進路指導御担当教諭

各位

「逆引き大学辞典 2023 年度版」
お申込みについて
謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は、弊社の大学進学関連情報および関連企画について、ご理解･ご協力を賜りまして、誠にありがとう
ございます。
来春（2022 年 3 月下旬頃）発行の 2023 年度版『逆引き大学辞典』ほか各進学情報誌については、
下記の手順にてお申込みをお願い致します。
【申込み締切：2022 年 1 月 14 日（金）】

謹白

下記の URL からお申込みください
※なるべく FAX ではなく WEB からのお申込みにご協力ください。
申込み専用 URL

https://questant.jp/q/gyakubiki2023
次ページの「進学情報誌のお申込み要項」もご確認ください。
お申込み内容の送信前に入力内容の確認一覧が表示されますので、保管用に必ず控えをお取りください。
下記の申し込み完了画面が表示されましたら、お申し込み完了となります。
【申し込み完了画面】

『逆引き大学辞典』とは･･･主に高校生を対象とし、学問系統分野やキーワード、学科名から大学を逆引き検索できる
進学情報誌です。全国の国公私立大学からの協賛をもとに本誌・送料とも無料にて発行。
2022 年度版は全国約 1,300 校から申込み。2023 年度版で創刊 30 周年。
▼お申込みに関するお問合せ先
編集・発行

株式会社いいずな書店 「逆引き大学辞典」申込み窓口
〒110-0016 東京都台東区台東 1-32-8 4F
TEL.03-5826-4371／03-5826-4372

廣告社では、個人情報保護対策のためにプライバシー
マーク（ＪＩＳＱ15001）の認証基準をクリアしています。

お電話受付時間

平日 10：00～17：00

e-mail：odr@gyakubiki.net

「逆引き大学辞典」2023 年度版ほか 進学情報誌のお申込み要項
■ お申込み受付期間

2022 年 1 月 14 日（金）締切

となります。

ただし、各誌とも発行予定部数に達しますと締切日以前でも締切となる場合があります。
また、各誌とも一括発送にてご納品しており、締切後にご希望の場合は、着払いにて送料のご負担をお願いしており
ます。予めご了承ください。
予定部数に達していた場合や締切以降のお申込みについては、ご登録のメールアドレスにご連絡致します。
■ 各誌のご利用方法について
より多くの皆様にご活用いただけるよう、お申込みいただいた進学情報誌は、生徒や保護者への配布を
お願いしております。
■ お申込み部数について
部数の上限はありませんが、10 部単位での梱包、配送となります。
梱包の関係上、配送部数がお申込み部数より多くなる場合がありますので、予めご了承ください。
■ お申込み内容の確認について
お申込み内容の送信前に入力内容の確認一覧が表示されますので、保管用に必ず控えをお取りください。
お申込み内容に変更が生じた際は、申込み窓口 TEL.：03-5826-4372

宛てにご連絡下さい。

■ぜひ、こちらの紹介動画もご覧ください。
動画①「逆引き大学辞典」活用方法 →

https://youtu.be/V50zRFYKssA

動画②「逆引き大学辞典」利用している先生の声

→

https://youtu.be/_rqNsZkT4V8

■じぶんコンパスクラスパッケージについて
・今回の申込みは「仮予約」となります。
「仮予約」を頂いた高校様へ 2022 年 3 月上旬以降に本申込みをご案内致します。
・本申込みをもちましてご納品の確約とさせていただきます。
・ぜひ、こちらの紹介動画もご覧ください。
動画③「じぶんコンパス クラスパッケージ」使い方

→

https://youtu.be/W9yZKfWYYOQ

動画④「じぶんコンパス クラスパッケージ」利用している先生の声

→

https://youtu.be/sfgs0IDHD8A

ご注意（免責事項など）
①申込み期間中でも各誌の発行予定部数に達しますと、ご希望に添えない場合があります。また事前注文の都合上、締切日以降は、
追加申込みや増部依頼に応じられない場合がございます。何卒ご了承ください。
②例年、希望部数をお断りしている高等学校も多数ございますので、部数のご変更などはお早めにご連絡ください。
また、受取り拒否やご返送は何卒ご容赦ください。
③本誌は指定の時期（3 月・4 月・5 月）にそれぞれ一斉発送致しますが、日時の指定はできませんので、予めご了承ください。
④資料請求ハガキ（郵便代弊社負担）をご利用いただく際、大学からの資料代・送料とも原則無料ですが、一部の大学では
有料の場合がありますので、何卒ご了承ください。有料の大学は大学名一覧に料金を表示しております。
⑤本誌を利用して適性診断への回答や資料請求をいただいた生徒の方の住所・氏名等の情報は、弊社の個人情報保護方針に基づき、
厳重に管理します。資料希望大学以外（データ処理および発送の業務委託先を除く）に情報が流れることは一切ありませんので、
安心してご利用ください。
⑥大学パンフレット・資料の専用請求ハガキの有効期限は、2022 年 4 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日までの 1 年間です。
それ以降は、対応できませんので予めご了承ください。

お問合せ先

▼お申込み・配送に関するお問合せ
株式会社いいずな書店

「逆引き大学辞典」申込み窓口

TEL.03-5826-4371／03-5826-4372
お電話受付時間

平日 10：00～17：00

▼編集内容等に関するお問合せ
廣告社株式会社

「逆引き大学辞典」編集部

TEL.03-3225-0075（直）
お電話受付時間

平日 10：00～18：30

メディアガイド

発行：廣告社株式会社
「逆引き大学辞典」編集部
〒160-8441
東京都新宿区新宿3-1-24
TEL:03-3225-0075（直）
FAX:03-3225-0078
E-Mail:edit@gyakubiki.net

学科から志望大学が探せる「逆引き大学辞典」の特長
●偏差値やブランドだけではなく、興味・関心のある学問分野や学科を基準とした大学選び
学科から志望大学が探せる「逆引き大学辞典」は、高校生や大学受験生が偏差値やブラン
ドだけでなく、将来のキャリア・プランや進路を踏まえて学問分野や特定学科から設置大学
を探せるように編集されています。個々の学科・学部・大学の教育内容や教育システムを生
徒自身が調べて大学を研究・吟味した上で出願・受験することを目的に発行され、今年で30
年目を迎えます。
●高等学校での進路指導とリンクした教材として70万部を無償提供
学科から志望大学が探せる「逆引き大学辞典」は、事前に全国の高等学校の進路指導部か
ら必要部数をお申込みいただき、大学進学希望の生徒さん一人につき1部をクラス担任経由で
配布し、進路指導や進路学習で利用いただくシステムを採っています。
高校生のキャリアプランニングの形成において高い評価をいただき、高等学校の総合的な
探究の時間等で、進路・進学研究用の教材として活用されています。
●全国1,300校の高等学校に配布
2022年度版は、約1,300校の高等学校にご利用いただき、本誌代・送料とも無料で70万部
をご提供しました。

2023年度版発行概要
●発行時期：2022年3月下旬
※高等学校のご利用時期にあわせ、ほかに4月下旬、5月中旬から納品時期をお選び頂けます。
●仕様：A5判／218ページ（予定）
●利用対象学年：高校1～3年生
●発行予定部数：700,000部（高校配本650,000部／相談会会場配布等50,000部）
●配布エリア：全国
●主な編集内容（2022年度版実績）
・大学の学問ジャンル概観MAP
・興味・関心のあるテーマから学びたい学問を見つけてみよう「学問ディスカバリー」
・学問内容について詳しく知ろう！「系統別 学問内容リサーチ」
・入りたい学科から志望校を探そう！「系統別 学科逆引き大学辞典」
・全国国公私立大学 入試問い合わせ先一覧
・自分に合った学問や職業がわかる！「職業・進学 適性診断 じぶんコンパス」
・全国270校以上の大学パンフレットを資料請求できる「資料請求ハガキ」
※内容・仕様は予告なく変更する場合がございます。

逆引き大学辞典 掲載内容

※内容・仕様は予告なく変更する場合がございます。

[2022年度版参考]

大学の学問ジャンル概観ＭＡＰ

自分に合った学問や職業が分かる
「職業・進学 適性診断じぶんコンパス」

興味・関心のあるテーマから学びたい学問を見つけてみよう
「学問ディスカバリー」

学問内容についてもっと詳しく知ろう!
「系統別学問内容リサーチ」

入りたい学科から志望校を探そう!
「系統別 学科逆引き大学辞典」

全国国公私立大学 入試問い合わせ先一覧

...

職業・進学適性診断「じぶんコンパス」クラスパッケージ版のご案内
職業・進学適性診断『じぶんコンパス』は、興味や性格を探る質問に答えることで
「興味傾向」「性格傾向」「学問適性」「職業適性」の4項目を診断。
現状分析だけではなく、可能性を引き出す内容になっています。診断は無料です。

◆ 実 施 方 法 ◆
配布 2～3分

回答

「クラスパッケージ版」キット一式

15～20分

回収 2～3分

① 診断票（生徒記入用／40名分）
② ご利用の手引き （先生用）
③【返送用】診断結果 返送先登録用紙

返送先登録用紙を記入し、
返送用封筒に同封して返送

④【返送用】回答用紙 返送用封筒

＜活用のポイント＞

●担任の先生へサマリをご提供

クラス担任の先生宛にまとめて診断結果を返送いたします。

●「逆引き大学辞典」と連動

診断結果は逆引き大学辞典の学問分野に連動。志望分野が曖昧な生徒が
診断結果の興味や適性から学問研究に入ることができるので、
よりスムーズな進路研究が可能になります。

診断結果を先生宛に送付

●全国270校以上の大学資料請求

診断結果に合わせて、全国270校以上(※)の国公私立大学の資料請求が
まとめてできます。（任意）
[※2022年度版実績]

※お申込みに関しての注意事項※
！必ずご確認ください！

・じぶんコンパスクラスパッケージ「仮予約」のご案内です。
・「仮予約」頂いた高校様へ 2022年3月上旬以降に、本申込みのご案内
をさせていただきます。
・本申込みをもちましてご納品の確約とさせていただきます。

2021年12月

2022年3月上旬～

ご納品
確約

4月上旬～

仮予約 → 本申込のご案内 → 本申込 → ご納品

職業・進学適性診断「じぶんコンパス」クラスパッケージ版 実施内容
診断結果 サンプル

職業適性
じぶん

学問適性

興味傾向

性格傾向

診断結果サマリ
（先生用）

クラスパッケージ版実施概要

※内容・仕様は予告なく変更する場合がございます。

●発行時期：2022年4月上旬
●仕様：1セットの内容物（お申込みの際は、セット数をご記入ください）
①職業・進学 適性診断「じぶんコンパス」 診断票（生徒記入用／40名分）
②「じぶんコンパス」クラスパッケージ版ご利用の手引き（先生用）
③「診断結果」返送先登録用紙（先生記入用）
④回答用紙 返信用封筒（先生用）
●利用対象学年：高校1～3年生
●発行予定部数：1,300セット ※発行予定セット数に達し次第、受付を終了させていただきます。
●配布エリア：全国

「大学入試早わかり&学問分野マルチINDEX」掲載内容
●大学入試の概要への理解促進と大学の学問分野の設置状況が一目でわかる
前半は主要大学の各学問分野の設置状況が一目でわかるチャートになっており、都道府県や学問分野
から簡単に希望大学を選ぶことができます。後半は、多様化する大学入試をコンパクトにわかりやす
く解説した構成で、高校生、受験生の入試への理解と大学進学へのモチベーションを高めます。

2023年度版発行概要
●発行時期：2022年4月下旬
●仕様：A4判／24ページ（予定）
●利用対象学年：高校1～3年生
●発行予定部数：150,000部
●配布エリア：全国
●主な編集内容（予定）
・自分に合った学問・大学を見つけるためのステップ
・希望学問分野から設置大学が一目でわかる！「学問分野マルチINDEX」
・自分にとって”いい大学“とは何だろう
・自分に合った「大学入試」を見つけることが合格への近道
・失敗しない進路選択のポイント
※内容・仕様は予告なく変更する場合がございます。

ＦＡＸでのお申込み
株式会社いいずな書店

「逆引き大学辞典」申込み窓口

行き

送信先：FAX.
「逆引き大学辞典」編集部発行

03-5812-7030

2023 年度版 進学情報誌のお申込み用紙

「逆引き大学辞典」編集部発行 進学情報誌をお申込みの際にご登録いただきました個人情報の取扱いについて
ご登録いただきました個人情報は、廣告社株式会社
● 登録いただいた個人情報は、逆引き大学辞典
引き大学辞典

逆引き大学辞典

編集部（以下

編集部）が責任を持って管理させていただきます。

編集部が発行する進学情報誌のお申込みの受付および発送に伴う業務のため利用します。また、逆

編集部または廣告社株式会社が提供する各種進学情報や進学イベント等のご案内をさせていただく場合があります。

● 登録いただいた個人情報をご本人様の承諾なく第三者（データ処理および発送の業務委託先を除く）に開示することはありません。
ご登録内容の変更およびお問い合せ等につきましては逆引き大学辞典 編集部までご連絡ください。
● 問い合せ先

廣告社株式会社

逆引き大学辞典

編集部

TEL：03-3225-0075

E メール：edit@gyakubiki.net

● 個人情報の取扱いについては、弊社ホームページのプライバシーポリシーをご覧ください。

https://www.kokokusha.co.jp/privacy/

FAX のご送信をもって、上記の「個人情報の取扱いについて」に同意されたものとします。

■お申込み担当の先生のお名前

※各項目を漏れなく、楷書体でご記入くださいますようお願い申し上げます。

学校名

高等学校

（高校コード：

）

（ふりがな）

ご担当者様お名前（※）

部・係名

役職
〒

住所（ご送付先）

電話番号

FAX 番号

e-mail ア ド レ ス
（必ずご記入ください）

※メールアドレスの記載がない場合は受付できませんので、何卒ご了承ください。
■お申込み部数
2023 年度版
お申込み部数

進学情報誌

学科から志望大学が探せる逆引き大学辞典2023 年度版

部

2022 年 3 月中～下旬

□
□
□

※「逆引き大学辞典」は納品時期をお選びいただけます。
ご利用に合わせ、ご希望の時期を 1 つだけ選びチェック□を入れてください。
（必須）

3 月中～下旬
4 月下旬
5 月中旬

職業・進学 適性診断 じぶんコンパス クラスパッケージ版 2022 年 4 月上旬

（

※１セット４０名分（こちらは仮予約です。2022 年 3 月上旬に本申込みのご案内をさせていただきます。）

人数ではなく、セット数を
ご記入ください

大学入試早わかり＆学問分野マルチ INDEX

）セット

部

2022 年 4 月下旬

※アンケートもご返送をお願い致します。
お申込み締切
2022 年

1 月 14 日（金）

お問合せ先
▼お申込み・配送に関するお問合せ
株式会社いいずな書店
「逆引き大学辞典」申込み窓口

※締切日以前でも、各誌とも発行予定部数に
TEL①：03-5826-4371
達しますと受付終了となります。お早めにお
TEL②：03-5826-4372
株式会社いいずな書店
「逆引き大学辞典」申込み窓口
行き
申込み頂きますよう宜しくお願い致します。
e-mail：odr@gyakubiki.net
（お電話受付時間）平日 10：00～17：00

▼編集内容等に関するお問合せ
廣告社株式会社
「逆引き大学辞典」編集部
TEL.03-3225-0075（直）
e-mail：edit@gyakubiki.net
（お電話受付時間）平日 10：00～18：30

アンケートのお願い（ＦＡＸ申込みの方専用）
送信先（逆引き大学辞典申込み窓口）
：FAX.

03-5812-7030

今後の編集方針や内容の充実に向けた参考にしたいと存じますので、お手数ですが
下記、アンケートへのご協力をお願いします。
①逆引き大学辞典 2023 年度版の用途についてお聞かせください。
【あてはまるもの全てにチェック】
□授業で使用する教材として
□教員用の資料として
□生徒配布用の資料として
□三者面談など保護者へ配布する資料として
□資料請求の方法として
□大学情報の収集のため
□その他（

）

②逆引き大学辞典 2023 年度版を主に利用する対象学年についてお聞かせください。
【あてはまるもの全てにチェック】
□新高校３学年

□新高校２学年

□新高校１学年

□中学生以前

□既卒生（予備校生）

□その他（

）

③逆引き大学辞典 2023 年度版をお申込みされた理由についてお聞かせください。
【あてはまるもの全てにチェック】
□適性診断が無料でできるから
□他の情報誌にはない情報が掲載されているから
□インターネット版と連動しているから
□歴史のある情報誌だから
□学問について詳しく解説されているから
□国公立大学の資料請求が無料だから
□進路指導する上で使いやすいから
□FAX が届いたのでとりあえず申し込んだ
□他の先生から勧められたから
□マンガがあってわかりやすいから
□紹介動画を見て良さそうだったから
□生徒に合った大学が紹介されているから
□生徒が進んで調べられる教材だから
□その他（

）

④逆引き大学辞典 2023 年度版の中で役立つコンテンツをお聞かせ下さい。
【あてはまるもの全てにチェック】
□STEP1 学問内容リサーチ
□STEP2 学問ディスカバリー
□STEP3 学科逆引き大学辞典
□じぶんコンパス（適性診断）
□資料請求システム
□大学ＰＲページ（巻頭カラー、広告等）
□大学選びのポイント（トップガイダンス）
□大学の学問ジャンル（概観マップ）
□構想中の大学・学部・学科
□入試問い合わせ先一覧
□逆引き大学辞典の使い方（巻頭カラーページ）
□利用するのが初めてなのでわからない
□その他（

）

⑤逆引き大学辞典の改善してほしい点があればお聞かせください。

⑥将来的なデジタル形式等（PDF やデジタルブックなど）での利用希望について
※2023 年度版は冊子での納品を予定しておりますので、何卒ご了承いただければと存じます。
※今後の教材開発のご参考にさせていただきたく、ご意見をお伺いできましたら幸いです。
※デジタル版は現在開発中のため、希望する高校様へは個別にご連絡させていただく場合がございます。
□今後も冊子版のみを希望する（デジタル版は不要）
□今後はデジタル版のみを希望する（冊子版は不要）
□今後は冊子とデジタル版の両方を希望する

⑦進路指導をされる中で、課題と感じることがあればお聞かせください。

⑧今後の進学情報誌に期待する情報やテーマ、機能などがあればお聞かせください。

⑨その他ご意見ご感想

ご協力ありがとうございました。

