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受験
番号

※記入不要 / office use

国際基督教大学教養学部
International Christian University

2021 年度　総合型選抜〈IB 認定校対象〉
Sogogata Sembatsu (for IB Schools)

推　薦　状
Letter of Recommendation

志願者へ：以下に志願者氏名および住所・電話番号を、2 頁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 phone number below, and your name on the second page before giving it to your referee.

志願者氏名  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号   
Applicant’s name Phone number

住　　　所  〒 
　 Address

推薦状をお書きいただく方へ To the Recommender
・  日本語または英語で記入してください。記入を終えましたら、厳封のうえ、本人にお渡しください。
  Please complete this form in Japanese or English. After completing the form, return it to the applicant in a sealed 

envelope with sign/stamp across the flap.
・ この推薦状で得られた情報は、「総合型選抜（IB 認定校対象）」における選考にのみ使用いたします。
  This report is an important part of our evaluation for “Sogogata Sembatsu (for IB Schools),” and ICU will guarantee the 

strict confidentiality of your letter of recommendation.

1． 志願者とのご関係　Relationship with the applicant

 ① どのようなご関係ですか　What is your relationship with this student?

 （ 　　）IB コーディネーター　　　　　　 （　　 ）担任教師 　　　　　　　　　 （ 　　）その他  
 　　　　 As an IB coordinator　　　　　　　　　　　　As a homeroom teacher 　　　　　　　  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?

 （　　 ）1 年未満　　　　　 （　 　）1 年から 3 年未満　　　　 　（ 　　）３年以上 5 年未満　　　　　 （ 　　）5 年以上
 Less than one year One year or more, but less than three years Three years or more, but less than five years Over five years

2． 志願者と比較可能な同年齢の若者を何人くらいご存知ですか。
 How many youths in the same age group do you know, to whom you can compare the applicant?
 （ 　　）数人 　　　（　 　）数人以上 20 人未満 　　　（　　 ）20 人以上 100 人未満 　　　（ 　　）100 人以上
 Several Several or more, but less than 20 20 or more, but less than 100 Over 100

3． 志願者の人物、資質についての評価 Evaluations on the applicant’s personality and qualifications

 ①  下記の項目ごとに妥当と思われる評価を選んでください。
  Please choose the appropriate evaluation on the applicant on each of the following aspect.

 ②  志願者についてその評定の根拠となる具体例があればお書きください。
  Please write a specific episode or any other examples that support your evaluation on the applicant.

（1） 学習能力： 　　（　 ）平均的である　　 （　 ）平均を上回る　　 （　 ）優秀である 　　（　 ）極めて優秀
 Academic Ability Average Good Very good Excellent
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受験
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（2）自主性：　（　　）平均的である　　（　　）平均を上回る　　（　　）優秀である　　（　　）極めて優秀
 Independence Average Good Very good Excellent

（3）指導力：　（　　）平均的である　　（　　）平均を上回る　　（　　）優秀である　　（　　）極めて優秀
 Leadership Average Good Very good Excellent

（4）創造性：　（　　）平均的である　　（　　）平均を上回る　　（　　）優秀である　　（　　）極めて優秀
 Creativity Average Good Very good Excellent

4． 総合的に見て（適格性や出願にいたった動機も含めて）志願者をどの程度推薦できますか。
  妥当と思われる評価を選び、その根拠を記述してください。
 Please make an overall evaluation of the applicant. Choose the appropriate one and give a reason below.

　（　　）最低限だが推薦できる　　（　　）推薦できる　　（　　）強く推薦できる　　（　　）無条件に推薦できる
 Recommended with reservation  Recommended Strongly recommended Unconditionally Recommended

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

学校名 / 勤務先    
Name of school/institution

連 絡 先 住 所  
Address of school/institution

電 話 番 号    E-mail  
Phone number

署　　　名      日付  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Signature Date


