
活用法別ケーススタディー
進路指導の方向性に沿って、「大学発見ナビ」を活用できるコンテンツを紹介します。
授業・自宅学習（宿題）・三者面談等、さまざまな場面でご活用ください。

大学発見ナビ

進路指導の方向性 確認させたいこと 活用するコンテンツ

〈関連コンテンツ〉●第1志望校を発見！
　　　　　　　　　キラリと光る志望理由書を書こう
　　　　　　　　●大学・短期大学事典

〈関連コンテンツ〉
　　　　　　　　●志望理由書シート
　　　　　　　　●第1志望校を発見！
　　　　　　　　　キラリと光る志望理由書を書こう

志望理由書シート特別付録

志望理由書シート特別付録

p.6

第1志望校を発見！
キラリと光る志望理由書を書こう

本誌

大学・短期大学事典本誌

キミの興味がセカイにつながる！
～SDGsへの挑戦～

本誌

〈関連コンテンツ〉●先輩たちの志望理由ファイル：
　　　　　　　　　モデルケース発見編／学問探究編

〈関連コンテンツ〉●THE大学インパクトランキング2020
　　　　　　　　●先輩たちの志望理由ファイル：
　　　　　　　　　モデルケース発見編／学問探究編

目標（第1志望校）
を決める

生徒の状態

第1志望校が
決まっていない

大学の特徴・魅
力を調べる

大学の特徴を
きちんと調べ
ていない

〈関連コンテンツ〉●GTZ付学問×地域別大学リスト

先輩たちの志望理由ファイル：
学問探究編

本誌大学で学べる
学問の内容

学部・学科の中
身がよくわか
らない

GTZ付学問×地域別大学リスト本誌大学の難易度
模試の志望校
記入で複数校
書けない

〈関連コンテンツ〉●受験必勝アイテム780
　　　　　　　　●大学パンフカタログ
　　　　　　　　●参考書・問題集カタログ

大学受験カタログ別冊受験生にふさ
わしい環境づ
くり

受験生活への
モチベーション
が上がらない

今から始める受験生活365本誌

先生のための入試の基礎知識教員版

入試や受験生
活の概要を知
る

受験のしくみ
がわかってい
ない

学問と社会の
関わりを発見
する

志望理由と社
会の関わりが
弱い

志望理由書の
書き方を知る

志望理由がま
とまっていない

「志望理由書
シート」をもと
に指導
志望理由書シート
を使って、進路指導
をするポイントを
ケース別に解説し
ます。

受験への意識
づけをさせる
受験に目を向けさ
せることを主眼とし
た進路指導に活用
できるコンテンツを
紹介します。

で詳しく
解説

p.8
で詳しく
解説

p.

で詳しく
解説

p.

で詳しく
解説

〈関連コンテンツ〉●志望理由書シート
Web進路講演動画

生徒ひとりでで
きる大学研究
の方法を知る

授業内で指導
の時間が取れ
ない

キラリと光る大学の魅力キラリ

キラリと光る大学の魅力キラリ

キラリと光る大学の魅力キラリ
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目標（第1志望校）を決める
第1志望校が決まっていない

「志望理由書シート」（以下、シート）を使って、受験の目標設定（第1志望校決定）をします。自分で決めた
大学選びの条件に沿って志望校群をピックアップし、学びの内容や設備などを調べていきます。３年次に
本格的な大学研究を行うための第一歩を踏み出すワークを行いましょう。

ケース

1 ■目標設定の大切さを知る
■自分なりの大学選びの
　条件を考える
■志望校をピックアップ
　して調べる

ワークの狙い 志望理由書シート特別付録

ワークフローワークフロー 1

ワークフローワークフロー 2

ワーク
フロー　　
ワーク
フロー　　3

ワークフロー 3 シートのSTEP２、「第１志望校宣言」を記入させる

第１志望校が決められない場合は、もう一度ワークフロー1から、自分の
気持ちを考えさせてみましょう。また、仮でよいので（後からでも変更でき
るので）、第１志望校を決めてみるようにアドバイスしてください。

●生徒の状況別ポイント
▶第１志望校と決めた理由がなかなか書けない

第１志望校を発見！
キラリと光る志望理由書を書こう
シートの書き方、興味の引き出し方
などがわかる。

「大学発見ナビ」を活用した第1志望校を決めるワーク
ワークフロー 1 シートのSTEP１、「志望理由のタネ」の①と②で自己理解をさせる

自分の興味・関心を探っていく段階なので、あまり考えこませる必要はあり
ません。それでも出てこない場合は、白紙に最近気になること、感じたこと
を書かせると、興味・関心へのきっかけがつかめる可能性があります。

●生徒の状況別ポイント
▶好きな教科や、興味のあることがわからない

大学に対してこだわりがないのは、大学がどんなところか、イメージがつ
いていないからかもしれません。大学発見ナビの「先輩たちの志望理由
ファイル：モデルケース編」などを読んで、先輩たちのこだわりや、大学生活
のイメージをつかませましょう。

▶特にこだわりがなく、どの大学でもいいと思っている

ワークフロー 2 シートのSTEP１、「志望理由のタネ」の③で大学の特徴を調べさせる

大学ごとの魅力を調べているか、確認します。「大学・短期大学事典」など
を上手に活用することを伝えましょう。特に、大学独自の魅力を集めた「キ
ラリと光る大学の魅力」も参照するように促してみてください。

●生徒の状況別ポイント
▶大学について調べることができていない

活用するコンテンツ活用するコンテンツ

大学・短期大学事典
たくさんの大学の基本的な情報を
網羅している。

キラリと光る大学の魅力
大学の特徴・魅力ををコンパクトに
まとめたもの。

下のワークで
詳しく解説 ！

こんな志望理由書シートになっていませんか？ こう指導しましょう！　

志望理由書シート（表）

大学発見ナビ（本誌）
※生徒用

〈第1志望校宣言の例〉

第1志望校
（学部・学科まで）が
決まっていない。

志望の決め手が
書かれていない、
適当に書いている。

複数の大学を
書いている。

薬

薬

ドラッグストアが好き

だから

〈添削の例〉

薬

薬

ドラッグストアが好き

だから

志望校・学部・学科を調べよう。

複数の志望校がある場合は、仮で
よいので第１志望校を決めよう。

どうしてその大学がよいと思った
のか、もう一度考えてみよう。

どうしてその大学・学部が
いいと思った？

仮でいいから志望校を書こう

と光る
大学の魅力

キラリキラリ

第１志望校宣言STEP2

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

第１志望校宣言STEP2

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
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志望理由書の書き方を知る
志望理由がまとまっていない

第１志望校が決まって志望理由書を書いても、要素が足りない、何が言いたいのかわからない、うまく
まとまっていない、ということがあります。大学に思いが伝わる志望理由書にするためには、いくつかの
ポイントを押さえて指導する必要があります。

ケース

2 ■志望理由書に書くべき内容を知る
■自分なりの体験を書けるようにする
■大学・学部・学科と関係の深い内容にする

ワークの狙い 志望理由書シート特別付録

ワークフロー
～

ワークフロー
～ 21

「大学発見ナビ」を活用した志望理由書を書くワーク
ワークフロー 1 シート裏の「志望理由書チェックリスト」にチェックを入れさせる

例えば、どうしてその大学に行きたいと思ったのか、そのきっかけや、志望
校の学びに対して感じたこと（例：専門科目を1年生から学べる点がよいと
思った）なども重要な要素です。あまりに短い場合は、そうした要素が欠け
ていないか、チェックリストを使いながら確認させましょう。

●生徒の状況別ポイント
▶必要な要素が書かれていない

志望理由と直接関係がないことを書くと、文章が冗長になってしまうため、
おすすめできません。本当にその内容が必要かどうか、大学や学びたい
こととの関係性を見直すよう促しましょう。

▶志望理由とは関係のないことが書かれている

ワークフロー 2 不足部分を洗い出し、書くべき項目を提示する

その生徒にしか書けないことを書くには、志望理由書を「自分ごと」化する
必要があります。自身の体験をきっかけとしたり、実際に大学のことを調べ、
オープンキャンパスなどで学校関係者に質問したことを書いてみたりする
などのアドバイスを。

●生徒の状況別ポイント
▶独自性のある内容が書かれていない

ただやってみたいだけでは、志望理由としては少し弱いものに。大学での学
びが社会にとってどんなメリットがあるのか、考えてみるように促しましょう。

▶社会との関わりが薄い

どの大学でも学べるようなことしか書かれていなければ、その大学を志
望する思いは伝わりにくいでしょう。その大学である必要性を探るよう
に伝えましょう。　 

▶志望校や学びの内容を理解していない

活用するコンテンツ活用するコンテンツ

先輩たちの志望理由ファイル：
モデルケース発見編／学問探究編
先輩たちが書いた「志望理由書」を
参考にできる。

志望理由書シート（裏）
裏面に「志望理由書チェックリスト」が
ある。

キラリと光る大学の魅力
大学の特徴・魅力ををコンパクトに
まとめたもの。

第１志望校を発見！
キラリと光る志望理由書を書こう
志望理由書の必要性や書き方を
詳しく解説。

〈志望理由書の例〉

必要な要素が
書かれておらず、
全体的に短い。

志望する大学や
学部の学びとの
つながりが薄い。

自分なりの体験が
書かれていない。

下のワークで
詳しく解説 ！

〈添削の例〉

「志望理由書チェックリスト」を
活用して、内容をチェックしよう。

その大学や学部の学びがしっかり
書けているか、再度チェックしよう。

志望理由書には
◯◯（必要な要素）
を書こう。

こんな志望理由書シートになっていませんか？ こう指導しましょう！　

詳細はケース　へ3

詳細はケース　へ4

　私は、英文学について学びたいです。中学生の頃から英語が好きで、英語の

小説を読むこともありました。大学ではイギリスの文学について深く学び、よ

りたくさんのすばらしい文章に触れたいと思っています。

好きになったきっかけは何かな？
　私は、英文学について学びたいです。中学生の頃から英語が好きで、英語の

小説を読むこともありました。大学ではイギリスの文学について深く学び、よ

りたくさんのすばらしい文章に触れたいと思っています。

と光る
大学の魅力

キラリキラリ
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学問と社会の関わりを発見する
志望理由と社会の関わりが弱い

大学で学びたいことが社会課題に直結しているなど、社会との関わりが深ければ、志望理由が具体的
になり、独自性が増してきます。興味・関心や学びたい学問と関わりの深い社会課題を調べ、身のまわ
りの社会課題について考えるワークを行いましょう。

ケース

3 ■どんな社会課題があるかを知る
■学びたいことと社会課題の
　関係性を捉え、深める
■志望理由書に学びと社会との関わりを
　書けるようにする

ワークの狙い 志望理由書シート特別付録

ワークフロー
～

ワークフロー
～ 21

「大学発見ナビ」を活用した志望理由書を深めるワーク
ワークフロー 1 本誌の「キミの興味がセカイにつながる！ ～SDGsへの挑戦～」を読ませる

まずは大学発見ナビの記事を読むように促してみてください。そのうえで、
世の中にはたくさんの社会課題があり、その一部は、ごく身近にもあるこ
とを理解させましょう。そして、自分自身はこの社会にどんな問題を感じて
いるか、どんな社会課題に興味があるかを考えるように伝えましょう。

●生徒の状況別ポイント
▶どんな社会課題があるのかわからない

自分やごく一部の人にしか関わりのない問題では、社会とのつながりは
薄いと言えます。身近な問題から社会全般への問題へと考えを広げるよ
うにすると、社会課題を考えやすくなります。

▶社会課題が普遍化されていない

ワークフロー 2 学びたい学問が、社会のどのような問題を解決できるのか調べさせる

理論や基礎研究をやりたい場合など、社会への興味が薄いことがありま
す。しかし、そうした研究が社会へ応用されている事例はたくさんありま
す。課題およびその解決に必要なことをリストアップするなどして、学問
との関係を調べさせましょう。

●生徒の状況別ポイント
▶社会や社会課題への興味が薄い

いろいろなことに興味がありすぎて、方向性が定まらないこともあります。
いったん１つのテーマや学問に絞り、その中で社会課題との関連性を高め
るようにアドバイスしましょう。

▶学問や社会課題への興味の方向性がバラバラ

一見社会とのつながりが少ないと思われる学問でも、意外な方面から注
目されることも。その学問が影響を及ぼす分野などから調査させ、イメー
ジをつなげるよう促しましょう。例えば、数学であれば、ビッグデータ解析
や物流ルートの最適化などに応用できます。

▶学びたい学問に関わる社会課題が少ない

活用するコンテンツ活用するコンテンツ

先輩たちの志望理由ファイル：
モデルケース発見編
先輩たちが書いた「志望理由書」を参考にできる。

キミの興味がセカイにつながる！
～SDGsへの挑戦～
社会課題が、大学のどんな学びに
つながるかわかる。

先輩たちの志望理由ファイル：
学問探究編
先輩たちの志望理由書から、学問と
社会の関わりを見つけられる。

THE大学インパクトランキング2020
SDGs17項目別の社会貢献度を基準
に志望校を探せる。

〈志望理由書の例〉

下のワークで
詳しく解説 ！

〈添削の例〉

こんな志望理由書シートになっていませんか？ こう指導しましょう！　

　私は、数学について貴学で研究したいです。数学にはまだ解かれていない興

味深い問題があり、ぜひ挑戦してみたいからです。そのために貴学で数学につ

いて深く研究していきたいと思っています。

数学と関わる社会の話題があるか考えよう。
　私は、数学について貴学で研究したいです。数学にはまだ解かれていない興

味深い問題があり、ぜひ挑戦してみたいからです。そのために貴学で数学につ

いて深く研究していきたいと思っています。

「～をしてみたい」
「～をやってみたい」など自分の
希望しか書かれていない。

生徒の考える課題と、
社会との関わりが薄い。

大学発見ナビのSDGs
関連記事を読んでみて。

身のまわりで感じる課題、
問題はないかな？その学問が解決できる社会課題が

ないか、調べたり考えたりしよう。
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大学パンフにはたくさんの情報が掲載されています。そのため、どこをど
う読んでよいかわからないこともあります。志望理由書に関係する項目
として、例えば、以下の観点で読んでみるように促してください。

▶大学パンフの読み方がわからない

大学パンフだけでなく、オープンキャンパスや、その大学に通う先輩の話
も、大学のことを知るには大変参考になります。可能であれば、そうした
機会を設けたり、あるいは自分から出向いてみることを促してみたりする
とよいですね。最近ではオープンキャンパスをWebで行う大学もあるの
で、ぜひ利用するように伝えてみましょう。

▶さらに詳しい情報を知りたい

•アドミッション・ポリシー…大学の求める人材像がわかる
•カリキュラム…学べる内容、範囲などがわかる
•施設・設備…どのように研究したり学べたりするかわかる

大学の特徴・魅力を調べる
大学の特徴をきちんと調べていない

志望理由書に、その大学でなければならない理由が書かれていることも、「その大学に入学したい」と
いう思いを伝えるうえで重要です。そのためには、まずその大学のことをよく調べ、特徴や魅力を洗い
出していく必要があります。

ケース

4 ■大学の特徴をきちんと調べる
■その大学でなければならない理由を
　発見する
■大学パンフの見方を知る

ワークの狙い 志望理由書シート特別付録

ワーク
フロー
ワーク
フロー
2

1ワークフローワークフロー

「大学発見ナビ」を活用した志望理由書を深めるワーク
ワークフロー 1 「大学・短期大学事典」を読んで基本情報を調べさせる

世間一般のイメージや、なんとなくで大学を選んでいる場合、大学のこ
とをほとんど知らないといえるでしょう。まずは「大学・短期大学事典」で、
大学の基本的な情報を押さえ、建学の精神や留学制度、教育の特徴な
どを調べておく必要があります。

●生徒の状況別ポイント
▶大学のことをきちんと調べていない

大学のことはある程度調べていても、学部・学科のアドミッション・ポリ
シーやカリキュラム、研究室（ゼミ）などについて、深く調べていない場合
も。学部や学科などによって、学びの内容やその後の進路が大きく違う
場合があることを伝え、より深く調べるように促しましょう。

▶大学のことは調べているが、学部・学科のことが調べられていない

ワークフロー 2 大学パンフを取り寄せて、詳細な情報を調べさせたり、確認させたりする

●生徒の状況別ポイント 活用するコンテンツ活用するコンテンツ

志望理由書シート（はがき）
はがきで複数校の大学パンフを
取り寄せられる。

大学・短期大学事典
大学の基本的な情報はまずこちらで
取得。

第１志望校を発見！
キラリと光る志望理由書を書こう
大学パンフの見方などを掲載。

キラリと光る大学の魅力
大学の特徴・魅力ををコンパクトに
まとめたもの。

〈志望理由書の例〉

下のワークで
詳しく解説 ！

〈添削の例〉

こんな志望理由書シートになっていませんか？ こう指導しましょう！　

　私は、貴学の人間科学部を志望します。人間科学部なら、私が興味がある人

間の心について深く学べると思うからです。貴学はとてもユニークな教授陣で

留学生も多く、多方面から人間について知ることができると考えています。
この大学の人間科学部の魅力をもっと調べてみよう

　私は、貴学の人間科学部を志望します。人間科学部なら、私が興味がある人

間の心について深く学べると思うからです。貴学はとてもユニークな教授陣で

留学生も多く、多方面から人間について知ることができると考えています。

その大学の魅力と、
学びたいこととの
関係があまりない。

学部・学科のことが
きちんと調べ
られていない。

どの大学でもできる
ような学びの内容が
書かれている。

「大学発見ナビ」で大学の
基本情報を調べよう。

大学パンフを取り寄せるよう
アドバイスし、その大学でなければ
ならない理由を見つけよう。

大学だけでなく、
学部・学科についても
詳しく調べよう。

と光る
大学の魅力

キラリキラリ

12 大学発見ナビ 13教員版  進路指導ガイド


