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※ 

※の欄は，記入しないこと。 

令和５(2023)年度 東京医科歯科大学 

特別選抜Ⅱ（帰国生選抜） 

評 価 書 

EVALUATION DOCUMENT 

注意：出願者は，この用紙への記入を，出身校における出願者の学校生活全体を最もよく把握している担

任教員，指導教員，学校長に依頼すること。

Note: This letter of evaluation should be completed by the applicant’s academic adviser, student counselor, school 

master or other person who is familiar with his/her overall ability as demonstrated at the school which the applicant 

attended in the foreign country.(Please write or print in block letters.) 

Family name（姓）   First name（名） 

出願者氏名

Name of Applicant 

出願学部

Name of Faculty Applied to: (Check one of the Following items) 

□ 医学部 医学科

Faculty of Medicine School of Medicine
□ 医学部 保健衛生学科 検査技術学専攻

Faculty of Medicine School of Health Care Sciences Track of Medical Technology
□ 歯学部 歯学科

Faculty of Dentistry School of Dentistry

注意：評価書のすべての項目に記載し，封筒に入れて封をしてください。封をした場所には署名をしてく

ださい。この書類は出願者の提出書類に同封するように出願者に渡してください。

Note: Please complete this form and seal it an envelope. In addition, please sign across the seal, then return it to the 

applicant so that it can be included with his/her application. 
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１．志願者と知り合ってからの期間 

How long have you known the applicant? 

                                            
 

 

２．志願者と推薦者との関係 

In what capacity have you known the applicant? 

                                            
 

 

３．志願者の学業成績について，特に総合的な成績，特に秀でた領域（科目）に焦点を当てて記載してく

ださい。また，志願者の科学的なものの見方や創造力について，具体的な例をあげて記載してくださ

い。 

Please comment on the applicant’s academic ability focusing on overall achievement and especially talented 

area. Comment on the applicant’s scientific mind and creativity with specific examples.  

                                            

 

４．志願者の性格特性について，公正性，誠実さ，外向性，コミュニケーション能力，その他の特筆すべ

き性格などについて，具体的な例をあげて記載してください。 

Please comment on the applicant’s personality traits including righteousness, conscientiousness, social 

extraversion, communication ability, and other notable personality, and give a specific example on these traits.   

                                            

 

５．志願者が学校生活で示した技能や人柄について特に際立ったものにつき記載してください。 

Please comment on special skills and qualities demonstrated during his/her school life. 
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６．志願者のクラスでの学業成績を記載してください。 

Please indicate the applicant’s academic ranking in the class if you rank students. 

   

志願者の順位    クラスの人数 

applicant’s rank         total size of class         
 

 

 

７．志願者についての評価を記載してください。 

What is your overall evaluation of the applicant? 

□ strongly recommended（強く推薦する） 
□ recommended（推薦する） 
□ recommended with reservations（全面的ではないが推薦してもよい）   
□ not recommended（推薦しない） 

 

 

 

署名         日付 

Signature                          Date            
 

評価者氏名（活字体で） 

Please write or print the evaluator’s name in block letters.                      

 

評価者の現在の役職・職名 

Position or title at present                                   
 

高校名 

Name of high school                                     
 

高校の住所 

Current address of high school                                

Zip code                                         
  
E-mail address                                      
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