
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
(Ano)

月
(Mês)

 ふりがな

ふりがな

配偶者
(Cônjuge)

配偶者の扶養義務
(Cônjuge dependente)

　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
(Tempo de deslocamento)

約　　時間　　分
Em torno de   hora   minuto

No. de dependente (Exceto cô
njuge)

人

　扶養家族数（配偶者を除く）

有・無
Sim/Não

有・無
Sim/Não

Espaço para escrever preferências (especialmente salário, tipo de cargo, horário, local de
trabalho,e outras preferências caso haja)

 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）

年　　月　　日生　（満　　歳）
Data de nascimento: Ano, mês, dia (idade)

ふりがな

学　歴・職　歴（各別にまとめて書く）
Histório escolar e carreira profissional (escrever separadamente)

資　格・免　許
Qualificações e habilitações

(Indique o motivo da candidatura, habilidades, preferências quanto
ao cargo, qualificações e etc)

記入上の注意

 電話(TEL)

 メールアドレス(E-mail)

年
(Ano)

月
(Mês)

学　歴・職　歴（各別にまとめて書く）
Histórico escolar e carreira profissional (escrever separadamente)

月
(Mês)

年
(Ano)

男・女
(M/F)

 電話(TEL)

 メールアドレス(E-mail)

(Pronúncia em hiragana)

〒　　　　　　　　　　　　　　　（現住所以外に連絡を希望する場合のみ記入）

履　歴　書

氏  名
Nome

(Pronúncia em hiragana)

現住所
Endereço
atual

〒

Cuidados ao
preencher

1.Preencha com caneta preta ou azul, exceto lápis. 2.Utilize números arábicos, letra legível e
corretamente.

   　　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。

Curriculun Vitae (Data)

連絡先
Contatos

             (Preencher somente se desejar que o contato seja além do endereço atual）

(Pronúncia em hiragana)

 

写真をはる位置 colar a foto aqui

写真をはる必要が

ある場合 Caso haja necessidade 

de colar a foto

Tamanho da foto 3X4 cm

2.本人単身胸から上 foto acima 

do peito e sozinho

3.裏面のりづけ

,

Escrever seu nome 

atr@a da foto



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

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

①Preencher com caneta esferográfica preta　　②Em caso de rasura, favor reescrever　　③Data(ano)conforme calendário ocidental　　④Preencher todos os campos

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

Data do envio pelo
correio ou entrega
em mãos

●Foto recente de
3 meses e de
preferência com
traje formal.
●Escrever o nome
no verso da foto.

Escrever o nome conforme o
Cartao de residência
（Tsusho mei também é vá
lido）

Contagem da idade em
estilo japonês (Quando
nasce é contado zero）

Circule uma
das opções

Se o contato for o mesmo do endereço
atual, escreva "o mesmo que
acima(doujou)"conforme o modelo

●Na formação acadêmica, a escolaridade básica
poderá ser omitida.
●Escrever as duas últimas formações acadêmicas
（Por exemplo se tiver formação superior, escrever
a partir da formação do 2o.grau）
●Além do ano de início e graduação escrever també
m o departamento e especialização em escola de 2o.
grau, escola técnica, faculdade de curto prazo e
universidades.
●Caso tenha abandonado ou trancado a matrícula,
escrever resumidamente o motivo.

Escrever o nome
oficial da empresa

Especificar o tipo de trabalho
que era encarregado

●Se parou de trabalhar devido a casamento, escrever
conforme o modelo「Kekkon ni tomonai taishoku」
●Se for mulher e se não estava trabalhando após o
casamento, escrever conforme o modelo「Sengyo shufu to
shite kosodate ni sennen」

Se parou de trabalhar por sua conveniência, escrever
conforme o modelo「Ishin jouno tugou ni yori taishoku」, se
era empregado temporário e parou pelo término do
contrato,escrever conforme o modelo「Keiyaku kikan manryo
ni tsuki taishoku」,em caso de reestruturação ou falência
da empresa, escrever conforme o modelo「Kaisha tugou ni
yori taishoku」.

No final escrever
conforme o
modelo,「Ijou」

Caso tenha a carteira de
habilitação japonesa,
escrever conforme o modelo

Caso tenha documento que
comprove o seu nível de japonês,
escreva conforme o modelo

Caso tenha qualifiacações que
possam ser úteis para o trabalho
mencione neste local

●Tempo de deslocamento mais rápido de sua casa até a
empresa,escrever a cada 5 minutos.
●Geralmente deverá utilizar transporte público, poré
m caso a empresa autorize utilizar carro particular,
escreva conforme o modelo,「Jikayousha shiyou」

●Não se inclua no no. de
dependentes
●Se o casal trabalha e o filho est
á como dependente do cônjuge não
poderá incluir como seu dependente.
●Pessoa com idade acima de 75 anos
não poderá incluir como dependente

●Caso tenha habilitações ou
hobbies que ache pertinente
mencionar ao recrutador para uma
boa conversa escreva aqui.
●Melhor ainda se o conteúdo for ú
til para o trabalho

●Se o trabalho para o qual está se
candidatando tiver vários locais de trabalho,
insira o local de trabalho desejado.
●Caso não tenha nenhum pedido específico,
escreva conforme o modelo "Cumprirei os
regulamentos da sua empresa"「Onsha no kitei
ni shitagaimasu」

Se tem um cônjuge、
marcar em sim (有)

Se a renda anual do cô
njuge for acima de 1
milhão e 300 ienes não
há obrigação de incluir
como dependente. Nesse
caso marcar em não (無)


