
Japanese Instructor' s Reference Form 
 
 
 
 
 
 
 

Name:  

Home Institution: 
 

 

ご記入いただく日本語担当の先生へ（This side is to be filled in by your Japanese language teacher） 

 

関西外国語大学 Summer Program は レベル２（げんき I Lesson 6～Lesson 12）とレベル３（げんき II Lesson13

～Lesson 13）を開講します。従ってレベル１（Lesson1～Lesson 5）が既習でない場合は応募できません。また

レベル３またはそれ以上の内容を既に学習している場合も応募できません。応募を希望する学生には、以下の文

法項目をご参考の上、応募の適否についてご指導いただければ幸いです 

 

1. 現在履修中のコースが終了した時点で、以下の項目がこの学生にとって既習であるかどうか、□に✔をご記入

ください。 

 

★レベル１に該当する学習内容（以下が未習の場合は応募できません。） 

□ひらがな／カタカナ 

□Nounです(e.g.,がくせいです / にほんじんじゃないです)  

□Adjectives (e.g., たかいです / たかくないです) 

□Verb (e.g., いきます / いきません) 

 

★レベル２に該当する学習内容（未習でも構いません） 

□te-form of Verbs (e.g., たべて / いって)  

□Plain Style of Verbs (e.g., たべる / たべない / たべた / たべなかった)  

□Permission (e.g., つかってもいいです)  

□Prohibition (e.g., しゃしんをとってはいけません)  

□Action in progress (e.g., たべています)  

□“S/he said” (e.g., おもしろいといっていました)  

□Reason (e.g., あついから、でかけません)  

□“I want to do” (e.g., いきたいです)  

□Experience (e.g.,いったことがあります)  

□“Too much” (e.g.,たべすぎました)  

□Obligation (e.g.,いかなきゃいけない)  

 

★レベル３以上に該当する学習内容（既に多くを勉強している場合は応募できません。） 

□Volitional (e.g.,いこうとおもう)  

□Potential (e.g.,およげる)  

□Giving, Receiving (e.g.,てつだってあげる / くれる / もらう)  

□I heard (e.g.,おいしいそうだ) 

□It seems (e.g.,おいしそうだ / おいしいみたいだ)  

□Conditional (e.g.,あめがふったら、でかけない / べんきょうすればよかった) 

□敬語 

□使役 

□受け身 

 

  



2．この学生が最近履修した（現在履修している）日本語クラスについてお答えください。 

 

 

 

 

 

 

2.この学生の日本語能力を同レベル（コース）の他の学生と比較してお答えください。 

会話力 □上位１０％ □上位２５％ □上位５０％ □下位５０％ □評価不可 

聴解力 □上位１０％ □上位２５％ □上位５０％ □下位５０％ □評価不可 

文章表現力 □上位１０％ □上位２５％ □上位５０％ □下位５０％ □評価不可 

読解力 □上位１０％ □上位２５％ □上位５０％ □下位５０％ □評価不可 

 

3.この学生が授業を履修する際、特別な配慮を必要としますか。 

□いいえ 

□はい  詳細 (例：試験時間延長、別室受験、拡大コピー) 

  

 

4．この学生を推薦する理由を以下に挙げてください（別紙も可）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記入後は、以下の住所へ直接郵送をお願いいたします。ご協力ありがとうございました。 

コース名 
 

期間 
 

成績（見込み含） 
 

使用教材（何課から何課まで） 

（例）JPN102 
 

×年×月ー×年×月 
 

B+ 
 

げんき IL10-げんき IL23 

  
 

  
 

  
 

  

  
 

  
 

  
 

  

記入者氏名（楷書）       

所属機関名       

職名       

電話/E-mail  ／ 記入年月日   

Center for International Education, Kansai Gaidai University,  
16-1Nakamiya Higashino-cho, Hirakata City, Osaka, 573-1001 Japan 
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