
年 月

 ふりがな

ふりがな

配偶者 配偶者の扶養義務

 電話

 電話

履　歴　書

氏  名

現住所

〒

   　　年 　　 月 　　日現在

男・女年　　月　　日生　（満　　歳）

月年

 メールアドレス

年 月 学　歴・職　歴（各別にまとめて書く）

 メールアドレス

記入上の注意 １．鉛筆以外の黒又は青の筆記具で記入。　　２．数字はアラビア数字で、文字はくずさず正確に書く。

〒　　　　　　　　　　　　　　　（現住所以外に連絡を希望する場合のみ記入）

連絡先

ふりがな

学　歴・職　歴（各別にまとめて書く）

資　格・免　許

約　　時間　　分

人　

　扶養家族数（配偶者を除く）

　志望の動機、特技、好きな学科、アピールポイントなど 　通勤時間

有・無 有・無

 本人希望記入欄（特に給料・職種・勤務時間・勤務地・その他についての希望などがあれば記入）

写真をはる位置

写真をはる必要が

ある場合

1. 縦 36～40mm

横 24～30mm

2.本人単身胸から上

3.裏面のりづけ



年
(Year)

月
(Mo.)

 ふりがな

ふりがな

配偶者
(Have a spouse)

配偶者の扶養義務
(Have duty of spouse

support)

1. Use a black or blue pen. 2. Figures have to be written in arabic numeral.

   　　年 　　月 　　日現在

１．鉛筆以外の黒又は青の筆記具で記入。　　２．数字はアラビア数字で、文字はくずさず正確に書く。

(Resume) As of             year    Month     Day     

連絡先
(Contact
address)

(In the case you want a contact which is different from current address）

(Hiragana pronunciation)

男・女
(Male/Female)

 電話(TEL)

 メールアドレス(E-mail)

(Hiragana pronunciation)

〒　　　　　　　　　　　　　　　（現住所以外に連絡を希望する場合のみ記入）

履　歴　書

氏  名
(Name)

(Hiragana pronunciation)

現住所
(Current
address)

〒

月
(Mo.)

年
(Year)

 電話(TEL)

 メールアドレス(E-mail)

年
(Year)

月
(Mo.)

学　歴・職　歴（各別にまとめて書く）
Academic records, work experiences (Write collectively for each)

記入上の注意

(Objective of application, special skills, interests, favorite
subjects, strong points etc.)

年　　月　　日生　（満　　歳）
 Birthday:        Year    Month     Day       (age

)

ふりがな

学　歴・職　歴（各別にまとめて書く）
Academic records, work experiences(Write collectively for each)

資　格・免　許
License, certificate, credentials

 本人希望記入欄（特に給料・職種・勤務時間・勤務地・その他についての希望などがあれば記入）

有・無
Yes/No

有・無
Yes/No

(Desirable employment conditions, such as salary, role, working hours, location  and other
preferences)

　志望の動機、特技、好きな学科、アピールポイントなど 　通勤時間(Commuting time)

約　　時間　　分
About      hour,    minute

人　

　扶養家族数（配偶者を除
く）

写真をはる位置

写真をはる必要が

ある場合

1. 縦 36～40mm

横 24～30mm

2.本人単身胸から上

3.裏面のりづけ

Portrait
36～40 mm long,

24～30 mm wide,
Bust shot,

Write your name  on 



年 月

 ふりがな

ふりがな

2016 10

2011 12

2012 1 配偶者 配偶者の扶養義務

2017 12

有・無 有・無

　貴社の規定に従います。

 本人希望記入欄（特に給料・職種・勤務時間・勤務地・その他についての希望などがあれば記入）

2

　日本語能力試験（JLPT）N2 合格

　ブラジル人（日系三世）です。明るい性格で、接客
する仕事が好きなので貴社を志望いたしました。趣味
はテニスです。○○市で活動しているサンバ団体「○
○○」に所属しています。日本語能力試験N1合格を
目指して勉強中です。

　一身上の都合により退職（契約期間満了につき退職、会社都合により退職）

約　　時間　４５分

０人　

　扶養家族数（配偶者を除く）

　志望の動機、特技、好きな学科、アピールポイントなど 　通勤時間（自家用車使用）

　TOEIC公開テスト750点取得

ふりがな

連絡先
　　同　上

　サンパウロ大学経済学部経済学科卒業

3

　普通自動車第一種免許 取得2016

学 歴

学　歴・職　歴（各別にまとめて書く）

資　格・免　許月

2006

〒　　　　　　　　　　　　　　　（現住所以外に連絡を希望する場合のみ記入）

年 月 学　歴・職　歴（各別にまとめて書く）

 メールアドレス

職 歴

　　融資担当

　株式会社サンパウロ銀行 入社

12

2007 3

　サンパウロ高等学校卒業

年

　結婚に伴い退職

１．鉛筆以外の黒又は青の筆記具で記入。　　２．数字はアラビア数字で、文字はくずさず正確に書く。

2015

　サンパウロ大学経済学部経済学科入学

　　マーケティング理論専攻

6

記入上の注意

　　製造ライン　組立・検査業務

　専業主婦として子育てに専念

　現在に至る

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

2015 10 　○○株式会社 入社

 メールアドレス
 tia@tia21.or.jp

2017

 電話

　　こくさい　　 てぃあ  ようこ

　Kokusai  Tia Yoko

 電話
０２８－６２１－０７７７

①基本的に黒のボールペンで記入する　　②書き間違えたら書き直す　　③年は西暦でOK　　④すべての項目に記入する

履　歴　書

氏  名

とちぎけん　うつのみやし　ほんちょう

現住所

〒３２０－００３３

　栃木県宇都宮市本町９－１４

   　　２０２０年　５月　１日現在

男・㊛１９８８年１０月１日生　（満３１歳）

写真をはる位置

写真をはる必要が

ある場合

1. 縦 36～40mm

横 24～30mm

2.本人単身胸から上

3.裏面のりづけ

郵送または持参す
る当日の日付 ●写真は3か月

以内になるべ
くフォーマル
で撮ったもの
●写真の裏面
に氏名を書く

氏名は、在留カードと
同じ順番で記入する
（通称名でもOK）

歳は日本式の数
え方（生まれた
ときは０歳）

どちらかに
○をつける

連絡先が現住所を同じなら
「同上」と記入する

●学歴は、義務教育の記載は省いてもよい
●一般的に最終学歴のひとつ前から（例え
ば、大卒だったら高校卒業から）記入する
●高等学校、専門学校、短期大学、高等専
門学校、大学などは、入学年次と卒業年次
を併記するとともに、学部、学科（専攻）
まで記入する
●中退や休学した場合は簡潔に理由を記入
しておく

会社名は正式名称を
記入する

どのような仕事を担当してた
のかを記入する

自分の都合で辞めた場合は「一身上の都合により退
職」、派遣社員が契約期間満了で辞めた場合は「契
約期間満了につき退職」、リストラや倒産によって
辞めた場合は「会社都合により退職」と記入する

●結婚を理由に会社を辞めた場合は
「結婚に伴い退職」と記入する
●結婚後、仕事をしていなかった場
合、女性なら「専業主婦（として子育
て）に専念」と記入する

最後に、「以上」
と記入する

日本の自動車免許を
持っていれば、この
ように記入する

自分の日本語のレベルを証明
するものがあれば記入する

持っている資格で仕事
に役に立ちそうな内容
は積極的に記入する

●通勤時間は、自宅から会社に着くまでの最速
時間で、5分単位で記入する
●基本は公共交通機関を利用する時間だが、自
家用車が認められた会社の場合、「自家用車使
用」と記入する

●扶養家族数に自分自身は含め
ない
●夫婦共働きで、子どもが配偶
者の扶養に入っている場合、子
どもは扶養家族数に含めない
●年齢が75歳以上の人の場合
は、扶養家族数に含めない

●人柄が分かり、面接担当
者と話が弾むような趣味や
特技を持っている場合は記
入する●仕事に役に立つ内
容であればなおよい

●応募する求人に勤務地が複数ある
場合などは、希望する勤務地を記入
する
●特に希望がない場合は「貴社の規
定に従います」と記入する

配偶者（夫または
妻）がいれば有に○

配偶者の年収が
130万円以上の
場合、扶養義務
は無に○



年 月

 ふりがな

ふりがな

2016 10

2011 12

2012 1 配偶者 配偶者の扶養義務

2017 12

①Use a black pen　　②Start over writing a resume if you made a mistake　　③Write year in A.D. or Japanese calendar　　④Fill in all the items

履　歴　書

氏  名

とちぎけん　うつのみやし　ほんちょう

現住所

〒３２０－００３３

　栃木県宇都宮市本町９－１４

   　　２０２０年　５月　１日現在

男・㊛１９８８年１０月１日生　（満３１歳）

　　こくさい　　 てぃあ  ようこ

　Kokusai  Tia Yoko

 電話
０２８－６２１－０７７７

2015 10 　○○株式会社 入社

 メールアドレス
 tia@tia21.or.jp

2017

 電話

6

記入上の注意

　　製造ライン　組立・検査業務

　専業主婦として子育てに専念

　現在に至る

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

年

　結婚に伴い退職

１．鉛筆以外の黒又は青の筆記具で記入。　　２．数字はアラビア数字で、文字はくずさず正確に書く。

2015

　サンパウロ大学経済学部経済学科入学

　　マーケティング理論専攻

職 歴

　　融資担当

　株式会社サンパウロ銀行 入社

12

2007 3

　サンパウロ高等学校卒業2006

〒　　　　　　　　　　　　　　　（現住所以外に連絡を希望する場合のみ記入）

年 月 学　歴・職　歴（各別にまとめて書く）

 メールアドレス

学　歴・職　歴（各別にまとめて書く）

資　格・免　許月

　TOEIC公開テスト750点取得

ふりがな

連絡先
　　同　上

　サンパウロ大学経済学部経済学科卒業

3

　普通自動車第一種免許 取得2016

学 歴

　ブラジル人（日系三世）です。明るい性格で、接客
する仕事が好きなので貴社を志望いたしました。趣味
はテニスです。○○市で活動しているサンバ団体「○
○○」に所属しています。日本語能力試験N1合格を
目指して勉強中です。

　一身上の都合により退職（契約期間満了につき退職、会社都合により退職）

約　　時間　４５分

０人　

　扶養家族数（配偶者を除く）

　志望の動機、特技、好きな学科、アピールポイントなど 　通勤時間（自家用車使用）

 本人希望記入欄（特に給料・職種・勤務時間・勤務地・その他についての希望などがあれば記入）

2

　日本語能力試験（JLPT）N2 合格

有・無 有・無

　貴社の規定に従います。

写真をはる位置

写真をはる必要が

ある場合

1. 縦 36～40mm

横 24～30mm

2.本人単身胸から上

3.裏面のりづけ

The date that you
post or hand in. -A formal

picture that
is taken
within 3
months
-Write your
name on the
back.

Write your name in the same
order as your resident card.
(a legal alias is also OK)

Your age in Japanese
counting. ( your age
is 0 years old when
you are born.)

Circle　男(Male)
or　女(Female.)

If your current address and a
contact address are the same,
write 同上(Same as above.)

●You can omit compulsory education.
●Write your final educational background and one
previous educational background.(ex. if you
graduated from a university, write a high school
degree and a university degree.)
●In addition to departments and majors of your
study, write enrollment and graduation dates of a
high school, a vocational school, a junior
college, a vocational college, a university, etc.
●Write reason simply if you drop out of a
school.

Write official
company names.

Write your job roles.

●If you resign the job because of getting married, write"結
婚に伴い退職"(Resign the job because of getting married.)
●If you don't work after you get married, write "専業主婦
（として子育て）に専念」"(Take a role as a full‐time
homemaker (to take care of my child.))

If you resign your job for personal reasons, write"一身上の都合により退職
"(Resign the job for personal reasons.) If you are a dispatched employee
and resign the job because of termination of a contract term, write "契約
期間満了につき退職"(Resign the job because of termination of a contract
term.) If you resign the job because of corporate reconstruction or
bankruptcy, write "会社都合により退職"(Resign the job due to company
circumstances.)

Write "以上" at
the end.

If you have a Japanese
driving license, write the
same.

Write here if you have
anything that certifies
your Japanese skills.

Write here if you have any
other skills or licenses that
help the job you apply.

●Write commuting time by 5 mins, from your
house to the company on an efficient route.
●If you commute by car, write "自家用車使用
"(Use my own car.)

●Write about you, your
hobbies and skills that make
a good conversation with an
interviewer.
●Write anything that helps
the job you apply.

●Do not include yourself in the
number of a dependent.
●Do not include your child in the
number of a dependent, if your
child depends on your spouse.
●Do not include in the number of
a dependent, if your family is at
the age of 75 years old or above.

●If you have any choice for the
location of a job, write your
preference.
●If you don't have any other thing
to write, write "貴社の規定に従いま
す"(I will follow your company's
regulation.)

If you have a spouse
(husband or wife),
circle "有", if not
"無"

If your spouse's
income is
1,300,000yen or
above a year,
circle "無".


