Please use only single byte character to input, if not indicated. 別途指示のないかぎり、半角英数字でのみ入力してください。
Be sure to use the latest version of Adobe Acrobat Reader DC when you open/fill out the Application Form.
願書ファイル入力の際は、必ず最新のAdobe Acrobat Reader DC で開いて入力してください。

Doctoral Course Applicants must choose "Arts &
Sciences Program".
博士後期課程志願者は必ず「Arts & Sciences
Program / アーツ・サイエンス専攻」を選択してください。

This is only for those who are applying for the Master’s
Course Kenkyusei or the Doctoral Course.
Input the name of ICU faculty whom to be the
applicant's research advisor.
博士前期課程の研究生志望の方、または博士後期
課程志望の方のみ必須の項目です。
研究指導教授として志望するICUの教員名を入力くだ
さい。

Input the name in Kanji if the applicant's nationality is
Japan.
日本国籍の方のみ漢字氏名を入力ください。
Input an email address of yours (this needs to be the
one you register on Entry Form). Please do not filter
emails from ICU as a junk mail.
メールアドレスを１つだけ入力してください（エントリー
フォーム登録時と同じメールアドレスにすること）。ICU
からのメールを受け取れるように受信拒否等の設定
を解錠しておくこと。
Input the visa status in Japan if the applicant is not a
Japanese citizen and currently resides in Japan.
現在日本在住の方で日本以外の国籍の方のみ、日
本在留資格種別を入力ください。

Check "YES" if you are applying for the Master's
course Regular Student AND wish to participate in
the IB Teacher Advanced Certification Program.
Note that the different application documents are
required in that case, so check the Admissions
Handbook for details.
博士前期課程本科学生志望で「IB Teacher
Advanced Certification Program」参加を希望する
方は「YES」にチェックを入れてください。
またその場合は出願書類が異なりますので、詳
細を募集要項で確認してください。

‐Size: 4cm x 3cm
‐Both Color/Black & White are acceptable
‐Taken within the last 3 months
‐No other person should be in the photo
‐Taken in full‐face view directly facing the camera,
no hats, against a plain white background
‐Taken in free of shadows
‐Clear as passport quality
‐Not using a photo retouching
・サイズ： 4cm x 3cm
・カラー・白黒は問わない
・出願前3か月以内に撮影した志願者本人の写真
であること
・志願者本人のみが写っているもの
・正面向き、上半身（胸から上、顔がはっきりわか
るもの）、無帽、無背景であること（顔に影がない
もの）
・目元輪郭を隠していないこと
・ピントが合っていて、鮮明であること
・画像に加工を施していないこと

Input the your age as of the matriculation.
入学時点の年齢を入力してください。
Make sure to input the proper address of either Japan
or outside of Japan as a delivery address of Admission
Acceptance Documents.
合否通知等の送付先となりますので、必ず日本か海
外いずれかの住所を正確に入力ください。

Input telephone number that you can be reached,
such as your cellphone, home phone, etc.
出願や入学試験に関する緊急の連絡先に使用します
ので、確実に連絡が取れる電話番号（本人携帯電話、
自宅・実家など）を入力してください。

Input if you reside outside of Japan and wish to be
interviewed via Skype for the second screening.
日本国外居住者でSkypeによる面接を希望する方
は入力してください。

Those who have multiple nationalities, input up to
two nationalities.
複数国籍をお持ちの方は、２つまで入力してくだ
さい。

Include apartment name, room number, c/o if any.
マンション名、部屋番号、～様方などがある場合
も入力してください。

Input telephone number that you can be reached,
such as your cellphone, home phone, etc.
出願や入学試験に関する緊急の連絡先に使用し
ますので、確実に連絡が取れる電話番号（本人
携帯電話、自宅・実家など）を入力してください。

In the section 1., input the details of the university
(undergraduate) that you graduated or are
expected to graduate from that would qualify the
application requirement.
In case you have attended more than two
universities, input details in the section 2. and 3.
(exclude the institutions attended as an exchange
student). Be sure to include the university that you
are currently attending.
1. には出願資格の根拠となる学位を取得（または
取得見込み）の大学について入力してください。
在籍した大学が複数ある場合は2.と3.に入力してく
ださい（交換留学先についての記載は不要）。現在
在学中の大学も必ず含めてください。

Inquire to ICU Graduate School Group before
proceeding with application if you do/will not
acquire Bachelor's Degree to check your eligibility.
学士以外の学位を取得している方は、出願手続
きをすすめる前に、国際基督教大学大学院事務
グループにお問い合わせください。

Input "N/A" if your school did not require you to
write a senior thesis.
卒業論文が課されていない場合は、「N/A」と入力
してください。

Input "N/A" if your school did not require you to
write a senior thesis or did not require a Japanese
title.
卒業論文が課されていない、または日本語題目
がない場合は、「N/A」と入力してください。

<REQUIRED for applicants for the
Master's Course Kenkyusei or the Doctoral Course>
In the section 1., input the details of the graduate
school that you graduated or are expected to
graduate from that would qualify the application
requirement.
In case you have attended more than two graduate
schools, input details in the section 2. and 3.
(exclude the institutions attended as an exchange
student). Be sure to include the graduate school
that you are currently attending.
【博士前期課程研究生、または博士後期課程を志
望する方は入力必須】
1. には出願資格の根拠となる学位を取得（または
取得見込み）の大学院について入力してください。
在籍した大学院が複数ある場合は2.と3.に入力し
てください（交換留学先についての記載は不要）。
現在在学中の大学院も必ず含めてください。

Input "N/A" if your school did not require you to
write a Master's thesis.
修士論文が課されていない場合は、「N/A」と入力
してください。

Input "N/A" if your school did not require you to
write a Master's thesis or did not require a
Japanese title.
修士論文が課されていない、または日本語題目
がない場合は、「N/A」と入力してください。

Input all the elementary, junior high and high school
you attended.
小学校から高校まで、在籍した学校をすべて入力して
ください。

Input the school name in alphabet or Japanese.
Schools in Chinese name can be input in Chinese
characters.
学校名は英語または日本語（中国の学校については
漢字表記も可）で正確に入力してください。
高校卒業程度認定試験・大学入学資格検定を取得さ
れた方は、そのように入力してください。

Select the test you have taken and input the required
information. Test date needs to be within 2 years from
the first date of application period.
英語能力試験結果を提出の方は入力してください。そ
れぞれ取得年月は、出願期間初日から遡って2年前
までを有効期限とします。

Include Japanese as one of the languages if the
applicant’s native language is not Japanese.
日本国籍以外の方は、日本語を必ず含めてください。

Select either Enter/Transfer and
Graduate/Transfer.
入学/転入、および卒業/転出のいずれか
を選んでください。

Input the name of the organization/company you have
worked for and its employment term.
e.g. ICU Co. Ltd. 2011/04 ‐ 2015/06
在職期間および社名等を入力してください。
（例：ICU Co. Ltd. 2011/04 ‐ 2015/06）

Select if you are currently MEXT scholar either by
Embassy Recommendation or University
Recommendation.
文科省奨学金受給者である場合、大使館推薦か大学
推薦か、種別を選択してください。

Input the name of recommender and the institution he
or she belongs to, when submitting the letter of
recommendation as application documents.
出願書類として推薦状を提出する方は、推薦状作成
者の氏名と所属機関を入力してください。

