
Atsumi International Foundation 
 

2018 年度奨学生候補者についての評価項目表 
Evaluation Form for 2018 Scholarship Applicant 

  
＊この評価項目は指導教官がご記入の上、封筒に入れて封をし、候補者にお渡しくださいますようお願い申し上げます。 

This form should be filled by the applicant’s Supervisor Professor, sealed in an envelope, and returned to the applicant.  

 
○記入日：2017 年     月     日 
  Date: 

 
○2017 年度渥美奨学生候補者氏名：                               
  Applicant’s Name 

  
○記入者（指導教官）：大学/研究科/職名                             
                      Supervisor Professor’s Affiliation 

 
                 氏名                                   印またはサイン 

Supervisor Professor’s name and seal (or signature) 

 
（１）あなたはこの候補者をいつからご存じですか？                           から 
      Since when have you known this applicant? 

 
（２）ご指導なさる立場からこの候補者をどう思われますか。下記の質問について当てはまる記号に〇を

つけてください。   A ＝はい    B ＝どちらともいえない/わからない    C ＝そうでもない 

  As a Supervising Professor, how do you rate this applicant with respect to the points below? Circle the most 

appropriate letter.     A=Yes.  B=don’t know.  C=Not really.  
     この候補者は 

     This applicant 
     a.  課題の提出期限を守る    （    A     B     C    ) 

            Keeps deadlines. 
    b.  自分の意見を進んで発表する    (    A     B    C    )  

     Speaks up 
   c.  指示がなくても率先して仕事を進めていく    (    A     B     C    ) 

    Takes the initiative in doing tasks 
   d.  他人の意見をよく聞き、必要なら積極的に取り入れる     (    A     B     C   ) 

            Listen to others’ opinions and accepts them if necessary 
    e.  共同研究では皆の意見をまとめていく    (    A     B     C    ) 

     Reconciles opinions when engaged in collaborative research 

 



（３）下記の質問に対し、線上の適当と思う位置に○印をつけてください。 

 Put a circle on the line where you think most appropriate.  

 
a. この候補者は 2019 年 3 月末までに（秋入学者は 9 月末までに）現在の研究を終え、博士号を取得で

きると思いますか。 

Do you think that this applicant will finish the current research and get Ph.D. before March 2019 (or September 

2019 for those who started in autumn)?  

    

  非常にむずかしい                                                    必ず取得できる 

   Very difficult         Definitely!    

 
       ｌ      ｌ      ｌ      ｌ      ｌ      ｌ 

  
b. この候補者の研究がまとまると、当該学会において高い評価を得ると思われますか。 

Do you think that when published, this research will get high evaluation in the appropriate academic society? 

      

 非常に低い                                                      非常に高い 

      Very poor evaluation           Very high evaluation 

 

    ｌ      ｌ      ｌ      ｌ      ｌ      ｌ 

 

                                                                  
c. この候補者は社会性があり、将来国際交流の担い手となることができると思われますか。 

 This applicant fits into society and could become a leader of international exchange? 

       

 非常にむずかしい                                                   非常に確率が高い 

       Very unlikely                 Very possible                                                                                     

    ｌ      ｌ      ｌ      ｌ      ｌ      ｌ 

 

 
どうもありがとうございました。 

Thank you very much. 

 
この候補者が当財団の予備選考に合格されますと、10 月中旬にあらためて推薦書の提出をお願いいたしま

すので、その節はまたどうぞよろしくお願い申し上げます。 

If this applicant passes the first selection stage, we will ask you to send the recommendation letter in mid-October.  
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