明治大学大学院

博士学位請求論文提出用書類
（学位請求書，履歴書，業績書）
作成の手引き
【 2021 年度版 】

【 学位請求書 】
１ 学位請求書は，本学指定のフォームを使用してください。なお，「課程博士」と「論文博
士」はフォームが異なりますので，注意してください。
＜参考＞ 課程博士
論文博士

・・・
・・・

明治大学学位規程第５条の規定に基づく。
明治大学学位規程第６条の規定に基づく。

２

年の表記は西暦で記入してください。

３

研究科名，専攻名は，略さずに記入してください。

４

氏名は手書きで自署し，氏名のすぐ後ろに本人の印鑑を押してください。

５

押印は朱肉印を使用してください。シャチハタ等のスタンプ印は不可です。

６

博士の後ろの（ ）の中に，
「専攻分野」を記入してください。
＊ 記入にあたっては，次頁一覧を参照してください。

７

論文題名を変更した場合には，学位請求書の論文題名も必ず変更してください。

８

課程博士の場合：
指導教員名の記入は，手書きでもワープロアップでも，どちらでも結構です。
本請求書提出前に，指導教員名欄に指導教員の承認印を押してもらってください。

９

再入学の場合には，旧学生番号を記入してください。

１０ 各記入事項等項目において，記載する事柄がない場合には「なし」と記入してください。
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【参考】 各研究科で取得できる博士学位（明治大学学位規程第 2 条第 3 項から抜粋）
法学研究科

博士（法学）

商学研究科

博士（商学）

政治経済学研究科

政治学専攻

博士（政治学）

経済学専攻

博士（経済学）

経営学研究科
文学研究科

理工学研究科

博士（経営学）
日本文学専攻

博士（文学）

英文学専攻

博士（文学）

仏文学専攻

博士（文学）

独文学専攻

博士（文学）

演劇学専攻

博士（文学）

史学専攻

博士（史学）

地理学専攻

博士（地理学）

臨床人間学専攻

博士（人間学）

電気工学専攻

博士（工学）
，博士（学術）

機械工学専攻

博士（工学）
，博士（学術）

建築・都市学専攻

博士（工学）
，博士（建築学）
，博士（学術）

応用化学専攻

博士（工学）
，博士（学術）

情報科学専攻

博士（工学）
，博士（理学）
，博士（学術）

数学専攻

博士（理学）
，博士（学術）

物理学専攻

博士（理学）
，博士（学術）

農学研究科

博士（農学）

情報ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究科

博士（情報コミュニケーション学）

教養デザイン研究科

博士（学術）

先端数理科学研究科

現象数理学専攻

博士（数理科学）
，博士（統計科学）

先端ﾒﾃﾞｨｱｻｲｴﾝｽ専攻

博士（工学）
，博士（理学）
，博士（数理科学）

ﾈｯﾄﾜ-ｸﾃﾞｻﾞｲﾝ専攻

博士（工学）
，博士（理学）

国際日本学研究科

博士（国際日本学）

グローバル・ガバナンス 研究科

博士（グローバル・ガバナンス学）
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【 履 歴 書 】
１

記入にあたって

(1) 履歴書は，本学指定のフォームを使用してください。
(2) 年の表記は西暦で記入してください。
(3) 記入する事柄がない場合は「なし」と記入してください。
(4) 記入スペースが足りない場合や同項目内でページがまたがる場合は，適宜，改行し，
行の高さの調整等を行ってください。

２

氏名・現住所欄・写真

(1) 全てのページの氏名欄に氏名を手書きで自署し，氏名のすぐ後ろに本人の印鑑を押し
てください。
※ 押印は朱肉印を使用してください。シャチハタ等のスタンプ印は不可です。
※

外国籍の方は英字氏名の確認のため，パスポートの写しを添付してください。

(2) 博士の学位記は和文・英文併記で作成されます。同学位記の氏名は，履歴書に記載さ
れた氏名の「字体」
「英文スペル」等に基づいて作成しますので，次のとおり正確に記入
してください。
※ 和文氏名については，戸籍に登録された文字で記入してください。
※ 英文氏名については，パスポートに記載された英文スペルで記入してください。
（パスポートを所持していない場合は，今後，パスポートを申請する際の英文スペ
ルで記入してください。
）
※ 英文氏名については，姓・名の順に，すべて大文字で記入してください。
(3) 年齢は，記入日現在の年齢を記入してください。
(4) 現住所のふりがな，郵便番号についても，漏れなく記入してください。
(5) 写真は，
「写真貼付欄」に証明書用の顔写真（白黒可）を貼付してください。
※

３

スナップ写真の切り抜き，画像の印刷は不可です。

学 歴
高等学校又は高等専門学校若しくはこれらと同等と認められる学校の卒業以降の学歴全

てについて，
「学校名等」
「在学期間（年月）」
「卒業・修了・退学・在学等」を入学年月順（過
去から現在）に記入してください。
「学校名等」は正式名称で記入してください。
(1) 学部，学科，専攻，専修名まで記入してください。
※ 在学中に学部等の名称が変更になった場合は，卒業・修了・退学等の時点での名称
を記入してください。
(2) 外国留学について，学生として留学した場合は学歴欄に記入してください。
※ 研究者として留学した場合は職歴欄に記入してください。
(3) 研究生，聴講生等も学歴欄に記入してください。
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(4) 大学院については，以下のとおり記入してください。
① 在学期間，研究科，専攻，課程を正しく記入してください。
※ 博士前期課程，修士課程，博士課程等の表記は，大学によって異なります。出身大
学に確認し，正確に記入してください。
②「卒業・修了・退学・在学等」の欄
○

修了 の場合
「修了」と記入してください。
（一般的に大学院は「卒業」ではなく「修了」です。
）

○

退学

の場合，単位制度の存廃の状況によって表記が異なります。

ア 本学大学院（博士後期課程）出身者
（ｱ） 1975 年度以前の入学者
Ａ：単位を修得している場合････････「退学（単位修得）」
Ｂ：単位を修得していない場合･･････「退学（○年間在学）」
（ｲ） 1976 年度以降の入学者･･･････････････「退学（○年間在学）」
イ

本学以外の大学院（博士後期課程）出身者
その大学の例にならって「退学（単位修得）
」又は「退学（○年間在学）
」のいず
れかを記入してください。

○

在学中 の場合
記入日現在で在学中の場合は，
「xxxx 年 x 月～現在に至る」とし，
「在学中」と記入
してください。履歴書提出以後，退学が予定されている場合についても，
「退学予定」
「退学見込」とはせずに，全て「在学中」と記入してください。
※ 履歴書提出以後，大学院を修了又は退学した場合には，その旨の証明書を提出して
ください。
(5) 飛び入学のため，退学をしている場合は，
「退学（大学院飛び入学）」と記入してくださ
い。

４

学 位

既に取得済の学位について，「学位名（修士・博士・専門職）」「取得機関」「取得年月日」
を取得年月日順（過去から現在）に記入してください。なお，海外の高等教育機関等で取得
した学位については，正式名称を原語のまま記入してください。
(1) 学位名の表記については，取得年月日により以下のとおり異なります。
① 1991 年 6 月以前に学位を取得した場合
｢○○学修士｣｢○○学博士｣と，専攻分野の名称を冠して記入してください。
【記入例】 ｢法学修士｣｢工学博士｣
② 1991 年 7 月以降に学位を取得した場合
｢修士（○○）｣｢博士（○○）｣と，専攻分野の名称を（ ）内に記入してください。
【記入例】 ｢修士（法学）｣｢博士（工学）｣
(2) 国内の高等教育機関等で取得した博士の学位については「課程」又は「論文」のいずれ
かを記入してください。
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５

職 歴

全ての職歴について，
「在職期間（年月）」
「勤務先名・所属・職名及び資格等」を，就職年
月日順（過去から現在）に記入してください。
(1) 大学（又は短期大学）卒業後の職歴について記入してください。
(2) 無職の期間も省略せず，｢無職｣と記入してください。
(3) 他の大学や学校で講師をしている場合は，専任・兼任又は非常勤の別を明記してくだ
さい。
【記入例】○○大学○○学部専任講師
○○大学○○学部非常勤講師
○○大学○○学部専任助手
○○大学○○研究科ＲＡ（リサーチ・アシスタント） 等
(4) 職歴は，教員歴以外についても必ず全て記入し，在職期間を正確に記入してください。
(5) 現職については，
「xxxx 年 xx 月 ～ 現在に至る」と記入してください。
(6) 研究者として留学した場合は，
「職歴」欄に記入してください。
(7) 独立行政法人日本学術振興会による特別研究員の採用を受けた場合は，
「職歴」欄に記
入してください。
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【 業 績 書 】
１

記入にあたって

(1) 業績書は，本学指定のフォームを使用してください。
(2) 博士後期課程入学後の業績について記入してください。
（課程博士の場合）
(3) 年の表記は西暦で記入してください。
(4) 各項目について，全て新しい年月順（現在から過去に遡って）に必要事項を記入して
ください。
(5) 各項目の「№」欄には通し番号（1，2，3・・・）を記入してください。
(6) 記入する事柄がない場合は「なし」と記入してください。
(7) 各ページ下のページ記入欄に該当ページ及び総ページを記入してください。
(8) 記入スペースが足りない場合や同項目内でページがまたがる場合は，適宜，改行し，
行の高さの調整等を行ってください。

２

氏名欄

全てのページの氏名欄に氏名を手書きで自署し，氏名のすぐ後ろに本人の印鑑を押してく
ださい。なお，押印は朱肉印を使用してください。シャチハタ等のスタンプ印は不可です。

３

著書，学術論文

(1) 学術論文は，＜査読あり＞と＜査読なし＞に分けて記入してください。
(2) 判例批評等は「学術論文」欄に，翻訳，書評，辞書等は「翻訳・書評・作品等」欄に記
入してください。ただし，学術論文を著書として発表している場合は，
「著書」欄に記入
してください。
(3) 記入日現在において発表予定の著書及び学術論文を記入する場合は，発表年月の後に
「
（発表予定）」と明記し，発行元（出版社，学会等）からのその旨についての証明書を併
せて提出してください。
(4) 著者等名
(ｱ) 単著の場合は，
「本人氏名」を記入してください。
(ｲ)

共著の場合は，掲載されている順番に著者名を記入してください（本人が責任著者

である場合はその旨も記入）
。また，著者名が多数にわたる場合は，
『筆頭著者名，主な
著者を数名記入し，本人氏名（掲載又は執筆の順番。順番が不明等の場合はその他の人
数）』を記入し，著者の一部を省略しても構いません。なお，編者がいる場合は，編者名
も記入してください。
(ｳ) 本人氏名に下線を引いてください。
【記入例】
『明治太郎』
『明治太郎，明治次郎，明治三郎，明治四郎，明治五郎』
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『明治次郎，明治太郎，他（２０名中２番目）』
『明治次郎，明治太郎，他１８名』
『明治次郎，明治太郎，他（２０名中２番目），責任著者』
(5) 掲載誌等・巻・号（発行所・出版社等）
発表学会誌等は，その名称の他，巻・号（又は VOL. No.）等まで記入してください。
なお，海外の発行所・出版社等から発表した場合は，発行所・出版社等の後に国名を記入
してください。
(6) 最初と最後の頁（ページ）
共著の場合は，全ページ数を記入した上で，担当ページ及び担当部分のタイトルを記
入してください。
※ ＷＥＢ上に公開される電子ジャーナル等に掲載する学術論文については，文字数（単
語数）を記入してください。
※ 共同研究等により，本人の担当部分（ページ）を抽出することが困難な場合は，その
旨を明記してください。
【記入例】 『共同研究につき担当部分抽出不可』『全頁共同執筆』

４

翻訳・書評・作品等
専門分野に関連する主要なもの（５本を超える場合は，記入欄の最後に『ほかＸＸ件』と
記入し，省略しても構いません）について，
「著書，学術論文」と同じ要領で記入してくださ
い。なお，翻訳及び書評については，原著者名を記入してください。

５

学会発表
専門分野に関連する主要なもの（５本を超える場合は，記入欄の最後に『ほかＸＸ件』と
記入し，省略しても構いません）について，
「発表年月」
「タイトル」
「発表者名（共同発表の
場合は発表代表者名も記入）
」「発表学会」
「開催地」を記入してください。

６

その他研究上の活動における特筆すべき事項
上述の業績の他に，研究上の活動における特筆すべき事項がある場合のみ，この欄に記入
してください。特にない場合は，
「なし」と記入してください。
以

上

2021 年 4 月 明治大学大学院事務室
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