
2021 年
(Y)

4 月
(M)

7 日現在
(D)

1995 年
(Y)

5 月
(M)

2 日
(D)

@

2020 年
(Y)

3 月
(M)

25 日
(D)

年
(Y)

月
(M)

日
(D)

勤務予定月

Other than TA, I will work as a short-term employee ("Tanki-koyo"), Working Month(s) 月（M)

勤務予定月

Other than TA, I will work as a RA (or any other type of empoyee). Working Month(s) 月（M）

 

【提出目的（雇用区分）】 □ TA

■ 短期雇用 Short-term employee

□ その他（RA等） Others (e.g. RA)

略　　歴　　書　（在学生用）

学⽣証の写貼付箇所
Please paste the copy of your student ID card here.

2021年4⽉以降の⾝分の学⽣証を貼付してください。

カタカナ氏名
Name in Katakana ツクバ　ハナコ 性別

Sex ⼥ : Female 年齢
Age 25

電話番号
Telephone Number

080-1234-5678 生年月日 Date of Birth

住所
Address

〒305-8573 茨城県
つくば市天王台1-1-1

E-mail   tsukuba.hanako.zz u.tsukuba.ac.jp

■ 短期雇用 4

課程
Type of Program

博⼠後期課程
Doctoral Program

年次
Grade 2

修士学位取得年月日
Obtained Date of Master's

Degree

学位名
Master's Degree

修士
Master of

⼯学

学振特別研究員採用開始日
Starting Date of Research Fellowship for Young Scientists

雇用期間において、TA以外に本学で勤務する予定がある場合には具体的に記入してください。
Will you work as any other type of university employee (e.g. short-term employee, research assistant) during this academic year? If so, please specify.

□ 無

No. I only work as a TA this academic year.

□ その他（RA等）

特定個人情報（マイナンバー）関係書類の提出状況について記入してください。
Have you submitted the documents to inform your individual number ("My number") to the University of Tsukuba before? Please check the corresponding items.

□ 今回、提出

No. I will submit the documents this time.

■ 以前に提出済  （いつ、どんな職での任用の際に提出したか記入してください。）

Yes. I have submitted the documents before as follows:

【提出時期】
I have submitted them on… (Fill in the approximate time.) to be employed as…

備考：外国人学生は、在留カードの両面コピーを添付すること

Please note that foreign students are required to submit a copy of the residence card (both sides).

年
(Y)

月頃
(M)

122019

記入例 Sample

採用日。5月以降は、

各月1日が採用日とな

ります。
Please enter the 
starting date of
employment. If you
are employed after 
May, the date will be 
the first day of the
month.

点線内の項目は、博士後期課程学生（修士学位

既取得者）のみ記入してください。
Only doctoral students (who have a Master's 
degree) should fill in the fields surrounded by 
the dotted line.

緑色のセルは選択式の項目です。プルダウンリス

トから該当する選択肢を選んでください。
The green cells are selectable items. Select 
the appropriate option from the pull-down list.

チェックボックスは下記のとおりとしてください。
For checkboxes, select as follows:

□ ： 該当しない Not applicable
■ ： 該当する Applicable

過去にTA・RA・短期雇用等で筑波大学に採用さ

れる際に個人番号確認書類（及び身元確認書

類）を提出している場合、再度提出する必要は

ありません。学群から大学院に進学した場合で

あっても、再提出は不要です。
You do NOT need to resubmit the documents to 
inform your individual number if you have 
submitted them to the University of Tsukuba  
before (including submission while enrolled in an 

学振特別研究員の採用が内定している方は記入

してください。
Please fill in if you have passed the final screening 
of JSPS Research Fellowship for young Scientists.


