
Institute of International Education in London 

Application for Postgraduate Admission 

 Reference Form  
英国国際教育研究所 
Institute of International Education in London, Charlton House, Charlton Road, Charlton, London SE7 8RE, England, UK 

                                                                                                                

 

To the Applicant for Admission 

出願をされる方へ 

 

Please complete sections A and B below before sending out a form to the referee you have named on your application form. 

レファレンスを書いていただく方にこのフォームをお渡しする前に下記のAとBの項目に記入してください。 

 

A. 出願者の氏名 日本語                       

  

 The Applicant Name 英語                       

 

B． 出願者が出願する課程 Postgraduate  

Application for                       

                                                                                                               

 

To the Referee 

レファレンスを書いていただく方へ 

 

上記の方がInstitute of International Education in LondonのPostgraduate課程に出願しております。その出願者より、レファレンスを作成

していただける方として貴方のお名前をいただいております。上記の出願者が当研究所の「日本語教育学研究科日本語教師養成課程」の学生として、

アカデミックな観点からも人格的な観点からも適しているかどうかということについて、貴方のお考えをお聞かせください。 

なお、ご記入いただいたものを封筒に入れていただき、封をしていただいた後、封をした箇所に開封できないように署名して出願者にお渡しください。

または、直接、以下までお送りください。 

Institute of International Education in London 

Charlton House, Charlton Road, Charlton, London SE7 8RE, England, UK 

E-mail（お勤め先のメールアドレスからお送りください） enquiries@iiel.org.uk 

よろしくお願いします。 

 

The person named above is applying to study at the Institute of International Education in London and has given your name 

as a referee. We would be most grateful if you could let me know, as soon as possible, your opinion in English or in Japanese 

on this candidate’s academic and personal suitability for the proposed study. 

Please complete this form and either return it directly to the Institute at the address below, or place it in a sealed envelope, 

sign across the seal and return it to the applicant for forwarding to us. 

Institute of International Education in London 

Charlton House, Charlton Road, Charlton, London SE7 8RE, England, UK 

Alternatively the reference form can be emailed from your work email address to: enquiries@iiel.org.uk 

 

Thank you for your time and completing this form. 

 

Academic Registrar 

Institute of International Education in London 



Institute of International Education in London 

1. How long have you known the applicant and in what capacity?   
 出願者をどのぐらいの期間、またどのような立場から知っていますか。  例）2011年から 4年間。出願者の大学におけるゼミの担当教師 

 

                                                                

 

2. In the following sections, please select the relevant box.   
 該当箇所の□を選択してください。 

 
Excellent 
非常に 

優秀である 

Good 
優秀である 

 

Average 
平均的である 

 

Below 
average 
平均より低い 

Not known 
分からない 

 

Intellectual  / academic ability 
知的能力・素質 

     

Capacity for fluent and logical communication 
コミュニケーション能力（流暢さ・論理性） 

     

Ability to work hard 
勤勉さ 

     

Perseverance 
忍耐力 

     

Creativity 
創造性 

     

Warmth/social skills 
思いやり・社交性 

     

Relating to and work with others 
協調性 

     

 

3. Are there any other comments you would like to make in relation to the applicant? If so, please include here or 
add as a separate document. 

 その他、出願者に関して特記すべき点がございましたらご記入ください。 （別途添付可） 

  

                                                               

 
 
 
 

 
 
Name of Referee                                            
氏名 
 

Signature                                            
署名 
 

Position Held                                            
役職 
 

Institution/Company  
組織名・会社 Name                          
  

Address                             
 

 Postcode                             
  
 E-mail                             
  
 Fax                             
  
 Tel                             
 
日付 Date date 


