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東京大学大学院経済学研究科
Graduate School of Economics

the University of Tokyo

　出願者が東京大学大学院経済学研究科で研究を行うにあたり、十分な日本語または英語
の語学力を有しているかどうかについて、その評価をご記入下さい。
　Please make an assessment of whether the applicant has sufficient Japanese or
English ability to carry out research at the Graduate School of Economics, the University

of Tokyo.

出　願　者　氏　名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Name of Applicant: Family Name 　　　 First Name

出願者の現在の日本語力または英語力について、下記の該当する欄をマークして下さい。
Please indicate your opinion of the applicant's Japanese or English language ability in

each of the following categories:

下記は、出願者の　□日本語力 / □英語力　についての評価です。
The following is my assessment on the above named applicant's 

□Japanese language ability / □English language ability.

1.1.1.1.Speak ing  Speak ing  Speak ing  Speak ing  and and and and L isten ing L isten ing L isten ing L isten ing A b i l i i t yA b i l i i t yA b i l i i t yA b i l i i t y　(会話力)

□None　（皆無）
□Able to satisfy basic survival needs and maintain a very simple conversation on
familiar topics

（ごく簡単な日常会話程度なら可能）
□Able to satisfy routine social demands and limited work requirements

（日常生活を送るのに不自由しない程度の会話が可能）
□Able to participate effectively in most formal and informal conversations on practical
and social topics and on professional topics in restricted contexts

（社会問題や専門分野に関する議論をある程度行うことが可能）
□Able to use Japanese/English fluently and accurately on all levels normally pertinent to
professional needs

（専門的な事柄についても正確・流暢な日本語または英語で説明することが可能）



2.Reading 2.Reading 2.Reading 2.Reading A b i l i t yA b i l i t yA b i l i t yA b i l i t y　（読解力）

□None　（皆無）
□Limited to simple vocabulary and sentence structure

（ごく簡単な文章なら理解できる）
□Understands conventional topics and non-technical subjects

（非専門的な普通の文章の読解が可能）
□Understands materials whose content contains idioms and specialized terminology

（研究に関する専門用語を含む資料の理解が可能）
□Understands sophisticated materials including academic literature

（高度な内容の学術文献の読解が可能）

3.Writ ing 3.Writ ing 3.Writ ing 3.Writ ing A b i l i t yA b i l i t yA b i l i t yA b i l i t y　（作文力）

□None　（皆無）
□Writes simple sentences on conventional topics, with some errors in grammar

（文法的な誤りはあるが、簡単な普通の文章が書ける）
□Writes on academic topics with few errors in grammar

（文法的な誤りがほとんどなく、研究に関する論文が書ける）
□Writes with idiomatic ease of expression and feeling for the style of Japanese/ English

（洗練された日本語または英語で文章が書ける）

* 日本語についての評価の際には、出願者の漢字の習熟度についてお答え下さい。
If evaluating the applicant's Japanese language ability, please indicate the approximate
number of Japanese characters that the applicant can:

a.Read　（理解可能字数）

b.Write　（使用可能字数）

年月日(Date) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
評価者氏名
(Evaluator) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

in print

現職
(Position) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
所属機関
(Institution) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
連絡先
(Address) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
署名
(Signature) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


