
キラリと光る大学の魅力キラリ

大学パンフ
取り寄せはがき

無料
※一部、有料の
大学パンフも
あります。

全員プレゼント ！
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コードはここで確認

p.10「都道府県別リスト」

例

7校取り寄せ

10校以上取り寄せ

500円分 のQUOカード

1000円分 のQUOカード
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※同じ大学で複数学部の大学パンフ
を取り寄せた場合は、1校とみなします。
※4月から毎月発送
※プレゼントの詳細は、本誌p.8を確認
してください。

応募締め切り
2021年8月31日（火）必着

大学パンフ請求で全員にQUO
カード プレゼント ！最大1000円

気になる社会的課題 大学で学びたい学問

マナビジョンブック　2021「大学発見ナビ」

志望理由書シート
志望理由の「タネ」を集めるSTEP1

①学びたいことと社会との関わりを考えよう

③志望理由のタネに合う大学の　　　　　　　　　　　を本誌から書き出して、「この大学に行きたい理由」になる魅力を整理してみよう。

②キミだけのこだわりを書き出そう！

好きな教科・科目

大学・学部・学科名 志望理由（「キラリと光る大学の魅力」や「キラリと光るもっと知りたい大学の魅力」を見て気になった内容を書こう）

エリア・設置区分

キミだけの条件

興味のあること

▶「先輩たちの志望理由ファイル」も参考にしよう！ ▶「先輩たちの志望理由ファイル」も参考にしよう！

▶「キミの興味がセカイにつながる！ ～SDGsへの挑戦～」も参考にしよう！ ▶「先輩たちの志望理由ファイル：学問探究編」も参考にしよう！

（記入例）英語、化学、保健体育 （記入例）生き物、食べること （記入例）東京近郊

（記入例）環境問題、スマホ依存 （記入例）人間科学

（記入例）
①譲れない条件：学食が充実している
②設備・施設：図書館の蔵書が多い
③カリキュラムや研究室：幅広い分野の講義が履修できる
④部活・サークル活動など：野球部がある

設置区分

ご記入いただく個人情報の取り扱いについて
大学パンフ取り寄せにてご記入いただく個人情報（以下、「個人情報」
といいます）は、株式会社進研アド（以下、「当社」といいます）が取得い
たします。また「進研ゼミ高校講座　大学入学共通テスト　対策ワーク
（数・国）」をご希望された方の個人情報は株式会社ベネッセコーポレー
ションが取得いたします。個人情報の取り扱いについては、それぞれの
会社の「個人情報の取り扱いについて」をご確認ください。

（株）進研アドの個人情報の取り扱いについて
〈個人情報の利用目的〉
１．ご希望の大学パンフの提供
２．志望学問系統等を考慮し、大学・短期大学や専門職大学・短期大学
情報、オープンキャンパス、入学試験に関する情報等、当社から進路選
択に役立つ情報の提供
３．進学に関するアンケート・調査依頼、個人が特定されない統計情報・
マーケティング資料作成および、これらの当社の事業に関連する研究・
企画開発
４．プレゼントの抽選および発送
〈 第三者提供について 〉
★印の個人情報については、ご希望のパンフ請求大学へ提供します。
提供先の大学・短期大学では、各種大学パンフ等の発送、および進路
に役立つ情報の発信に利用する場合があります。詳細は各大学へお
問い合わせください。

〈 個人情報の取り扱い 〉
個人情報を業務委託先に預ける場合がありま
す。また、ご記入は任意ですが不足がある場合、
大学パンフの送付、当社からの情報・サービス
等の提供に支障が生じる場合があります。個人
情報の取り扱いに関するお問い合わせは、当社
「個人情報に関するお問い合わせ窓口」
（0120-660-872 通話料無料、土・日・祝日・年
末年始を除く、10:00～17:00 但し、12:00～
13:00を除く）にて承ります。
株式会社進研アド個人情報保護統括管理者
株式会社進研アド「個人情報保護方針」（http://shinken-ad.co.jp/）
上記を保護者の方とも確認のうえ、ご承諾いただける方は、ご記入ください。

（株）ベネッセコーポレーションの個人情報の取り扱いについて
ご提供いただく個人情報は、お申込みの資料の提供の他、学習・語学、子
育て・暮らし支援、趣味等の商品・サービスおよびその決済方法に関するご
案内、調査、統計・マーケティング資料作成および、研究・企画開発に利用し
ます。お客様の意思によりご提供いただけない部分がある場合、手続き・
サービス等に支障が生じることがあります。また、商品発送等で個人情報の
取り扱いを業務委託しますが、厳重に委託先を管理・指導します。
個人情報に関するお問い合わせは、個人情報お問い合わせ窓口
（0120-924721 通話料無料、年末年始を除く、9時～21時）にて承ります。
（株）ベネッセコーポレーションCPO（個人情報保護最高責任者）
上記をご承諾いただける方はご記入ください。　

（　）国 （　）公 （　）私

④大学パンフには、さまざまな情報が載っているよ！
　大学パンフで確かめたら、裏面の第１志望校宣言へ！

「大学発見ナビ」を
見ながら

書いていこう ！

優先順位の高い順に◎、◯、△を付けよう！

キラリと光る大学の魅力キラリ本誌の大学情報から　　　　　　　　　　　　　　を見つけて、志望理由のタネを集めて育てよう！

先輩たちの志望理由ファイル大学・短期大学事典
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第１志望校宣言STEP2 志望理由書を完成させよう！STEP3

志
望
理
由
書
を
書
く
た
め
に
大
学
パ
ン
フ
を
取
り
寄
せ
よ
う
！

志望理由書
大学 学部 学科

　私は

　

　なぜなら

　貴学は

　将来は

氏名番組

学びたい内容・
志望理由

きっかけ

将来の展望

と光る
大学の魅力

キラリキラリ

志望理由書チェックリスト

□チェック項目の漏れがないか
□誤字・脱字がないか

全体

□大学・学部・学科名が正しく書けているか
□学びたい内容・志望理由が具体的に
　書けているか

進みたい大学・学部・学科・学びたい内容

□学んだことを社会でどう生かしたいかが
　自分ごととして書けているか
□学びたいことと社会（の課題解決） との
　つながりが書けているか

社会との関わり

□独自性のある体験が書かれているか
□志望する大学・学部・学科に合った内容か
□それまでの自分の考えや、周囲の行動を
　変えるような気づきが書けているか
□その結果、自分の考えや周囲の行動がどう
　変わったかが書けているか

志望のきっかけ

□志望大学・学部・学科で何をどう学びたいかが
　自分ごととして書けているか
□どうしてもその大学・学部・学科でなければ
　ならない理由が伝えられているか
□志望大学・学部・学科のどんなところに
　魅力を感じたのか書けているか
□大学側に「本学のことがよくわかっている」と
　思ってもらえるか
　（大学パンフをきちんと読めているか）
□大学パンフで得た情報を
　オープンキャンパスなどで深められているか

★志望度の強さ

□卒業後の希望も含めて、まとめられているか
まとめ

大学

学部

学科

です。

私は

が第１志望校です！　志望の決め手は

711

2022

大学発見ナビ 2021　大学パンフ取り寄せはがき〈ワークシート〉
26053

Q1. どのような学問系統を志望していますか？（複数回答可）。
1. 文学　2. 語学　3. 法学　4. 経済・経営・商学　5. 社会学　6. 国際関係学　7. 教員養成・教育学　8. 生活科学
9. 芸術学　10. 総合科学　11. 看護・保健学　12. 医・歯学　13. 薬学　14. 理学　15. 工学　16. 農・水産学
Q2. 進学先として、どのエリアを志望していますか？ 志望するエリアに○を付けてください（複数回答可）。
1. 北海道・東北　2. 関東　3. 甲信越　4. 東海・北陸　5. 近畿　6. 中・四国　7. 九州・沖縄
Q3. どの入試形態を志望していますか？（複数回答可）。
1. 学校推薦型・総合型選抜　2. 一般選抜・大学入学共通テスト利用入試

アンケートにご協力ください

2021 年４月時点で高校３年生の
場合は、「2022」とご記入ください。

★

7校以上取り寄せで500円分、10校以上取り寄せで1000円分のQUOカード全員プレゼント！

番地・アパート・マンション名までご記入ください。

「大学入試　対策ワーク（数・国）」をご希望の方→希望者全員

市区
群

プレゼント番号は別冊「大学受験カタログ」
48ページをチェックしよう7校以上取り寄せ 抽選 受験グッズ　　　希望番号→

ベネッセからお届けします。ベネッセの「個人情
報の取り扱いについて」の内容をご確認ください。

右の志望理由書の「なぜなら」「貴学は」などの書き出しは、自分
なりの表現方法に変えてもOK。ただし、なるべくわかりやすく簡
潔に伝わるように注意しよう。

！

郵便はがき




