
語学要件チェックシート 
（TOEFL ／IELTS スコア提出者のみ） 

学籍番号

漢字氏名

TOEFL 

iBT 

試験日 
結果
待ち 

採用 
スコア 

Reading Listening Speaking Writing Total 

年     月      日 
□Special Home Editionの場合ﾁｪｯｸ 

年     月      日 
□Special Home Editionの場合ﾁｪｯｸ

IELTS 

試験日 
結果
待ち 

採用 
スコア Listening Reading Writing Speaking Overall 

年     月      日 
□Indicatorの場合ﾁｪｯｸ

年     月      日 
□Indicatorの場合ﾁｪｯｸ

※留学形態が「ISEP（Exchange）」の場合、第1希望の大学について記載してください。ただし、第2希望以下の大学についても語学要件を満たして 
いるか必ずご確認ください。 

第1 希望 

留学形態 □交換留学（全学協定校） □交換留学（機関間協定校） □ISEP（Exchange） □ISEP（Direct）

大学名／国・地域名 
※ISEP（Exchange）の場合、第1希望の留学希望先を記入 

大学名： 国・地域名： 

専攻・コース □語学コース（ESL等）を含む

TOEFL iBT □Special Home Editionの場合ﾁｪｯｸ IELTS □Indicatorの場合ﾁｪｯｸ 
R L S W Total L R W S Overall 

留学先大学 
語学要件 

差分 

要件満たす 
場合は✔ 

第2 希望 

留学形態 □交換留学（全学協定校） □交換留学（機関間協定校） □ISEP（Exchange） □ISEP（Direct）

大学名／国・地域名 
※ISEP（Exchange）の場合、第1希望の留学希望先を記入 

大学名： 国・地域名： 

専攻・コース □語学コース（ESL等）を含む

TOEFL iBT □Special Home Editionの場合ﾁｪｯｸ IELTS □Indicatorの場合ﾁｪｯｸ 
R L S W Total L R W S Overall 

留学先大学 
語学要件 

差分 

要件満たす 
場合は✔ 

第3 希望 

留学形態 □交換留学（全学協定校） □交換留学（機関間協定校） □ISEP（Exchange） □ISEP（Direct）

大学名／国・地域名 
※ISEP（Exchange）の場合、第1希望の留学希望先を記入 

大学名： 国・地域名： 

専攻・コース □語学コース（ESL等）を含む

TOEFL iBT □Special Home Editionの場合ﾁｪｯｸ IELTS □Indicatorの場合ﾁｪｯｸ 
R L S W Total L R W S Overall 

留学先大学 
語学要件 

差分 

要件満たす 
場合は✔ 
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