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エッセイの提出（外国⼈留学⽣特別選抜のみ） 

Submission of Essay (Special-Selection as Foreign Students only) 
 
＜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、英語で、指定された A4 解答⽤紙⽚⾯ 2 枚以内で作成しなさ
い。 
Explain why you wish to enroll in our Graduate School and your motivation for doing so, including the 
choice of the laboratory you are interested in. Then, explain what kind of research you would like to be 
involved in after entering the Graduate School and your thoughts on your future career, in English, 
within two sheets of the designated A4 answer sheet. 
 
＜提出期限＞＜Submission Deadline＞ 
8 ⽉４⽇（⽔）正午までに出願時に利⽤した web システムからアップロードすること。 
Upload your essay from the web system you used at the time of application by noon on Wednesday, 
August 4th. 
 
＜提出⽅法＞＜How to Submit＞ 
・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
“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 “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。 
Essays must be written in your own handwriting on the answer sheet; no electronic documents such 
as Word documents will be accepted. 
 
・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、以下のようにして web システムからアップロードする。 
Take a picture or scan your answer sheet with your smartphone and upload it from the web system as 
follows. 
 
・出願時に利⽤した web システムにログイン後、「提出書類」の「課題（エッセイ）」をクリックする。「書類名」からアップロードする。
書類の種類「課題（エッセイ）」を選択し、［書類をアップロードする］をクリックすると、ファイル選択ダイアログが表⽰される。 
アップロードするファイルを選択するとアップロードされます。複数ファイルをアップロードできます。 ファイルが「アップロード済」という表
記に変われば、アップロード完了です。提出可能時間帯以外は、何も出来ません。 
Log in to the web system you used at the time of application, and click on "課題（エッセイ）Essay" under 
"提出書類 Documents to be submitted". Upload the document from "書類名 Document Name". 
Select the document type "課題（エッセイ）Essay" and click [書類をアップロードする Upload Document] to 
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open the file selection dialog box. Select a file to upload and it will be uploaded. You can upload multiple 
files. When the file changes to "Uploaded", the upload is complete. Nothing can be done outside of the 
available submission times. 
 
・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。 
Be sure to download the uploaded file by yourself, and make sure that the grader can read the content. 
 
・提出期間内であれば、1度提出した書類の削除、差し替えが可能です。書類名から、修正する書類を選択します。アップロード
したファイルが表⽰されますので、削除する場合はその書類の右上の「ｘ」マークをクリックすると削除されます。追加する場合は、
［書類をアップロードする］をクリックして、ファイルをアップロードします。 
Once submitted, documents can be deleted or replaced within the submission period. Select the 
document to be modified from "書類名 Document Name". The uploaded files will be displayed. If you 
want to delete a file, click the "x" mark in the upper right corner of the document to delete it. To add 
a file, click [書類をアップロードする Upload Document] and upload the file. 
 
・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 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 examination. 
 
・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 
examinations. 
 
・エッセイに関する質問は受け付けない。 
We do not accept any questions about the essay. 


