誰でも簡単に書ける
志望理由書講座

石橋知也

はじめに
毎 年、 １ 月 第 ３ 土 曜 日 と 日 曜 日 に 行 わ れ て い る 大 学 入 試 セ ン タ ー 試 験 は、 ２ ０ １ ９ 年 度
（２０２０年１月）が最後となります。２０２０年度（２０２１年１月）からは、大学入学共通
テストに移行されます。
今、なぜ、こうした大学の入学試験を変更しようとしているのか、その趣旨や背景は本書の中
で述べていきますが、大きな変更点としては、従来、マークシートのみで判定していた試験問題
から記述式になることでしょう。
特に国語においては、読解力や表現力といったものが求められます。
文章の内容、筆者の意図を読み取って、それを読み手に伝える力が求められるのです。
この大学入学共通テストは、私立大学の入試でも利用されていますが、主に、国公立大学の入
試で利用されています。
では、私立大学のほうはどうかというと、以前より、記述式の入学試験は行われています。こ
の２０２０年度を境に、大幅に入学試験の方法を変更するといった報道は耳にしておりませんが、
でも、今後は、推薦入試での入学者を増やすといった方針を示している大学もあります。
大学に入学して何を勉強したいのか、どんなことを研究したいのか、そして、将来はどんな仕
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事に就き、何をして社会に貢献したいのか、こういったことを自らの口で語り、そして、情熱を
持って伝える、そのような受験生を求めています。
時代とともに、大学側が望む受験者像というのは変わっています。大学を卒業して社会へと巣
立っていくからには、社会が望む人材を大学で育てることが求められています。
その人材をゼロから育てるのは、大学にも限界があります。大学への入り口となる入学試験に
おいて、学力のみならず、読解力や表現力、そして学習や研究に対する意欲や情熱を持った受験
生を選別するのは当然のことと言えるでしょう。
こうした志望理由書の必要性は、今後、さらに増していくものと思われます。
ただ、志望理由書を書くとなると、何を書けばいいのか全くわからないという受験生が多くい
ますが、私自身、高校生に数多くのアドバイスを送ってきた経験から、簡単に志望理由書が書け
る方法を、本書の中で述べていきたいと思っております。
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本書には、「なるほど」「こうすれば簡単に書けるのか」といった方法をたくさん盛り込んでい
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なぜ今、志望理由書が重要視されているのか

第１章●なぜ今、志望理由書が重要視されているのか

１
２０２０年から大学入試が変わる

すでにご存じのとおり、２０２０年度から大学入試が変わります。
まずは、その大学入試が変わることを報じた新聞記事をご覧ください。

『現行の大学入試センター試験は５年後をメドに廃止され、高校での学習到達度を測る新
共通試験「達成度テスト」（仮称）に移行する見通しだ。政府の教育再生実行会議は昨年

段階程度のランク別評価とし、高

会やボランティア活動などを重視するよう求めている。』
（２０１４年１月

日・日本経済新聞朝刊より）

提言は「発展」を１次試験に活用し、各大学が実施する２次試験では面接や論文、生徒

校在学中に複数回挑戦できるのが特徴だ。

験に代わる「発展」は１点刻みの点数ではなく、５～

達成度テストは難易度の異なる「基礎レベル」と「発展レベル」の２種類。センター試

期の設定などなお検討課題は多い。

月、知識偏重で１点刻み一発勝負の現行試験の見直しを提言したが、実施主体やテスト時

10

では、なぜ、このような方向性が示されているのか、次ページで説明をしていきます。

生徒会やボランティア活動を重視」するような入試へと変換する方向性が示されているのです。

つまり、新聞記事にもあるように「知識偏重で１点刻みの現行試験」を見直して、「面接や論文、

こと で す 。

面接や小論文によって、受験生の意欲や考えといったことも、入学試験の判定材料にせよという

現時点ではっきりしていることは、マークシートのテストから記述の試験が導入されることと、

いのか、手をこまねいている状況です。

紆余曲折が予想されます。受験生や、その受験生を指導する高校などは、その対策をどうしてい

んの課題があります。また、記述式の試験をどんな基準で判定するのかといったことも、今後、

ただ、２年後に新テストを控えた時点においても、まだ決まっていないことが多いなどたくさ

民間の外部試験を導入するといったことが決まりつつあります。

いったことや、英語のテストは「聞く」
「読む」
「話す」
「書く」といった４技能を評価するために、

です。ここから、本書執筆の２０１８年８月時点においては、高校在学中に複数回受験できると

大学入試センター試験を廃止し、新テストへと移行することを報じた２０１４年当時の記事

18

14
15

10

第７章●いざ、志望理由書を書いてみよう

ネタさえあれば、志望理由書は簡単に書ける

志望理由書を書く際に、多くの高校生は、「何を書いていいのかわからない」と言います。机
に志望理由書を置いたまま鉛筆が全く進まない、そんな高校生が実に多くいます。
しかし、本書で繰り返し述べたとおり、志望理由書は、ネタさえあれば書くことができます。
結～起承転結のそれぞれのネタがあれば、書くことができるのです。
ただ、大学に入学してから何を学びたいのかと聞かれても、これまた「わからない」と答える
高校生も多数存在します。
しかし、これは至極当然の話です。
高校生が「まだ習っていない」ことについて「どんなことを学びたいのか」聞かれても、頭の
中で考えて記憶をたどっても、「わからない」のは当然なのです。
未来に関することは、いくら記憶をたどっても思い出すことはできません。
三日後に食べる晩ごはんのメニューは、どんなにがんばっても思い出せないのです。
なのに、必死に思い出そうとして、結果、「志望理由書に何を書いていいのかわかりません」
となるのは当然なのです。

未来に関することは思い出せない以上、パンフレットを見て、志望理由のネタを探し出します。
パンフレットはレストランのメニューと同じようなもの。メニューを見て、注文する料理を選ぶ
のと同様、パンフレットを見て、学びたいことを選ぶのです。
メニューを見ても注文する料理が決められない場合、試食が可能であれば試食をしてから決め
ればいいのです。進学先を決めかねているのであれば、
「試食」であるオープンキャンパスに参
加し、そこで志望理由を見つければいいのです。
志望理由書は、数十行分を書くことが求められますが、いきなり数十行分を書こうとするから

行は書けるのです。いきなり長文を書くのではなく、短めの志望理由を３～４つ集めれば、

「書けない」となるのです。志望理由は３～５行程度のネタを３～４つ分書くようにすれば、
～

10

～ 行程度なら比較的容易に書けるのです。

理由書をスラスラと書いて、合格を勝ち取ってくることを願っております。

最後まで読んでくださった読者の方々が、ぜひ本書を参考にして、他の受験生に負けない志望

にすれば、ネタは掘り起こせるので、友人などの記憶も借りながら、思い出すようにしましょう。

化祭や体育祭でがんばったことも、３年間で３回分ずつあるはずです。細分化して思い出すよう

過去は思い出せます。高校時代にがんばったことも、１年生と３年生とでは違うはずです。文
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