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2023 年度 神田外語大学 
Kanda University of International Studies／KUIS 

 

外国人留学生特別選抜入学試験 

推薦状／Letter of Recommendation 

 
 
 
 
 

志願者氏名 
Applicant’s Name     ： 姓(Family)   名(Given)     
 

推薦者氏名 

Recommender’s Name： 姓(Family)   名(Given)     
 

推薦者所属機関 
Recommender’s Affiliated Institution：         
 

推薦者役職 
Recommender’s Job Title：           
 

推薦者所属機関の住所 
Address of Recommender’s Institution：         
 
             
 
１． 志願者に初めて会ったのはいつですか。該当する□に✔を記入してください。 

How many years ago did you meet the applicant? Please check ✔ the square below.  

□ １～２年前（1-2 years ago）  □ ３～４年前（3-4 years ago） 
□ ５年以上前：具体的にご記入ください  

（Over 5 years ago：Please provide details）        

 
２． 志願者との関係をできる限り具体的にご記入ください。 

Please describe your relationship to the applicant in as much detail as possible. 

 

 
３． 志願者を他の学生と比較し、総合的に評価してください。また、勤務先においては、勤務態度や勤務成績等

について評価し、該当する箇所に✔を記入してください。 

Please indicate the approximate academic rank of the applicant by checking ✔ the 

appropriate box. In the case of a work reference, please evaluate the applicant’s work 

attitude and work results. 

Top 5% 

極めて優秀 

Outstanding 

Top 10% 

優秀 

Excellent 

Top 25% 

良い 

Good 

Middle 50% 

平均的 

Average 

Lower 25% 

劣る 

Poor 
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日本語または英語で記入してください。本推薦状は、厳封のうえ志願者本人にお渡しください。 

This form may be completed in either Japanese or English. 

After completing this form, please enclose it in an envelope, seal it, and sign your name across 

the seal. Please hand the envelope to the applicant, who will then submit it to KUIS along with 

other application documents. 

受験番号(記入不要) 
Examinee’s Number (For office use only) 

この推薦状は日本国内の学校に在籍したことのない場合や出席率を含む証明書の提出ができない場合に提

出してください。また、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休校等で出席率が算出できない場合に提出し

てください。 



上記評価について、特記すべきコメントがありましたら以下の欄にご記入ください。 

Please fill in the following field if you would like to provide additional details about the 

above evaluation. 

 

 
４． 志願者の欠席（または欠勤）、遅刻等について、該当する□に✔を記入してください。 

How often is the applicant late or absent? Please check ✔ the square below. 

□ 欠席（欠勤）、遅刻はほとんどない（Rarely or Never） 

□ 欠席（欠勤）、遅刻がやや多い（Sometimes） 

□ 欠席（欠勤）、遅刻が多い（Often） 

□ 欠席（欠勤）、遅刻の状況については分からない（I do not know） 
 
志願者の欠席（または欠勤）、遅刻等の回数についてわかる範囲でご記入ください。 

Please complete if you know the approximate number of absences, or times the applicant 

was late. 

欠席（欠勤）の有無 
Days Absent 

□ 有(Yes) 

 

□ 無(No) 

いずれか○で囲んでください → 
   Circle one → 

年間 ／ 学期 ／ 月間 

Per year ／ semester ／ month 

“有”の場合その頻度 

If “yes”, how often? 

約             日 

number of days             

遅刻の有無 
Was the 

applicant ever 

late? 

□ 有(Yes) 

 

□ 無(No) 

いずれか○で囲んでください → 
   Circle one → 

年間 ／ 学期 ／ 月間 

Per year ／ semester ／ month 

“有”の場合その頻度 

If “yes”, how often? 

約             回 

number of times            

上記欠席（欠勤）の状況について、特記すべきコメントがありましたら以下の欄にご記入ください。 
Please fill in the following field if you have any comments to add regarding the above 

evaluation. 

 

 

５． 志願者に関するご意見をご記入ください。志願者が本学で学ぶために必要な資質、能力等について率直な

ご意見をお聞かせください。 

Please fill in the following field about your statement concerning applicant. We would 

appreciate your candid opinion of the applicant’s qualifications for studying at KUIS.  

 

 

 

記入日（Date）：            ／          ／          
YYYY        MM         DD 

 
推薦者署名（Recommender’s Signature）：         E-mail Address 
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