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報告番号 東大甲第     号 

  

履   歴   書 
 (ふりがな) 

氏  名 
 

生年月日 

 あずま きょう た ろう 

   東    京  太  郎 
 

昭和○○年○○月○○日生 

男  女 

現 住 所  東京都文京区本郷７丁目３番１号 医学荘30  

 
学       歴  

 昭和○○年○○月○○日  ××××××××××高等学校卒業 

 昭和○○年○○月○○日  ××××××××大学教養学部入学 

 昭和○○年○○月○○日  ××××××××大学××学部××学科進学 

 昭和○○年○○月○○日   同 上 卒 業 

 平成○○年○○月○○日  ××××大学大学院××研究科××専攻修士課程入学 

 平成○○年○○月○○日   同 上 修 了 

 平成○○年○○月○○日  東京大学大学院医学系研究科××専攻博士課程入学 

 平成２８年 ３月２４日   同 上 修 了 見 込 
 
 昭和○○年○○月○○日  第×××回医師国家試験合格 

 昭和○○年○○月○○日  医籍登録第×××××号 
 
               職歴及び研究歴 

 昭和○○年○○月○○日  東京大学医学部附属病院医員（研修医） 

 昭和○○年○○月○○日   同 上 退 職 

 昭和○○年○○月○○日  文部教官 ××大学助手医学部附属病院 

             （×××××学の研究に従事） 

 平成○○年○○月○○日   同 上 退 職 

 平成○○年○○月○○日  ××病院勤務 医師 

             （×××××学の研究に従事） 

 平成○○年○○月○○日   同 上 退 職 

 平成○○年○○月○○日  ××病院勤務 医師 

             （×××××学の研究に従事） 

             現在に至る 
 
 上記のとおり違いありません。 

   平成○○年○○月○○日  

                        ○  ○  ○  ○ 印 Seal 
                          （自  署）(Signature) 
  

 (1) 所定用紙にワープロ等で印字してください。提出された『履歴書』はそのまま複写して本研究科委員会

の資料にすることがありますので、できるだけワープロ・タイプ等で記入してください。  

You may print out directly on the specified form using a word processor. The CV you submitted will be 
photocopied as it is and form part of the materials for the School Committee, so we ask that you use a word 
processor or typewriter as far as possible. 

 (2) 学歴は、旧制の場合は中等学校、新制の場合は高等学校卒業以降、年次を追って記入してください。 

Your academic record should start with middle school for the pre-war system or high school in the new  
system, in chronological order. 

 (3) 職歴と研究歴が一致しない場合は、「職歴及び研究歴」と一緒にせず、「職歴」「研究歴」と分けて記入

してください。 

If your career and research histories do not match, do not put them together as a "career and research 
history," but separate them out into "career history" and "research history." 

 (4) 研究歴は、研究場所及び研究事項を明記してください。 

Please fill in your research history clearly including research institutes and research items. 
 (5) 研修医以外は必ず職名の後に研究内容を簡単に記入してください。 

For any post other than intern, always include a quick summary of the research after the post name. 

学位記に西暦表記を希望する 

場合は西暦で記入すること 

If you wish your diploma to use the 
Gregorian calendar, use it to write the 
dates here. 
 

合格日と登録日は違うので、 

日付を確認してください。 

氏名がアルファベット表記の場合は、アルファベットで

表記の上、カタカナでふりがなをつけること 

If using the alphabet while writing the entry, 
please also superscribe in katakana. 

※すべて日付まで記入する

Fill in dates for all 

学位授与願を提出した日（※書類作

成日ではないので注意すること） 
Date you submitted your degree 
application (*Note that this is NOT 
the date you prepared the materials) 


