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早稲田大学大学院政治学研究科〒169-8050 東京都新宿区⻄早稲⽥1-6-1

Graduate School of Political Science,Waseda University, 1-6-1 Nishi-Waseda, Shinjuku-ku, Tokyo 169-8050, Japan

出願者報告書様式(社会人入試) Reference Form（Examination for returning students）

大学院入学志願者用For all applicants for admission to graduate study

日本語か英語で楷書体かあるいはタイプで記入のこと。Please print or type in either Japanese or English.

志願者名

Name of Applicant:

志願者へ 出願者報告書を記載する者にあなたが応募する早稲⽥⼤学政治学研究科の応募締め切り⽇を知ら
せてください。本出願者報告書様式と出願者報告書提出用封筒はあらかじめ志願者名・住所を記入した上で推
薦者に渡すようにして下さい。
To the Applicant: Inform your recommender of the application deadline for the graduate school to

which you are applying. Please complete the first part of the form and prepare an envelope with your
name and address, and give them to the recommender. This letter of recommendation will be kept
confidential.

報告いただく方へ 上記人物が早稲田大学大学院政治学研究科に志願しています。下記の質問にお答えいた
だくなかで、志願者の知的能⼒、所定分野で研究を遂⾏する素質、分析的思考の⼒量、あるいは職業的スキル
についてあなたの印象を記してください。また、志願者の性格、過去の業績の質、精⼒的な研究活動の⾒込み
についてコメントしてください。厳封ののち志願者にお戻しいただくか、上記の住所宛に郵送してください。
To the Recommender: The person named above is applying for admission to graduate school and

may be applying for financial assistance at Waseda University. Answering following questions or in a
separate sheet, please give your personal impressions of the applicant’s intellectual ability, aptitude to
conduct research in the field specified, capacity for analytical thinking, or professional skill. Comment on
the applicant’s character, the quality of previous work, and the promise of productive scholarship. Please
enclose the recommendation letter, seal the envelope, sign across the seal, and return it to
the applicant or mail to the above address.

1. あなたは志願者をどの程度よく、いつから、どのような能⼒があるか知っていますか。

How well, how long, and in what capacity have you known the applicant?

2. 本学での志願者の研究は、志願者の職業上の発展にどのような形で寄与するでしょうか。

In what way would a research stay in Waseda University contribute to the applicant’s professional

development?
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3. 志願者の能⼒や資質について具体的な例を挙げつつ記してください。

How do you evaluate the abilities of applicant? Please cite some specific examples.

4. 志願者に関してさらに追加的なコメントがありますか。別紙を添付してもかまいません。

Do you have any additional comments concerning this applicant? You may attach additional sheets for

comments.

5. 早稲田大学大学院政治学研究科への入学許可を: (該当するものを囲んでください)

Admission to graduate study at Waseda University is: (Please circle one)

強く推薦する ／ 推薦する ／ 留保をもって推薦する ／ 推薦しない ／ 不明

Strongly recommended ／ Recommended ／ Recommended with reservations ／ Don’t recommended ／ Don’t know

報告いただく方Recommender:

名前Name 肩書きあるいは地位Title or Position

勤務先Institution

電話Telephone ファックスFax 電子メールE-mail

年/Year, 月/Month, 日

/Day

署名 Signature 日付 Date


