9：00から入室できます。
　３．「課題発表テーマ」は、上記のとおりです。
　４． 課題発表〈面接を含む〉は、試験員２名と受験者との個別で行い、試験時間は、課題発表（質疑応答を含む）と面接あわせ

て30分程度です。
　５． 課題発表の方法は自由です。ただし、発表時に電子機器等は使用できません。また、試験室にはホワイトボード等があり、

マグネット等で掲示ができます。なお、課題発表時に使用した資料はすべて提出していただき、返却いたしません。

４．選考方法・配点

総合型選抜　奨学生　スポーツ型は、以下を総合して判定します。
　１．課題発表（30点）
　２．面接（50点）
　３．活動実績報告書（20点）
　４．書類審査（調査書等・奨学生志望理由書および学修計画書・活動報告書）

1． スポーツ型は、10名を奨学生とし、入学年度の年間授業料を100％・50％・30％のいずれかを減免、もしくは入学
金30万円を免除します。

2． 奨学生枠で合格点に達しなくても、一定基準を満たした方は、面接方式の合格となります。

奨学生奨学金

2023年度　総合型選抜奨学生スポーツ型の「課題発表テーマ」
スポーツ活動で、あなたが考える「リーダーに不可欠なもの」について、３点発表してください。また、それぞれの
理由も答えてください。
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総合型選抜　奨学生　アクティブ・ラーニング型
１．募集人員

サービス経営学部※１

総合型選抜　奨学生（専願）　アクティブ・ラーニング型　15名※２

　※１　募集は学部単位で行い、学科ごとの募集は行いません。
　※２　アクティブ・ラーニング型と課題型あわせて15名を募集します。

２．出願期間・試験日・合格発表日・入学手続締切日

出願期間
試験日 合格発表日 入学手続締切日

Web登録 書類提出期限
（期限内必着）

9/1 ㈭　9:00

〜　10/7 ㈮　12:00
10/7 ㈮ 10/15 ㈯ 11/1 ㈫ 11/18 ㈮

３．試験時間・試験科目

10：00〜11：00　ワークショップ
11：30〜　　　　　面接

　　

　１．試験時間は、志願者数により変更する場合があります。
　２．9：45までに集合してください。試験室には9：00から入室できます。
　３．試験時間は、ワークショップ（ブライダルに関すること）とレポートあわせて60分です。
　４．面接は、面接員２名と受験者との個人面接で、面接時間は20分程度です。

４．選考方法・配点

総合型選抜　奨学生　アクティブ・ラーニング型は、以下を総合して判定します。
　１．ワークショップレポート（50点）
　２．面接（50点）
　３．書類審査（調査書等・奨学生志望理由書および学修計画書・活動報告書）

1． アクティブ・ラーニング型と課題型あわせて15名を奨学生とし、入学年度の年間授業料を100％・50％・30％の 
いずれかを減免します。

2． 奨学生枠で合格点に達しなくても、一定基準を満たした方は、面接方式の合格となります。

奨学生奨学金

2023年度　総合型選抜奨学生アクティブ・ラーニング型のワークショップについて
新郎新婦様と担当プランナーによる第１回目の打ち合わせ内容（ヒアリングシート）をよく読み、新郎新婦様の基本
的な情報や希望を確認のうえ、①挙式テーマ、②演出を考えてきてください。なお、ヒアリングシート及び試験の流
れ等に関する資料については、本学ホームページ（受験生サイト）よりダウンロードしてください。
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総合型選抜　奨学生　課題型
１．募集人員

サービス経営学部※１

総合型選抜　奨学生（専願）　課題型　15名※２

　※１　募集は学部単位で行い、学科ごとの募集は行いません。
　※２　課題型とアクティブ・ラーニング型あわせて15名を募集します。

２．出願期間・試験日・合格発表日・入学手続締切日

出願期間
試験日 合格発表日 入学手続締切日

Web登録 書類提出期限
（期限内必着）

9/1 ㈭　9:00

〜　10/7 ㈮　12:00
10/7 ㈮ 10/15 ㈯ 11/1 ㈫ 11/18 ㈮

３．試験時間・試験科目

10：00〜　課題発表
11：30〜　面接

　　

　１．試験時間は、志願者数により変更する場合があります。
　２．9：45までに集合してください。試験室には9：00から入室できます。
　３． 「課題発表テーマ」は、上記のとおりです。
　４．課題発表は、試験員２名と受験者との個別で行い、課題発表時間は、質疑応答を含め20分程度です。
　５． 課題発表の方法は自由です。ただし、発表時に電子機器等は使用できません。また、試験室にはホワイトボード等があり、

マグネット等で掲示ができます。なお、課題発表時に使用した資料はすべて提出していただき、返却いたしません。
　６．面接は、面接員２名と受験者との個人面接で、面接時間は20分程度です。
　７．過去３年間の「課題発表テーマ」を本学ホームページ（受験生サイト）に掲載していますので、参考にしてください。

４．選考方法・配点

総合型選抜　奨学生　課題型は、以下を総合して判定します。
　１．課題発表（50点）
　２．面接（50点）
　３．書類審査（調査書等・奨学生志望理由書および学修計画書・活動報告書）

1． 課題型とアクティブ・ラーニング型あわせて15名を奨学生とし、入学年度の年間授業料を100％・50％・30％の 
いずれかを減免します。

2． 奨学生枠で合格点に達しなくても、一定基準を満たした方は、面接方式の合格となります。

奨学生奨学金

2023年度　総合型選抜奨学生課題型の「課題発表テーマ」

近年、食品ロス（フードロス）が問題になっていますが、その原因について調べてください。また、あなたが学生食
堂の食品ロスを減らす対策の担当者になったと想定して、食品ロス削減のために実行できる取り組みについて提案し
てください。
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総合型選抜　面接方式
１．募集人員

サービス経営学部※1　総合型選抜　面接方式（専願）　１期〜７期　50名※2

　※１　募集は学部単位で行い、学科ごとの募集は行いません。
　※２　帰国子女・社会人若干名を含みます。

２．出願期間・試験日・合格発表日・入学手続締切日

選抜区分
出願期間

試験日 合格発表日 入学手続締切日
Web登録 書類提出期限

（期限内必着）

面
接
方
式
（
専
願
）

１期 ９/１㈭〜９/20㈫
　9:00　　　12:00 ９/20㈫ ９/24㈯ 11/１㈫ 11/18㈮

２期 ９/21㈬〜10/７㈮
　9:00　　　12:00 10/７㈮ 10/15㈯ 11/１㈫ 11/18㈮

３期 11/１㈫〜11/15㈫
　9:00　　　12:00 11/15㈫ 11/19㈯ 12/１㈭ 12/16㈮

４期 12/１㈭〜12/13㈫
　9:00　　　12:00 12/13㈫ 12/17㈯ 12/21㈬ １/13㈮

５期 １/５㈭〜１/27㈮
　9:00　　　12:00 １/27㈮ ２/１㈬ ２/８㈬ ２/24㈮

６期 ２/６㈪〜２/22㈬
　9:00　　　12:00 ２/22㈬ ２/13㈪〜２/27㈪

随時 ３/３㈮ ３/13㈪

７期 ２/27㈪〜３/17㈮
　9:00　　　12:00 ３/17㈮ ３/６㈪〜３/22㈬

随時 随時 随時

※　６期・７期の試験は、土曜日を除く平日の10：00から16：00までで随時実施します。試験日時は、大学より電話連絡します。

３．試験時間・試験科目

〈１期〜４期〉10：00〜　面接・口頭試問
〈５期〉　　　　12：00〜　面接・口頭試問
〈６期・７期〉　　　　　　　面接・口頭試問

　１．試験時間は、志願者数により変更する場合があります。
　２．１期〜４期は、9：45までに集合してください。試験室には9：00から入室できます。
　　　５期は、11：45までに集合してください。試験室には11：00から入室できます。
　　　６期・７期の試験日時・集合時刻は、大学より電話連絡します。
　３．面接・口頭試問は、面接員２名と受験者との個人面接で、試験時間は20分程度です。

４．選考方法・配点

総合型選抜　面接方式（１期〜７期）は、以下を総合して判定します。
　１．面接・口頭試問（100点）
　２．書類審査（調査書等・志望理由書および学修計画書・活動報告書・課題シート）

５．課題作文のテーマ

・課題作文の内容については、面接時の質疑応答により確認します。
面接方式課題  （下記二つの課題作文テーマから一つを選び、課題シートに600字以内で記入してください。）

　① 2022年４月１日から成人年齢が20歳から18歳に変わりました。変更された背景をもとに、あなたが考えるメリットとデメリ
ットについてまとめてください。

　② 2015年に国際連合で採択されたSDGs（持続可能な開発目標）の17個の目標のなかから１つを選択して、あなた、あるいは、
友人たちとできそうなことについてまとめてください。
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一般選抜（A日程・Ｂ日程）

１．募集人員

サービス経営学部※　 一般選抜　Ａ日程　45名  
一般選抜　Ｂ日程　15名

　※募集は学部単位で行い、学科ごとの募集は行いません。

２．出願期間・試験日・合格発表日・入学手続締切日

選抜区分
出願期間

試験日 合格発表日 入学手続締切日
Web登録 書類提出期限

（期限内必着）

Ａ日程 1/5 ㈭　9:00

〜　1/27 ㈮　12:00
1/27 ㈮ 2/1 ㈬ 2/8 ㈬

１次：　2/24 ㈮
２次：　3/3 ㈮
奨学生：3/3 ㈮

Ｂ日程 2/6 ㈪　9:00

〜　2/24 ㈮　12:00
2/24 ㈮ 3/2 ㈭ 3/6 ㈪ １次：　3/13 ㈪

２次：　3/20 ㈪

３．試験時間・試験教科・科目・配点

選抜区分 試験時間 試験教科・科目 配点 合計

Ａ日程
２教科選抜 

12：00〜13：00 必須 国語「国語総合」（古文・漢文を除く） 100点
200点
満点13：40〜14：40 選択

①英語「コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ、英語表現Ⅰ」
②数学「数学Ⅰ・数学Ａ」
①〜②より試験場で１教科選択

100点

選抜区分 試験時間 試験教科・科目 配点 合計

Ｂ日程
１教科選抜 

12：00〜13：00 選択

①国語「国語総合」（古文・漢文を除く）
②英語「コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ、英語表現Ⅰ」
③数学「数学Ⅰ・数学Ａ」
①〜③より試験場で１教科選択

100点 100点
満点

11：45までに集合してください。試験室には11：00から入室できます。
【試験教科・科目について】
　　１．試験問題は、高等学校の基礎学力を問う問題を出題します。解答は、すべてマークシート方式です。
　　２．A日程の国語は必須教科です。選択教科は、A・B日程とも、試験場で問題を見た上で自由に選択し、解答することができます。
　　３．選択教科は、A・B日程とも、受験教科によって著しく平均点に差が生じた場合、得点調整を行うことがあります。
　　４． 「数学Ａ」の出題範囲については、「場合の数と確率」「図形の性質」「整数の性質」の３項目の内容のうち、２項目以上を学習した者

に対応した出題とし、問題を選択解答とします。

４．選考方法

一般選抜（Ａ日程・Ｂ日程）は、以下を総合して判定します。
　１．学力試験
　２．書類審査（調査書等・志望理由書）

【一般選抜Ａ日程：授業料100％・50％減免奨学生選抜】
一般選抜Ａ日程合格者のうち、成績優秀者10名以内を奨学生とし、入学年度の年間授業料を100％減免または50％減免
します。

奨学生奨学金
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大学入学共通テスト利用選抜（1期・2期・3期）

１．募集人員

サービス経営学部※　　大学入学共通テスト利用選抜　１期　　　　15名
　　　　　　　　　　大学入学共通テスト利用選抜　２期・３期　10名
　※募集は学部単位で行い、学科ごとの募集は行いません。

２．出願期間・合格発表日・入学手続締切日

選抜区分
出願期間

２次試験 合格発表日 入学手続締切日Web登録 書類提出期限
（期限内必着）

１期 1/5 ㈭　9:00

〜2/2 ㈭　12:00
2/2 ㈭

行いません

2/9 ㈭
１次：　2/24 ㈮
２次：　3/3 ㈮
奨学生：3/3 ㈮

２期 2/6 ㈪　9:00

〜2/22 ㈬　12:00
2/22 ㈬ 3/1 ㈬ １次：　3/13 ㈪

２次：　3/20 ㈪

3期 2/27 ㈪　9:00

〜3/10 ㈮　12:00
3/10 ㈮ 3/15 ㈬ 3/22 ㈬

３．利用教科・科目・配点

　令和５年度大学入学共通テストでは、次の教科・科目を受験してください。

選抜区分 教科・科目 「大学入学共通
テスト」配点 本学換算点 合計

１期
２期
３期

２教科選抜 

必須 国語：国語（近代以降の文章） 100点

各100点 200点
満点

選択

① 〜 ④ よ り
１教科選択

① 地理歴史： 世界史Ａ、世界史Ｂ、日本史Ａ、日本史Ｂ、
地理Ａ、地理Ｂから１科目 100点

② 公民： 現代社会、倫理、政治・経済、
　　　　「倫理、政治・経済」から１科目 100点

③ 数学： 数学Ⅰ・数学Ａ、簿記・会計、情報関係基礎
から１科目 100点

④ 外国語：英語〈リーディング・リスニング〉 200点
１．国語は必須教科です。
２． 選択教科の「地理歴史」、「公民」、「数学」、「外国語：英語〈リーディング・リスニング〉」について２教科・科目以上受験した場合は、

高得点の教科を合否判定に使用します。ただし、「地理歴史」および「公民」における２科目選択者については、第１解答科目のみを判
定の対象とします。

３． 外国語：英語〈リーディング・リスニング〉の配点については、200点満点を100点換算します。  
配点比率は「リーディング：リスニング＝4：1」です。

・本学独自の２次試験は行いません

４．選考方法

大学入学共通テスト利用選抜（１期・２期・３期）は、以下を総合して判定します。
　１． 大学入学共通テストの成績
　２． 書類審査（調査書等・志望理由書）

【大学入学共通テスト利用選抜１期：授業料50％減免奨学生選抜】
大学入学共通テスト利用選抜１期合格者のうち、成績優秀者５名以内を奨学生とし、入学年度の年間授業料を50％減免 
します。

奨学生奨学金
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出願資格
●学校推薦型選抜　公募制推薦●
　次の⑴〜⑶の各号に該当する者

⑴高等学校または中等教育学校を2022年３月に卒業した者および2023年３月卒業見込みの者
⑵高等学校最終学年第１学期または前期までの全体の学習成績の状況が2.7以上の者
⑶人物に優れ、出身学校長により推薦される者

●総合型選抜　奨学生（分析型、スポーツ型、アクティブ・ラーニング型、課題型）●
　本学を専願とする者で、次の⑴〜⑷の各号のいずれかに該当し、スポーツ型は⑸にも該当する者

⑴高等学校または中等教育学校を卒業した者および2023年３月卒業見込みの者
⑵通常の課程による12年の学校教育を修了した者および2023年３月修了見込みの者
⑶学校教育法施行規則第150条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者および2023年３

月31日までにこれに該当する見込みの者
　注： 学校教育法施行規則第150条第６号、第７号の規定により出願を希望される者は事前に入試広報課にご連絡ください。
⑷本学の個別入学資格審査による認定を受け、2023年３月31日までに18歳に達する者
　本学の個別入学資格審査を希望される方は、各選抜区分の出願開始１ヵ月前までに入学者選抜本部にご連絡ください。
　個別入学資格審査要項は、本学ホームページ（受験生サイト）に掲載しています。
⑸本学の指定強化部（男子バスケットボール部・女子ラクロス部）に選手として入部する者で、高等学校のクラブの監督また

は顧問が推薦する者

●総合型選抜　面接方式●
　本学を専願とする者で、次の⑴〜⑷の各号のいずれかに該当する者

⑴高等学校または中等教育学校を卒業した者および2023年３月卒業見込みの者
⑵通常の課程による12年の学校教育を修了した者および2023年３月修了見込みの者
⑶学校教育法施行規則第150条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者および2023年３

月31日までにこれに該当する見込みの者
　注： 学校教育法施行規則第150条第６号、第７号の規定により出願を希望される者は事前に入試広報課にご連絡ください。
⑷本学の個別入学資格審査による認定を受け、2023年３月31日までに18歳に達する者
　本学の個別入学資格審査を希望される方は、各選抜区分の出願開始１ヵ月前までに入学者選抜本部にご連絡ください。
　個別入学資格審査要項は、本学ホームページ（受験生サイト）に掲載しています。

　［帰国子女］ 日本国籍を有し、本学を専願とする者で、次の①②のいずれかに該当し、かつ2023年３月31日までに18歳に達
する者

　　　　　　① 外国において、その国の教育課程に基づく中学校・高等学校または文部科学省が高等学校の課程と同等の課程
を有するものとして認定した在外教育施設に１年６カ月以上在学し、かつ、出願時までに通常の12年の学校教
育課程を卒業または2023年３月卒業見込みの者

　　　　　　②外国において、国際バカロレア資格またはアビトゥア資格を取得した者

　［社会人］　　 社会人として２年以上の経験を有し、本学を専願とする者で、次の①〜③の各号のいずれかに該当し、かつ2023
年４月１日現在満23歳以上の者（社会人経歴の期間は、2023年３月31日までの見込期間でも構いません。）

　　　　　　①高等学校を卒業した者
　　　　　　②通常の課程による12年の学校教育を修了した者
　　　　　　③その他文部科学省令により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者

●一般選抜（Ａ・Ｂ）日程、大学入学共通テスト利用選抜（１期・２期・３期）●
　次の⑴〜⑷の各号のいずれかに該当する者

⑴高等学校または中等教育学校を卒業した者および2023年３月卒業見込みの者
⑵通常の課程による12年の学校教育を修了した者および2023年３月修了見込みの者
⑶学校教育法施行規則第150条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者および2023年３

月31日までにこれに該当する見込みの者
　注： 学校教育法施行規則第150条第６号、第７号の規定により出願を希望される者は事前に入試広報課にご連絡ください。
⑷本学の個別入学資格審査による認定を受け、2023年３月31日までに18歳に達する者
　本学の個別入学資格審査を希望される方は、下記申請受付期間・審査日・結果発表をご確認のうえ、入学者選抜本部にご連

絡ください。個別入学資格審査要項は、本学ホームページ（受験生サイト）に掲載しています。
〈本学の個別入学資格審査申請受付期間・審査日・結果発表〉

選抜区分 申請受付期間 審査日 結果発表

一般選抜（Ａ・Ｂ）日程 11/４㈮〜11/11㈮ 11/16㈬ 11/25㈮

大学入学共通テスト利用選抜（１期・２期・３期） ９/１㈭〜９/７㈬ ９/９㈮ ９/16㈮
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出願書類
出願する選抜区分により、提出する出願書類が異なります。必要となる出願書類を必ずご確認ください。

　　　　　　　選抜区分
出願書類　　　　　　　

学校推薦型選抜
公募制推薦

総合型選抜 総合型選抜　奨学生 一般選抜
（Ａ・Ｂ）日程

大学入学共通
テスト利用選抜

（1期・2期・3期）面接方式 分析型 スポーツ型 アクティブ・
ラーニング型 課題型

１ 入学志願票 ● ● ● ● ● ● ● ●
２ 写真票 ● ● ● ● ● ● ●
３ 　　　調査書等 ● ● ● ● ● ● ● ●

４ 奨学生志望理由書
および学修計画書 ● ● ● ●

５ 志望理由書
および学修計画書 ● ●

６ 活動報告書 ● ● ● ● ● ●
７ 志望理由書 ● ●

８ 　　　 学校推薦型選抜 
公募制推薦書 ●

９ 課題シート ●
10 活動実績報告書 ●

11 大学入学共通テスト
成績請求票 ●

12 その他① 公的証明書 ▲ ▲
13 その他② 高等教育の修学支援新制度 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
14 帰国子女志願者のみ 　証明書 ▲
15 社会人志願者のみ 　履歴書 ▲
 ●…全員必須　　▲…該当者のみ

出願書類 詳細

１ 入学志願票
西武文理大学「Web出願ページ」へアクセスして、Web登録（マイページ登録、出願内容の登録）および入学
検定料をお支払い後、印刷ができます。
顔写真データ（上半身、無帽、無加工、正面向きで出願前３ヵ月以内に撮影した鮮明な写真）が必要です。
詳しくは、P14「Web出願の流れ」を参照してください。
大学入学共通テスト利用選抜志願者は、写真票の提出は不要です。

２ 写真票

３ 　　　
調査書等

調査書 ・高等学校または中等教育学校を卒業した方および2023年３月卒業見込みの方
　出身学校長が出願前３ヵ月以内に作成したうえで、厳封されたものを提出してください。

合格（見込）
成績証明書

・高等学校卒業程度認定試験合格（見込）者の方
・ 大学入学資格検定試験合格者の方
　 合格（見込）成績証明書を提出してください。免除科目がある場合は、最終高等学校の調査書もしくは成績証

明書も提出してください。

証明書 ・学校教育法施行規則第150条の規定により出願される方
　出願資格を証明する書類を提出してください。

① 卒業証明書
②成績証明書

・ 高等学校または中等教育学校を卒業し、保存年限の終了により調査書が提出できない方
　①卒業証明書、②成績証明書の両方を提出してください。
　②成績証明書が発行されない場合は、不発行証明書を提出してください。

４ 奨学生志望理由書
および学修計画書

西武文理大学「Web出願ページ」から入学志願票等と同時に印刷できます。または、西武文理大学ホームページ
（受験生サイト）の入学者選抜情報のページから本学所定の様式を印刷し、志願者本人が記入してください。

５ 志望理由書
および学修計画書

６ 活動報告書

７ 志望理由書

８ 　　　 学校推薦型選抜 
公募制推薦書

西武文理大学「Web出願ページ」から入学志願票等と同時に印刷できます。または、西武文理大学ホームページ
（受験生サイト）の入学者選抜情報のページから本学所定の様式を印刷し、使用してください。
出身学校長が出願前３ヵ月以内に作成したうえで、厳封されたものを提出してください。

９ 課題シート

西武文理大学「Web出願ページ」から入学志願票等と同時に印刷できます。または、西武文理大学ホームページ
（受験生サイト）の入学者選抜情報のページから本学所定の様式を印刷し、志願者本人が二つの課題作文テーマ
から一つを選び、600字以内で記入してください。
≪面接方式　６期・７期に出願の方≫　試験希望日時を試験希望日時欄に第３希望まで記入してください。

10 活動実績報告書
西武文理大学「Web出願ページ」から入学志願票等と同時に印刷できます。または、西武文理大学ホームページ

（受験生サイト）の入学者選抜情報のページから本学所定の様式を印刷し、志願者本人が記入した後、監督・顧
問先生記入欄に、高等学校のクラブ監督または顧問先生の署名を得てください。

11 大学入学共通テスト
成績請求票

大学入学共通テスト利用選抜志願者は、入学志願票の大学入学共通テスト成績請求票貼付欄に「令和５年共通テ
スト成績請求票（私立大学用）」を貼付してください。

12 その他①　公的証明書
婚姻等により、入学志願票等と調査書・証明書等との氏名が異なる場合は、改姓したことが分かる公的証明書を
提出してください。

13 その他②
高等教育の修学支援新制度

「高等教育の修学支援新制度」の給付奨学生の予約採用に申込みされた方は、P21「高等教育の修学支援新制度
申込みの方へ」をご確認のうえ、必要書類を提出してください。

14 帰国子女志願者のみ 　証明書 P12出願資格の帰国子女を証明する書類を提出してください。
15 社会人志願者のみ 　履歴書 市販の履歴書を使用し、職歴を必ず記入してください。

厳封

厳封

厳封

厳封
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Web出願の流れ
出願にはWeb登録（マイページ登録、出願内容の登録）、入学検定料の支払いおよび出願書類の提出（期限内必着）が必要です。

 Step１  「Web出願ページ」へアクセス

 Step２  Web登録：マイページ登録 

①メールアドレスを登録し、仮登録を行ってください。
②仮登録後、本登録（志願者の氏名や住所などの個人情報を入力）の手続きを行ってください。

 Step３  Web登録：出願内容の登録（顔写真のアップロード）

出願手続きを行う 　から次の①〜⑥の作業を行ってください。
①出願する学部の選択➡②選抜区分の選択➡③写真のアップロード➡④個人情報入力・確認➡⑤出願内容確認➡⑥出願内容登

録完了
・出願期間内であればいつでも登録できますが、出願期間より前に登録を行うことはできませんのでご注意ください。  

Web登録は、書類提出期限日の12:00までです。出願期間は、選抜区分によって異なります。
・出願にあたり、志願者本人の顔写真データが必要です。P15「写真について」をご確認ください。
・入学検定料の支払い後は、登録内容の修正や変更を行うことができません。入学検定料の支払い前であれば修正が可能です。

正しい内容で再度出願内容の登録を行ってください。

Web登録が完了しても、出願は完了していません。
出願書類を書類提出期限日までに提出（期限内必着）することで出願が完了します。

 Step４  入学検定料の支払い手続き

・入学検定料は、■クレジットカード　■ネットバンキング　■コンビニエンスストア　■ペイジー対応銀行ATM のいずれか
でお支払いください。なお、入学検定料の他に事務手数料および払込手数料が別途かかります。志願者がご負担ください。

・入学検定料の支払期限は登録日を含め４日間です。ただし、書類提出期限が４日より短い場合は、支払期限が優先されます。
　最終の支払期限は、書類提出期限日の14:00までとなります。
・支払期限内に入金がない場合、出願内容の登録は自動的にキャンセルとなりますのでご注意ください。
・一旦納入された入学検定料は、いかなる理由があっても返還いたしません。

 Step５  入学志願票等の印刷

・入学検定料の支払い後、
　「入学志願票・写真票」「出願書類に関しての注意」「宛名シート」および出願書類等が印刷できます。
・ A4サイズで印刷し、登録内容を確認してください。入学検定料の支払い後に万が一、登録内容の修正や変更をされたい場合

には、入試広報課へ電話連絡してください。

 Step６  出願書類を大学へ郵送

・出願する選抜区分の出願書類を確認してください。
・ Step5 で印刷した「宛名シート（A4サイズ）」を市販の「角２封筒」に貼付し、出願用封筒を作成してください。
・出願用封筒に出願書類一式を入れ、書類提出期限日までに「簡易書留速達郵便」で郵送（期限内必着）してください。
　期限日のみ窓口受付（9:00〜17:00）を行います。
　【窓口受付場所】西武文理大学　２号館　入学者選抜本部

 Step７  受験票のダウンロード

・P15「受験票について」をご確認ください。

Web出願ページ

【Web出願ページ】https://e-apply.jp/ds/seibu-bunri/
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入学検定料について
１．入学検定料

選抜区分 入学検定料
学校推薦型選抜公募制推薦、総合型選抜奨学生（分析型、スポーツ型、アクティブ・
ラーニング型、課題型）、総合型選抜面接方式、一般選抜（Ａ・Ｂ）日程 各　30,000円

大学入学共通テスト利用選抜（１期・２期・３期） 各　15,000円

２．検定料の割引
・2023年度入学者選抜において、初回の出願で入学検定料30,000円を納入して出願された方は、２回目以降の出願の入学検

定料は10,000円です。ただし、初回の出願が大学入学共通テスト利用選抜の方については、２回目以降の出願が大学入学共
通テスト利用選抜以外の選抜区分の場合、入学検定料は減額になりませんのでご注意ください。

・ 一般選抜と大学入学共通テスト利用選抜を同時に出願される場合の入学検定料は40,000円となり5,000円の割引になります。
大学入学共通テスト利用選抜に出願後、一般選抜に出願される場合の入学検定料は割引になりませんのでご注意ください。

出願上の注意事項について
　　・ 各選抜区分における出願書類の提出は、期限内必着です。期限日までに出願書類を郵送・提出いただけない場合、当該選抜

を受験することができませんので、十分ご注意ください。
　　・出願書類に不備がある場合は受付できません。十分確認のうえ、出願期間内に提出してください。
　　・ 納入後の入学検定料および提出後の出願書類は、いかなる理由があっても返還いたしません。また、Web登録後の志望学部、

選抜区分等の変更はできませんので、十分確認のうえWeb登録を行ってください。
　　・出願書類に虚偽や事実と異なる記載内容があった場合は、合格後でも合格を取り消すことがあります。
　　・ 障がい等があり、受験上の特別な配慮を必要とする場合は、出願手続を行う前に必ず入試広報課へご連絡ください。

大学入学共通テストの出願について
　大学入学共通テスト利用選抜（１期・２期・３期）は、大学入学共通テストを利用した選抜です。

１． 大学入学共通テストの「受験案内」を在学している高等学校、中等教育学校、最寄の国立大学あるいは参加私立
大学などから入手してください。

２．大学入学共通テストの志願票を定められた期日までに、大学入試センターに提出してください。
３．令和５年度の大学入学共通テストを大学入試センターが指定する試験日、試験場で受験してください。

同時出願と２回目以降の出願について
　　・複数の選抜区分を同時にWeb登録した場合において、入学志願票・写真票は選抜区分ごとに必要です。
　　・ ２回目以降出願する場合も新たに調査書等が必要ですが、複数の選抜区分を同時に出願される場合、調査書・志望理由書（出

願される全ての選抜区分に○をしてください）は１通ずつで構いません。
　　・ 出願期間が重なる選抜区分の組合せであれば、出願書類は一つの出願用封筒にまとめて郵送することができます。出願用封

筒（宛名シート）の出願する選抜区分欄の◯を塗りつぶしてください。ただし、各選抜区分で書類提出期限が異なりますので、
同時出願される場合は、書類提出期限が一番早い選抜日程に合わせて出願書類を郵送または窓口に提出してください。

受験票について
・受験票は、試験日の３日前の12時以降、「Web出願ページ」のマイページから、ダウンロードすることが可能です。
　必ず受験者本人がダウンロードしたうえで、A４用紙に片面で印刷し、試験当日にご持参ください。
・受験票のダウンロードが可能になりましたら、出願時に登録されたメールアドレスにメールでも通知します。
・大学入学共通テスト利用選抜志願者の受験票は、合格発表日の３日前の12時以降、「Web出願ページ」のマイページからダ

ウンロードすることが可能です。
・本学から受験票は、郵送いたしません。

写真について
・出願にあたり、志願者本人の顔写真データ（jpeg、jpg、png、bmp：最大２MBまで）が必要です。
　 上半身、無帽、無加工、正面向きで出願前３ヵ月以内に撮影した鮮明な写真をご準備ください。なお、出願写真として適切

でないと本学が判断した場合は、再提出していただくこともあります。
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受験上の注意事項について
【事前確認事項】

・試験場への交通手段、所要時間等を事前に確認してください。
・学内には、駐車場・駐輪場のスペースを十分に確保しています。
・試験場の下見は、試験前日の午後４時まで可能ですが、試験前日の校舎内への立ち入りはできません。

【試験当日の注意事項】
・集合時刻は、試験開始時刻15分前です。試験室には、各試験開始時刻の１時間前から入室できます。
・受験にあたっての注意事項等の説明を行いますので、必ず試験開始時刻15分前までには試験室に入室し着席してください。
・試験開始時刻に遅刻した場合、試験開始時刻より20分まで入室を認めます。それ以降の遅刻者の入室はできません。
・電車など公共交通機関の遅延により遅れそうな場合は、入試広報課へ電話連絡してください。
・総合型選抜奨学生分析型を除き、携帯電話等の通信機器は試験室内での使用を禁止します。試験室に入る前にアラーム等の

設定を解除して、電源を切り鞄などにしまってください。試験を待っている間も使用してはいけません。

【試験時間中の注意事項】
・ 試験室では、すべて監督者の指示に従ってください。従わない場合は、不正行為とみなします。試験途中の退室は認めません。

【不正行為】
　以下の事由に該当する場合、不正行為とみなします。不正行為とみなされた場合、その場で受験の中止と退室を指示され、
それ以降の受験はできなくなります。また、既に受験した試験内容は全て無効となります。
①　カンニング（カンニングペーパー・参考書・他の受験者の答案等を見ること、他の人から答えを教わること等）をすること。
②　【試験時間中に使用できる物品（同ページ内参照）】以外の物品を使用すること。
③　「解答はじめ。」の指示の前に、監督者等の指示に従わず、問題冊子等に触れること（問題冊子を開く、解答を始める等）。
④　「解答やめ。」の指示に従わず、鉛筆や消しゴムを持っていたり解答を続けていたりすること。
⑤　試験時間中、他の受験者に答えを教えたり、カンニングの手助けをしたりすること。
⑥　試験時間中、携帯電話等の電子機器を鞄などにしまわず身につけていたり、使用したりすること。
　　（サービス経営学部総合型選抜奨学生分析型の「調査・分析時間30分」を除く）
⑦　試験時間中、携帯電話等の電子機器や時計の音（着信・アラーム・振動音）を複数回鳴らすこと。
⑧　試験場において、他の受験者の迷惑となる行為をすること。
⑨　試験場において、監督者等の指示に従わないこと。
⑩　志願者以外のものが受験者本人になりすまして試験を受けること。
⑪　その他、試験の公平性を損なうおそれのある行為をすること。

【その他注意事項】
・ 受験者以外は試験室に入ることができません。また、付添者の待合室は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から用意

していません。ただし、受験者への付添が必要な場合には、事前に本学入試広報課へ電話連絡してください。

【試験当日の持ち物】
①受験票 ・ 受験票は、事前に「Web出願ページ」のマイページからダウンロードし、必ず試験当日、印刷したものを

持参してください。
 ・万が一、受験票を忘れた場合には、入学者選抜本部で再発行の手続きを行ってください。
②昼食 ・ 総合型選抜奨学生（アクティブ・ラーニング型、課題型）の試験終了は、午後になる予定です。
 ・試験当日の食堂の利用はできません。
③電子機器等 ・ 総合型選抜奨学生分析型の受験者はパソコン、携帯電話、スマートフォン、タブレットPCのうち、  

いずれか１台を必ず持参してください。また、WiFiを使用される方はWiFi機器も持参してください。

【試験時間中に使用できる物品】
物　品 注意事項

黒鉛筆、鉛筆キャップ 「HB」か「B」に限る
シャープペンシル メモや計算に使用する場合のみ可
消しゴム プラスチック製の消しゴム

時計 辞書、電卓、端末等の機能があるものや、それらの機能の有無が判別しづらいもの・秒針音のする
もの・キッチンタイマー・大型のものは使用不可

鉛筆削り 他の受験者の迷惑にならない範囲（電動式・大型のもの・ナイフ類は不可）での使用可
眼鏡
ハンカチ 無地のもののみ使用可
ティッシュペーパー 袋または箱から中身だけを取り出したもの
目薬
マスク
その他 事前申請により、認められたもの

上記の【試験時間中に使用できる物品】以外の物品の使用は、原則、認められません。監督者の指示に従わず、机上に置いていたり、
使用したりした場合は、不正行為とみなされることがあります。
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学校保健安全法で出席の停止が定められている感染症に関する注意事項
　学校保健安全法で出席の停止が定められている感染症（新型コロナウイルス感染症、インフルエンザ、麻疹、水疱瘡等）に罹患し、
試験当日に治癒していない方については、他の受験者や監督者等への感染のおそれがありますので、原則、受験することができま
せん。ただし、病状等により学校医その他の医師が、伝染のおそれがないと認めたときは、この限りではありません。
　なお、上記理由により受験できなかった場合、受験者の希望により、別の選抜区分への振替等の特別措置をいたします。詳細に
ついては、本学ホームページ（受験生サイト）に掲載します。

チャレンジ受験（授業料100％・50％減免奨学生選抜）
サービス経営学部では、学校推薦型選抜・総合型選抜の入学手続完了者（２次手続まで）は、①一般選抜A日程の授業料100％・
50％減免奨学生選抜②大学入学共通テスト利用選抜１期の授業料50％減免奨学生選抜のいずれかもしくは両方に改めて出願ができ
ます。本学では、これを「チャレンジ受験」といいます。

　１． 奨学生として合格されると、一般選抜A日程は、入学手続を授業料100％減免奨学生または50％減免奨学生に変更することが
できます。大学入学共通テスト利用選抜１期は、入学手続を授業料50％減免奨学生に変更することができます。  
なお、入学金免除奨学生の方が入学手続を変更する場合、入学金免除の権利は消失します。

　２． 授業料100％減免奨学生または50％減免奨学生になれなくても、既に入学手続を完了されている選抜区分での入学は確保さ
れています。

【チャレンジ受験　対象者】
　１．学校推薦型選抜　指定校推薦（１期奨学生を含む）入学手続完了者
　２．学校推薦型選抜　系列高等学校内部推薦　入学手続完了者
　３．学校推薦型選抜　公募制推薦A　入学手続完了者
　４．学校推薦型選抜　公募制推薦B　入学手続完了者
　５．総合型選抜　奨学生（分析型、スポーツ型、アクティブ・ラーニング型、課題型）　入学手続完了者
　６． 総合型選抜　奨学生（分析型、スポーツ型、アクティブ・ラーニング型、課題型）を受験し、総合型選抜　面接方式での入学手

続完了者
　７．総合型選抜　面接方式　入学手続完了者

【チャレンジ受験　出願方法】
　・ 入学手続完了後、「Web出願ページ」へアクセスし、一般選抜A日程、大学入学共通テスト利用選抜１期の各出願期間中に出願

手続きを行ってください。それぞれ出願期間が異なりますのでご注意ください。
　・ 出願期間の詳細については、一般選抜A日程はP10、大学入学共通テスト利用選抜１期はP11を参照してください。
　・出願書類についてはP13を参照してください。
　・調査書・志望理由書等は、再提出してください。

【入学検定料（チャレンジ受験料）】
10,000円

　 チャレンジ受験の方は、Web登録の際、「学部選択」で「サービス経営学部　チャレンジ受験の方」を選択してください。  
選択を間違えますと、入学検定料が10,000円になりませんのでご注意ください。

【チャレンジ受験　受験票】
　 P15「受験票について」をご確認のうえ、チャレンジ受験を行う受験票のダウンロードを行ってください。既に入学手続済の受験

番号（受験票）とは異なりますので、ご注意ください。

【チャレンジ受験　選抜実施日】
一般選抜Ａ日程　　　　　　　　：２月１日（水）
大学入学共通テスト利用選抜１期：大学入試センターが指定する試験日

【チャレンジ受験　奨学生合格発表】
一般選抜Ａ日程　　　　　　　　：２月８日（水）
大学入学共通テスト利用選抜１期：２月９日（木）

　
　・合格発表については、P19を参照してください。
　・奨学生合格の方は、選考結果通知に同封する「入学手続要項」に従い、手続の変更を行ってください。
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総合型選抜奨学生「分析型」の受験上の注意事項について
総合型選抜奨学生「分析型」の選考方法は、面接〈課題発表を含む〉(100点満点)と書類審査の総合判定です。
当該選抜区分の受験者は以下の記載内容を熟読し、必ず理解してください。

【試験当日の流れ】
 Step１  10：00〜10：30　30分の調査・分析時間
  試験当日に提示される「課題テーマ」について、パソコン・携帯電話・スマートフォン・タブレットPCのいずれか

一台を用いて、調査・分析を行います。そして、調査・分析した内容を試験当日に配布するレポート用紙に手書き
でメモをとったり、まとめたりします。

  調査・分析終了後、そのレポート用紙を回収します。ただし、回収したレポート用紙については、この後に実施す
る面接＜課題発表を含む＞の際に、一時的に受験者に返却します。

 ※なお、レポート用紙に記載された内容については、得点化いたしません。

 Step２  11：00〜　20分の面接〈課題発表を含む〉
  面接担当者の指示のもと、面接および調査・分析した内容についての発表と質疑応答を行います。試験時間は20分

程度です。  
その際、その場で受験者に一時的に返却されるレポート用紙を見ても構いません。試験終了後、レポート用紙は再
度回収します。

【試験当日の注意事項】
・ 試験当日、パソコン、携帯電話、スマートフォン、タブレットPC（以下電子機器等）のいずれか一台を必ず持参してください。

また、レポート用紙に手書きするにあたり、「HB」か「B」の黒鉛筆と消しゴムも持参してください。
・ 電子機器等のアラーム等の設定を解除し、必ず着信音やバイブレーション等が鳴動しないようマナーモードに設定してくだ

さい。
・ 調査・分析を行う時間帯において、使用できる電子機器等は一台のみです。
・ 調査・分析の時間中、複数の電子機器等の使い分けをすることはできません。
・ 試験当日、本学の有線LANやWiFi等の通信環境は提供しません。必要に応じて受験者各自で準備し、持参してください。
・ 持参したポケットWiFi等を使用する方を除き、その他の電子機器等は電源を切り、すべて鞄などにしまってください。
・ 携帯電話等の通信機器は、調査・分析を行う時間帯のみ使用可能です。
・ 調査・分析終了以降、携帯電話等の通信機器を使用してはいけません。

【試験時間中の注意事項】
・試験室では、すべて監督者の指示に従ってください。従わない場合には、不正行為とみなします。
・試験途中の退室は、認めません。
・調査・分析の時間中、電子機器等に接続するための充電器の使用は認めます。

【不正行為】
以下の事由に該当する場合、不正行為とみなします。電子機器等の使用は調査・分析の時間帯のみ可能です。
・通話やSNS、メール等による外部との連絡を行った場合。
・カメラ機能を用いて、試験問題等の撮影や録画を行った場合。
・複数回、携帯電話等の着信音やバイブレーション等が鳴動した場合。
・使用中の電子機器以外の電子機器を使用した場合。
・受験者同士で会話した場合。
・トイレ、体調不良等の一時退室を除き、自席から離れた場合。
・他の受験者に迷惑をかけた場合。
・監督者の指示に従わなかった場合。

※受験者本人の環境不備等により、試験に不具合が生じた場合には、試験が成立しない可能性があります。
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合格発表
　・合否に関する電話等による問い合わせには、一切応じられません。
　・ 総合型選抜奨学生、一般選抜Ａ日程、大学入学共通テスト利用選抜１期では、成績優秀者を奨学生合格者として発表します。

【発表方法】
１．Web合否発表システムでの合否照会
　・合否確認には、パソコン・携帯電話・スマートフォンを利用した「Web合否発表システム」をご利用ください。
　・ご利用の際には「受験番号」「誕生月日４桁」が必要です。
　・Web合否発表システムでの発表は、速報です。

２．郵便での通知
　・ 合格者には、合格発表日に合格通知書ならびに入学手続関係書類を速達郵便で発送します。  

郵便事情等により、到着が発表日の翌日以降になる場合があります。
　・不合格通知書の発送は行いませんので、ご了承ください。
　・学校推薦型選抜公募制推薦の合否の結果は、推薦のあった学校長にも速達郵便で通知します。

【Web合否発表システムのURL】

【利用可能期間】　合格発表日１０：００〜合格発表日３日後の１５：００まで
１．期間外は見ることができません。
２．「Web合否発表システム」の「誤操作」「見間違い」等を理由とした入学手続の遅れは、認めません。

補欠者の発表と追加合格について
・補欠者には、合格発表日に補欠通知書を速達郵便で発送します。
・正規合格者の入学手続状況により、「追加合格」を発表することがあります。追加合格が認められた方には、入学志願票に記

載されている連絡先へ電話連絡します。
・入学志願票の連絡先は、確実に連絡のとれる電話番号を入力してください。
・補欠および追加合格に関する電話等による問い合わせには、一切応じられません。

下記のアドレス（URL）または携帯電話用QRコードからアクセスしてください。間違いのないようアドレスを確認のうえ、アクセスしてください。

https://www.gouhi.com/seibu-bunri/ Web合否
発表システム
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入学手続
【入学手続について】

・入学手続は、入学手続締切日までに入学手続時納付金を納入し、入学手続関係書類を本学に提出することで完了します。  
合格通知書に同封する「入学手続要項」に従って手続きを行ってください。

・入学手続締切日は選抜区分によって異なりますので、ご注意ください。
・「高等教育の修学支援新制度」の給付奨学金の予約採用に申込みされた方は、入学手続を行う前に本学入試広報課へ必ずご連絡

ください。

【入学前教育について】
・本学部では、入学手続完了者全員に入学前に事前課題を課します。

【入学辞退について（専願を除く）】
・入学手続（２次手続まで）を完了された方が入学を辞退する場合、下記連絡先に電話連絡し、本学所定の「入学辞退届」を取

り寄せてください。「入学辞退届」を下記期日までに提出した方に限り、入学検定料および入学金を除くすべての納付金を返還
いたします。
なお、下記期日を過ぎての入学辞退の申し出があった場合、納付金は返還いたしません。

＜入学辞退　連絡先＞　西武文理大学　入試広報課　
　　　　　　　　　　　〒350-1336　埼玉県狭山市柏原新田311-1
　　　　　　　　　　　TEL：04-2954-7575

＜入学辞退届　提出締切日時＞　　　 簡易書留速達郵便で、2023年３月31日（金）午後５時必着  
※大学に持参される方は、事前に入試広報課へご連絡ください。
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高等教育の修学支援新制度　申込みの方へ
西武文理大学は、「高等教育の修学支援新制度」の対象機関としての認定を受けています。
この制度による支援対象の方は、入学後に、（1）給付（返還不要）奨学金の支給（2）入学金・授業料の減免の支援を  
受けることができます。
そのため、西武文理大学では、本制度（給付奨学金）の予約採用に申込みをされた方について、本学への入学が確約される場
合に限り、入学手続時納付金（入学金・授業料）納入の猶予を行います。

対象
　高等学校において、高等教育の修学支援新制度（授業料減免・給付奨学金）の予約採用に申込みをされた方
　※「貸与奨学金」に申込みをされた方は対象となりませんのでご注意ください。

手続き方法
　①必要書類の提出について
　　下記のいずれかの書類を出願時に提出してください。
　　（A）「令和５年度大学等奨学生採用候補者決定通知【進学先提出用】※」のコピー
　　　　※原本は、入学後に大学へ提出していただきます。
　　（B）「給付奨学金確認書（2023年度国内大学等予約用）」のコピー
　　（C）本学所定の様式（担任の先生等が署名したもの）

　②入学手続時納付金について
　　 上記の提出書類等により、本制度の「予約申込者」と確認できた方については、入学手続時納付金の一部を各選抜区分の

入学手続締切日までに納入いただくことで入学手続完了者とみなします。

　　・給付奨学生の入学手続時納付金（サービス経営学部）
　　　施設費100,000円、教育充実費50,000円　　計150,000円
　　　※合格後、ご連絡いただいた方については別途、振込用紙を発行いたします。

申請にあたっての注意事項
　 給付奨学生としての入学手続時納付金納入後、本制度（給付奨学生）の「不採用」が判明した方については、直ちに正規学

生納付金（残金）の納入が必要となります。所定の期日までに正規学生納付金（残金）が未納である場合には、入学辞退と
みなします。

初年度学生納付金の差額分の振込
　 給付奨学生の採用決定区分（第Ⅰ〜第Ⅲ）に応じて、入学後に初年度学生納付金の差額分の振込みが必要となります。  

減免適用後の振込用紙は、2023年６月頃（予定）に送付いたします。

入学後の手続きについて
　 給付奨学生の採用決定（候補）者は、正式採用のための手続きが必要となります。入学後に大学で行う説明会に必ずご参加

ください。
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学生納付金

１． 上記のほか、学生厚生費、学友会費、後援会費などで毎年100,000円が必要です。これらの諸納金の入学年度納入締切日
は2023年３月31日です。

２． 入学金を除き、授業料、施設費、教育充実費は２年次以降も毎年必要です。
３．  授業料は、前期と後期に分けて納入していただきますが、年額一括納入することもできます。
４． １次手続と２次手続の２回に分けて入学手続を行う選抜区分については、１次手続で入学金を納入し、２次手続で授業料

等（555,000円）を納入してください。奨学生合格者の方は、入学手続時の分納はできません。
５． 選抜区分「専願」の入学手続者には、納付金等一切返還いたしません。
６． 入学次年度以降、納付金が変更になった場合は、在学生にも適用されます。
７．履修科目によっては、別途実習費を徴収する場合があります。
８． 本学は、「高等教育の修学支援新制度」の対象機関です。給付奨学金の予約採用に申込みをされた方は、別途手続きを行い

ますので、P21の「高等教育の修学支援新制度申込みの方へ」をご確認ください。

合計教育充実費施設費授業料入学金
855,000円50,000円100,000円405,000円300,000円入学手続時
405,000円――405,000円―後期（９月）

1,260,000円50,000円100,000円810,000円300,000円計

総合型選抜（奨学生→面接方式、面接方式）、大学入学共通テスト利用選抜（３期）学生納付金

合計教育充実費施設費授業料入学金
300,000円
555,000円50,000円100,000円

300,000円１次手続時
２次手続時

405,000円――

―――

405,000円―
405,000円―

後期（９月）
1,260,000円50,000円100,000円810,000円300,000円計

学校推薦型選抜 公募制推薦（A・B）、一般選抜、大学入学共通テスト利用選抜（１期・２期）学生納付金

授業料100％減免奨学生　学生納付金
合計教育充実費施設費授業料入学金

450,000円50,000円100,000円―300,000円入学手続時
―――――後期（９月）

450,000円50,000円100,000円―300,000円計

授業料50％減免奨学生　学生納付金
合計教育充実費施設費授業料入学金

652,500円50,000円100,000円202,500円300,000円入学手続時
202,500円――202,500円―後期（９月）
855,000円50,000円100,000円405,000円300,000円計

授業料30％減免奨学生　学生納付金
合計教育充実費施設費授業料入学金

733,500円50,000円100,000円283,500円300,000円入学手続時
283,500円――283,500円―後期（９月）

1,017,000円50,000円100,000円567,000円300,000円計

入学金免除奨学生　学生納付金
合計教育充実費施設費授業料入学金

555,000円50,000円100,000円405,000円―入学手続時
405,000円――405,000円―後期（９月）
960,000円50,000円100,000円810,000円―計
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奨学生入学者の２年次以降の授業料減免について
【総合型選抜　奨学生（アクティブ・ラーニング型、課題型）　授業料100％減免・50％減免・30％減免奨学生】
【一般選抜A日程　授業料100％減免・50％減免奨学生】
　 ２年次以降毎年、人物的に優れ、学年内での通算成績が上位５％以内であれば、年間授業料100％減免または50％減免が継続され、

上位10％以内であれば、年間授業料30％が減免されます。ただし、一旦奨学生の資格を失った場合、次年度以降に学年内での通
算成績が上位10％以内に復活しても、授業料の減免はいたしません。

【大学入学共通テスト利用選抜１期　授業料50％減免奨学生】
　 ２年次以降毎年、人物的に優れ、学年内での通算成績が上位５％以内であれば、年間授業料50％減免が継続され、上位10％以内

であれば、年間授業料30％が減免されます。ただし、一旦奨学生の資格を失った場合、次年度以降に学年内での通算成績が上位
10％以内に復活しても、授業料の減免はいたしません。

【総合型選抜　奨学生　スポーツ型　授業料減免奨学生】
　 ２年次以降毎年、人物的に優れ、一定基準を満たした方は、授業料減免が継続されます。ただし、一旦奨学生の資格を失った場合、

次年度以降に復活しても、授業料の減免はいたしません。

卒業生・在学生親族対象 学納金免除制度
　 西武文理大学では、学部及び選抜区分にかかわらず、以下の項目に該当する者が入学される場合、出願時の申請によって、入学

金免除の制度が適用されます。該当する場合は、事前に本学入試広報課までお問い合わせください。「卒業生・在学生親族対象 学
納金免除申請書」をお送りします。

概　要 免除額
本学園各校全ての卒業生・在学生・在校生とその家族（２親等以内とその子）に該当する者 入学金30万円

　本学園（学校法人文理佐藤学園）各校とは、以下の学校を指します。
・西武学園文理小学校
・西武学園文理中学校
・西武学園文理高等学校
・西武文理大学（文理情報短期大学含む）
・西武学園医学技術専門学校
・西武調理師アート専門学校（旧西武学園西武調理師専門学校、旧西武文理大学附属調理師専門学校含む）

過去問題について
　　・一般選抜の過去問題
　　　 過去３年分の一般選抜の入学試験問題集（試験問題・解答・傾向と対策）を無料配布しています。  

郵送をご希望の方は、入試広報課（04-2954-7575）へご連絡ください。

2022年度入学者選抜結果
合格者最低点合格者最高点合格者受験者志願者募集人員選抜区分

――88910公募制推薦A・B（併願）
※

――59915奨学生　アクティブ・ラーニング型、課題型

――44410奨学生　スポーツ型
――1115奨学生　分析型

――4―――奨学生→面接方式
――41414150面接方式
9116816（ 4）182045（10）A日程（A日程奨学生）
568266815B日程
9214219（ 6）242415（ 5）１期（１期奨学生）

11112233310２期～３期

・一般選抜A日程は、200点満点。一般選抜B日程は、100点満点
・大学入学共通テスト利用選抜１期～３期は、いずれも200点満点
　英語〈リーディング・リスニング〉の配点は200点満点を100点換算。配点比率は「リーディング：リスニング＝4：1」
・総合型選抜「奨学生→面接方式」は、総合型選抜奨学生から面接方式の合格者数
・合格者の（　）内は奨学生数

※学校推薦型選抜（指定校推薦および系列高等学校内部推薦）を除く

学校推薦型選抜

総合型選抜（専願）

一般選抜

大学入学共通テスト
利用選抜
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試験場案内
■試験場案内［試験場：西武文理大学　２号館］

■交通案内［西武文理大学までの所要時間］
試験当日は、４つの駅からのスクールバスまたは２つの駅からの路線バスを利用できます。
※路線図に表記されている時間は、おおよその乗車時間を表しています。乗り換え時間は含みません。

路線バス
停留所
（西武柏原ニュータウン）

アーモンド館
（キャリアサポートセンター）

ハミングバード

テニスコート

アリーナ（体育館）

正門

正門

高校校舎
聖風館

（西武文理大学 1号館）

オアシス館
（西武文理大学 2号館）

窓口受付場所

大学エントランスアーチ

大学スクールバス
バス停

フローラ館
（西武文理大学 8号館）

保健センター

バスケットコート
フットサルコート

イタリア館
（学生食堂）

アーモンド館
（キャリアサポートセンター）

スピナッチホール
（図書館） グラウンド

ドリーム館

中学校舎

新秋津

所沢

拝島

高麗川

八王子 立川 西国分寺 国分寺

朝霞台

北朝霞

南浦和
武蔵
浦和

大宮

岩槻

久喜

白岡

東村山

東松山

本川越

熊谷

鴻巣

桶川

上尾

伊奈中央

小川 小平
秋津

赤羽

田端
池袋

新宿 上野

秋葉原

南越谷

春日部

草加

北千住

東京

品川

中央線

東武東上線

ＪＲ川越線

Ｊ
Ｒ
八
高
線

西武拝島線

西武新宿線
西武池袋線

JR武蔵野線

ＪＲ埼京線

高田馬場 西武新宿

新狭山

東飯能

川 越

ＪＲ高崎線

Ｊ
Ｒ
宇
都
宮
線

Ｊ
Ｒ
京
浜
東
北
線

東
武
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
ラ
イ
ン

東武アー
バンパー

クライン

25分

10分

30分

ＪＲ埼京線・川越線

西武文理大学

稲荷山公園
20分

34分

60分

40分66分 46分

46分

61分

55分

50分

50分

狭山市
20分

スクールバスの発着駅
・新狭山駅
　北口からスクールバスで10分
・川越駅
　西口からスクールバスで25分
・稲荷山公園駅
　からスクールバスで20分
・東飯能駅
　東口からスクールバスで30分

路線バスの発着駅

・狭山市駅
西口から西武バス（20分）で西武柏原ニュー
タウン行き終点下車徒歩5分

・新狭山駅
北口から西武バス（10分）で笠幡駅行き、
西武柏原ニュータウン行き、かすみ野行き
で西武柏原ニュータウン下車徒歩5分

埼
玉
新
都
市
交
通
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■スクールバスのりば
※ 諸事情によりバスのりばが変更となる場合があります。

■路線バスのりば

■車でお越しの場合
［関越道］　 川越IC▶国道16号線八王子方面▶「新狭山二丁目」交差点を右折▶入間川大橋を渡り、最初の信号を

右折し直ぐ右側
［圏央道］　狭山日高IC▶狭山市内方面「柏原中学校入口」交差点左折２km右側

スクールバス発車場所

新狭山駅
至本川越至高田馬場

北口

ローソン

いなげや

酒屋

新狭山駅　西武新宿線
北口下車徒歩３分　スクールバスで約10分　終点下車

入間基地

稲荷山公園
（ハイドパーク）

稲荷山公園駅
至飯能 至池袋

スクールバス発着所

稲荷山公園駅　西武池袋線
駅前よりスクールバスで約20分　終点下車

飯能信用金庫

東飯能駅
至西武秩父

至高麗川

東口

西武池袋線

JR八高線

丸広百貨店

至所沢

至八王子

スクールバス発着所

東飯能駅　JR八高線・西武池袋線
東口下車　スクールバスで約30分　終点下車

至高麗川

至池袋 東武東上線

ＪＲ埼京線・川越線至大宮 ＪＲ川越線

至東松山
川越駅

西口

ドコモ

ウニクス川越

スクールバス
発着所
②のりば

U-PLACE
（東武ホテル）

川越駅　東武東上線・JR埼京線・川越線
西口下車徒歩４分　スクールバスで約25分　終点下車
※ペデストリアンデッキ直結「U_PLACE」前②のりばから発車します。

西口
ロータリー

至高田馬場 至本川越
狭山市駅

狭山市
市民交流
センター 埼玉りそな銀行

ファミリーマート
1番バス停

西武バス（有料・約10分）「西武柏原ニュー
タウン」行または「かすみ野」行・「笠幡駅」
行　西武柏原ニュータウン下車　徒歩約５分

新狭山駅　西武新宿線

１番バス停
新狭山駅

至本川越至高田馬場

北口

ローソン

いなげや

狭山市駅　西武新宿線
西武バス（有料・約20分）「西武柏原ニュー
タウン」行　西武柏原ニュータウン下車　
徒歩約５分



4

〒350-1336
埼玉県狭山市柏原新田311-1
TEL.04-2954-7575
FAX.04-2954-7511

健康福祉マネジメント学科
サービス経営学科サービス経営学部／
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