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【日本語基準】
▲

次の指示にしたがって作成してください。
高校時代の学修や課外活動等を通じて、あなたにとって大切な経験となった出来事について述べてください。成果
を挙げられたことはもちろん、困難な状況に直面したこと、あるいは新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け
たことなどを振り返り、あなた自身の成長や変化について分析してください。言及する活動は、1つでも、複数で
もかまいません。
日本語で 800 字以上 1,000 字以内で作成してください。入力フォーム（書式 C ）は縦置き・横書きです。用紙
の上段に氏名を、下段右にはページ番号を記入してください。
▶入力フォーム（書式 C-¹₂ ）には約1,500字まで入力できますが、改行やスペースの使い方によっては1,000字に
満たない内容でも全てを入力できなくなることがあります。その場合は、残りの内容を2ページ目（書式 C-²₂ ）
に入力してください。

▲

【English-basis】
Please write your essay in English observing the following instructions.
▶ Describe an important academic or extracurricular experience that you had as a high school student. Reﬂect on
the achievements you made, the challenges you faced, or how you were aﬀected by the spread of the novel
coronavirus (COVID-19), etc., and analyze your personal growth and development. You may write about a
single activity or multiple activities.
▶ Please write between 400 and 500 words in English. Write your name at the top of each essay sheet（Form D ）
and the page number at the bottom-right.
▶ The maximum number of words you can input in essay sheet (From D-¹₂ ) is approximate 800 words. However,
depending on the uses of space and newlines, you may only be able to input less than 500 words. In this case,
please use the second sheet (Form D-²₂ ).
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【日本語基準】
▲

次の３点を含めて、できるだけ具体的に記述してください。
・在籍している（していた）高等教育機関において、中心的に学習した内容や学習方法、努力した点について。
・在籍している（していた）高等教育機関での学修・課外活動等を通して、どのような知識・能力を身に付けたか。
・編入学・転入学後の学修（研究）計画について、具体的にどのような分野をどういった視点で学修・研究したいか。
▶日本語で 2,000 字以上 2,500 字以内で作成してください。入力フォーム（書式 C ）は縦置き・横書きです。用

紙の上段に氏名を、下段右にはページ番号を記入してください。
▶入力フォーム（書式 C-¹₂ ）には約1,500字まで入力できます。１ページ目に入力できなくなったら、残りの内容を
２ページ目（書式 C-²₂ ）に入力してください。

【English-basis】
▶ In your essay, please address the following three points as concretely as possible.
・The main contents, learning methods, and points you focused on during your study at the higher education
institution at which you are（or were）enrolled.
・The kinds of knowledge and abilities you acquired through study and extracurricular activities at the higher
education institution at which you are（or were）enrolled.
・The speciﬁc ﬁelds and approaches you hope to study and research after transfer to APU
▶ Please write between 1,000 and 1,500 words in English. Write your name at the top of each essay sheet（Form D ）
and the page number at the bottom-right.
▶ The maximum number of words you can input in essay sheet (Form D-¹₂ ) is approximate 800 words.
Please use the second sheet (Form D-²₂ ) when you use up the ﬁrst sheet.
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