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教員公募[提出書類]の作成要領（補⾜説明）               2020.12 

（ご注意：以下のリストは作成の参考としてご利⽤ください。これらの項⽬はすべての公募に共通するもの
ではありません。公募内容によって作成する項⽬が変更となる場合があります。また、項⽬に該当がない場
合は、該当なしと記⼊ください。その他詳細はそれぞれの公募要領でご確認ください。） 

 [提出書類]  作成要領（補⾜説明） 

(1) 
履歴書（様式任意，賞罰を含む，
顔写真添付） 

様式任意，賞罰を含む，顔写真添付，メールアドレス，所属学会等も記載して
ください。 

(2) 

研究業績リスト: a)〜h) （研究業績と教育実績） 

a）原著論⽂（査読有のみ。責任
著者，被引⽤件数，インパクトフ
ァクターを明記） 

1. 原著論⽂（査読有のみ）を新しいものから順番に記載してください。 
2. 著者名のうち応募者に下線を付し、応募者が責任著者の場合には著者名に
＊印を付記してください。 
3. 原著論⽂には被引⽤件数，当該雑誌インパクトファクターを付記してくだ
さい。 

b) 総説・解説 
c) 著書， 

1. 新しいものから順番に記載してください。 
2. 著者名のうち応募者に下線を付し、応募者が責任著者の場合には著者名に
＊印を付記してください。 

d) 特許（出願・登録，国内・国
際の区分を明記）， 

出願、登録に区分し、国内・国際の区別を明記してください。 

e) 外部資⾦取得実績（代表と分
担の区別を明記） 

代表、分担に区分し、新しいものから順番に⾦額を記載してください。 

f) その他，社会貢献等， 社会貢献・その他に関する内容を記載してください。 

g) 応募者の h-index（使⽤した
データベース名を明記するこ
と）。  

検索に使⽤したデータベース名を付記してください。 

(3) これまでの研究の概要  A4 ⽤紙 2 ページ以内 

(4) 今後の研究と教育に対する抱負  A4 ⽤紙 2 ページ以内 

(5) 
所⾒を求めうる⽅[ ]名の⽒名と
連絡先 

  

(6) 主要論⽂別刷り[ ]編（コピー可）   
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Documents to be submitted [supplementary explanation] 2020.9 

 [documents]  What to be included (supplementary explanation) 

(1) 

Curriculum vitae with 
photograph, award records, 
email address and academic 
society. 

Arbitrary format including award records, photograph, e-mail address, 
academic society information. 

(2) 

List of research achievements: 
a)〜h) （research and educational achievements） 

a）refereed original articles 

1. Distinguish refereed original articles, sort it from the most recent to the 
oldest. 
2. Applicant name should be underlined in the list and put * if he/she is a 
corresponding author.  
3. The number of citations and impact factor of the journal for each 
paper should be provided in the list. 

b) commentaries, reviews,  
c) books 

1. Sort it from the most recent to the oldest. 
2. Applicant name should be underlined in the list and put * if he/she is a 
corresponding author.  

d) patents (specify pending/ 
granted and domestic/ 
international) 

Distinguish pending and granted and specify domestic and international. 

e) grants awarded (description 
of the representative or sharing) 

Distinguish representative and sharing and write the amount from the most 
recent to the oldest. 

f) societal contributions Write societal contributions and others. 

g) h-index of the applicant with 
the name of database used.  Specify the name of database. 

(3) Summary of major research 
achievements to date   (A4 paper; 2 pages or less) 

(4) Research proposal and 
educational policy in future   (A4 paper; 2 pages or less) 

(5) 

List of the names and contact 
information (affiliation, address, 
and e-mail address) for [ ] 
persons who can evaluate your 
work. 

  

(6) Reprints or copies of [ ] 
significant papers   

 


