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エッセイについて About Essay 

 

＜課題＞＜Theme＞ 

なぜ当研究科への入学を希望するのか、志望教室の選択を含めて、そのモチベーションを説明しなさい。そして入学後、どのような

研究に携わりたいのかと、将来の自分のキャリアに関する考えを、指定された A4 解答用紙片面 2 枚以内で作成しなさい。 

Explain your motivation, including why you would like to enter our graduate school and the choice of 

the laboratory you are interested in. After entering the university, please write which field of research 

you want to be involved in and what you think about your future career within two sheets of the 

designated A4 answer sheet. 

 

＜提出期限＞＜Submission Deadline＞ 

出願期限終了後に指定される期限（8 月上旬を予定）までにアップロードすること 

Upload by the deadline specified after the application deadline (scheduled for early August). 

 

なおアップロード先およびアップロード方法については出願時に利用する web システムを利用するため、その詳細は準備ができ次

第、出願者に指定する 

Regarding the upload destination and upload method, since the web system used at the time of 

application is used, details will be specified to the applicant as soon as it is ready. 

 

注意事項 Precautions 

・当研究科 web サイト（http://www.f.u-tokyo.ac.jp/exam/index.html）および web システム上に PDF ファイル（”

エッセイ解答用紙日本語版.pdf” or “Essay Answer Sheet English.pdf”）として指定されている当研究科入学試験解

答用紙を A4 用紙に印刷し使用すること 

Print and use the graduate school entrance examination answer sheet specified as a PDF file (“エッセイ

解 答 用 紙 日 本 語 版 .pdf” or “Essay Answer Sheet English.pdf”) on the graduate school website 

(http://www.f.u-tokyo.ac.jp/) and web system on A4 paper. 

 

・エッセイについては直筆で解答用紙に書いたものを用い、Word などの電子的に作成した書類の提出は一切認めない 

For essays, use the ones written on the answer sheet by handwriting.  We do not accept submission 

of electronically created documents such as Word. 

 

・エッセイを書いた解答用紙をスマホで撮影もしくはスキャンし、web システム中でアップロードする 

The answer sheet with the essay will be scanned or taken with a smartphone and uploaded to the web 

system. 

 

・アップロードしたものを自分でダウンロードし、確実に内容が採点官に読めるかどうかを確認すること 

Download what you upload yourself and make sure the content is readable by the grader. 

 

 

http://www.f.u-tokyo.ac.jp/exam/index.html
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・アップロード締め切り時間後は解答アップロード及び確認を一切受け付けない 

No answer uploads or confirmations will be accepted after the upload deadline. 

 

・メールや郵送による解答の返信は一切認めない 

We do not accept any reply by e-mail or mail. 

 

・口述試験において、エッセイの内容に関する質疑応答を行う 

Questions and answers about the content of the essay will be carried out in the oral exam. 

 

・エッセイが提出期日までに提出されない場合、筆記試験および口述試験の受験は認めない 

If your essay is not submitted by the deadline, you will not be allowed to take the written and oral 

exams. 

 

・エッセイに関する質問は受け付けない 

We do not accept essay questions. 


