
東京大学大学院工学系研究科建築学専攻

推薦状
LETTER OF RECOMMENDATION

出願者への注意：願書を提出するにあたり、あなたの知的能力や人柄に精通している 2人の方からの推薦状が必要です。
自分の名前と希望するコースを記入した上で、この書式を推薦者に渡してください。そして封印された推薦状を受け取
り、他の書類と一緒に梱包してください。
Note to applicant: Application for admission requires recommendations from two persons well acquainted with your
intellectual ability and personality.  Fill your name and your choice of course in and ask the recommender to fill in this
form. Enclose the sealed envelop with other documents.

出願者の氏名：  　　　　　　
Name of applicant:

Family name First name Middle name

推薦者氏名：  　
Recommender’s  Name :

希望する指導教員：　
Anticipated supervising faculty member:

推薦者の方へ：この書式を封筒に入れ、所定の位置に署名・封印した上で、出願者に返してください。この書式とは別
に、手紙を同封していただいても構いません。もし以下の質問にたいして判断することができない場合は空欄としても
構いません。そのことによって、出願者の合否が左右されるものではありません。
To recommender: Please complete this form, seal in an envelope and return it to the applicant for enclosure with the 
other documents. If you prefer, you may write a separate letter and attach it to this form. If you do not know this 
applicant well enough to complete this form, please feel free to say so; such frankness will not prejudice the applicant’s 
chance of admission.

出願者と知り合って何年になりますか？　　　　　　　年　　　　　　月
How long have you known the applicant:                               years      months    

出願者との関係はどのようなものでしたか？また、どのくらいの頻度で接していましたか？
Under what circumstances have you known the applicant? How often have you observed him/her?

同じ分野で大学院に進学する他の学生と比較して、この出願者を評価してください。
Please rate the applicant in comparison with others applying for professional graduate education in the specified degree
of program. Please fill one blank with x.    

最も優秀 
Best I know

上位 5％
Top
5％

上位 20％
 Top
20％

上位 50％
 Top
50％

平均以下
Below

Average

わからない
 Unable
to judge

総合的な知識の幅 
Breadth of general knowledge

専門的知識
Knowledge of profession

知的能力
Intellectual ability



東京大学大学院工学系研究科建築学専攻

この出願者の才能や長所はどのようなものだと思われますか？
What do you consider the applicant’s talents or strengths? 

この出願者の短所はどのようなものだと思われますか？
What do you consider the applicant’s weakness?

推薦者氏名：
Recommender’s Name:
職業／役職：
Position/Title:
所属組織／専攻分野
Organization/Field of research:
住所：
Address:
電話番号／ファクシミリ番号
Te1ephone number： Facsimi1e number： 

署名  Signature : 日付： Date： 

分析的能力
Analytical ability

自己表現能力（口頭）
Abi1ity to express self orally

自己表現能力（筆記）
Ability to express self in writing

視覚的な、あるいはグラフィッ
クによる表現能力 
Abi1ity to express visually or
graphically

協調性 
Abi1ity to work with others

指導力、組織力 
Leadership and organization ability

成熟度 
Maturity

想像／創造的能力 
Imagination and creative
potential

最も優秀 
Best I know

上位 5％
Top
5％

上位 20％
 Top
20％

上位 50％
 Top
50％

平均以下
Below

Average

わからない
 Unable
to judge




