
各様式の記載要領 Instructions 

 

履歴書（様式１）CV(Form 1)  

(1) 氏名は，本人が自署してください。 

  Write your name by hand. 

(2) 氏名以外は，パソコン入力して構いません。 

  Apart from your name, you can make the document using a computer. 

(3) 年齢は，2023 年 10 月 1 日現在の満年齢を記載してください。 

  Regarding the 年齢（age）, fill in your age at the time of October 1st in 2023. 

(4) 顔写真は，カラー撮影のものを使用し，出力画像が鮮明であれば，データ貼付でも構いません。 

  Regarding 顔写真（picture of your face）, use a high-resolution color photo to ensure clarity. 

(5) 年月は，全て西暦で記載してください。 

  Regarding 年月, use the Gregorian calendar year (e.g., 2022). 

(6) 「１．学歴」は，高等学校卒業時以降を記載してください。 

  Regarding 「１．学歴」, start with your high school. 

(7) 外国へ留学経験がある場合は，「７．その他特筆すべき事項」に留学先，留学目的及び留学期間を

記載してください。 

  If you studied abroad, specify where, what subjects, and for how long you studied in 「７．その他特筆すべ

き事項」(additional important information) 

(8) 「３．職歴」は，職歴のすべてについて在職期間を明確に記載し，職名等（例：取締役，部長，准

教授，非常勤講師など）も明記してください。なお，現職については必ず「現職に至る」と明記して

ください。 

  Regarding 「３．職歴」, make sure to fill out the period of time with the job title (e.g., CEO, associate 

professor, part-time instructor, and so forth). As for your current job, make sure to write 「現職に至る」(current). 

(9) 大学教員の職歴がある場合は，主な担当科目を（ ）で付記してください。 

If you have work experience in higher education, add primary courses you have taught , adding (    ) 

parentheses . 

 

 

業績目録（様式２）Research archive(Form 2) 

(1) 下記の記載例を参照に，作成してください。 

Fill in the documents by referring to the example below. 

(2) パソコン入力し，各欄の大きさは適宜調整して構いません。ただし，ページが増える場合は，必ず

ページの先頭に氏名欄を挿入してください。 

You can type by a computer, and adjust the size of each box. If you need more space, add pages. Make sure to 

insert your name field at the top of each additional page. 

(3) 該当が無い場合は，「なし」と記載してください。 

When you have no information, please just write なし or None or N/A 

 

 

１．著書 (Books, book chapters) 

番 号 事        項 

 １ 

 ２ 

 ： 

単著共著の別，執筆者名，発行年，執筆タイトル，著書名，出版社，掲載ページの順に記載し

てください。 

(Co-author or not*1, authors, year, chapter title, book title, publisher, pages) 
*1 If it is a single author, write 単著、if co-authors, 共著 



 

２．原著論文等 (Papers) 

番 号 事        項 

 １ 

 ２ 

 ： 

単著共著の別，執筆者名（全員），発行年，執筆タイトル，掲載誌名，巻号，掲載ページ，査

読の有無の順に記載してください。 

(Co-author or not*2, authors, year, title, journal, issue and volume, page, refere

ed or not*3) 
*2 If it is a single author, write 単著、if co-authors, 共著 
*3 If it is refereed or peer-reviewed write 査読有、if not, 査読無 

 

３．学会発表 (Presentation) 

番 号 事        項 

 １ 

 ２ 

 ： 

発表者名，開催年，発表題名，発表学会名，開催地の順に記載してください。 

(presenters, year, title, name of the conference, location) 

 

 


