
国際基督教大学
International Christian University

2020 年度ユニヴァーサル・アドミッションズ　9 月入学国際学生書類選考
 推 薦 状 1（校長または進路指導担当者用）

Letter of Recommendation（for High School Principal or College Counselor）

志願者へ：以下に志願者氏名および住所・E-mail を、2 ページ目に志願者氏名を記入してから、推薦者に渡してください。
To the applicant: Fill out your name, address and E-mail below, and your name on the second page before giving 
it to your high school principal or college counselor.

志
Applicant’s name

願者氏名（アルファベット）：　　　　　　　　　　　　　　　　E-mail： 

住
Address

　所： 

推薦状をお書きいただく方へ　To the Recommender
・この推薦状で得られた情報は国際基督教大学「9 月入学国際学生書類選考」における選考にのみ使用いたします。
・推薦状は日本語または英語で記入してください。それ以外の言語の場合は、翻訳文を添付してください。
・推薦状を記入されましたら、厳封の上、志願者にお渡しいただくか、以下の住所まで直送してください。
・This report is an important part of our evaluation for September Admissions by Documentary Screening 

for International Students and International Christian University will guarantee the strict confidentiality of 
your letter of recommendation.

・Complete this form in Japanese or English. If it is written in another language, a Japanese or English 
translation must be attached. 

・Return it to the applicant in a sealed envelope, or send it directly to the Admissions Center of 
International Christian University by post.

Address: Admissions Center, International Christian University
 3-10-2, Osawa, Mitaka, Tokyo 181-8585, Japan
 Tel: 0422-33-3038（from abroad, +81-422-33-3038）

１ 志願者との関係　Relationship with the applicant
　　①どのようなご関係ですか　What is your relationship with this student?
　　（　　）高校の校長として　　　　　　（　　）進路指導担当者として　　　　　　（　　）その他　
　　　　　 As a high school principal　　　　　As a college counselor　　　　　　　　Other

　　②どの程度の期間にわたりご存知ですか　How long have you known this student?

２ 評定平均値 （ 段階評価のうち）
　　Grade Point Average (on a scale)

３ 各学年で順位付けによる評価をしている場合、この生徒の順位を記載してください。
　　Student's academic ranking in class
　　順位  ： 番 （ 名中）
　　Rank：  (out of students)
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受験
番号

※記入不要／office use



受験
番号

※記入不要／office use
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志
Applicant’s name

願者氏名（アルファベット）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

４ 志願者の人物、資質について下記の項目ごとに妥当と思われる評価に○をしてください。
 Compared to other students in his/her class, please rate the student on each of the following aspects.

平均以下である
Below Average

平均的である
Average

良い
Good

優秀である
Excellent

学習能力
Academic ability
自主性
Independence
指導力
Leadership
創造性
Creativity

５ 志願者の学力やモチベーション、目標に向かう姿勢や将来性について記述してください。また志願者の指導力
やその他個人的な資質に関する情報も含めてください。必要に応じて別紙を添付してください。

 Please write below or attach a separate sheet to evaluate the student’s academic ability and motivation, serious-
ness of purpose and promise of achievement. Please also include information about the student’s leadership skills 
and other personal qualities.

６ 総合的にみて志願者をどの程度推薦できるかお書きください。
 Please make an overall evaluation of the applicant.

 （　　）推薦できない　　　（　　）最低限だが推薦できる　　　（　　）推薦できる　　　（　　）強く推薦できる
 Not recommended Recommended with reservation Recommended Strongly recommended

推薦者氏名   役職  
Recommendar’s name in block letters  Current position or title

学 校 名  
Name of school/institution

学校住所  
Address of school/institution

電話番号   E-mail  
Phone number

署　　名   日付  
Signature  Date


