
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
(ปี)

月
(เดือน)

 ふりがな

ふりがな

配偶者
(คูส่มรส)

配偶者の扶養義務
(หนา้ท่ีเล้ียงดูคูส่มรส)

　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(เวลาเดินทางไปท างาน)

約　　時間　　分
ประมาณ  ชัว่โมง นาที

 จ านวนครอบครัวท่ีเล้ียงดู(นอกจากคูส่มรส)

                               人

　扶養家族数（配偶者を除く）

有・無
มี/ไม่มี

有・無
 มี/ไม่มี

เขียนความตอ้งการลงในช่องวา่งน้ี(ส าหรับเงินเดือน ประเภท ช่วงเวลาการท างาน สถานท่ีท างาน และอ่ืนๆ)

 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）
 วนัเกิด: ปีเกิด/เดือน/วนั (อาย)ุ

ふりがな

学　歴・職　歴（各別にまとめて書く）
การศึกษา・ประสบการณ์ในอาชีพ(เขียนรวมกนัทุกประสบการณ์)

資　格・免　許
ใบสุทธิ・ใบอนุญาต

(แรงจูงใจการสมคัรงาน ความสามารถพิเศษ วิชาเรียนท่ีชอบ ความสนใจพิเศษ และอ่ืนๆ)

記入上の注意

 電話(เบอร์โทรศพัท)์

 メールアドレスอีเมลล์

年
(ปี)

月
(เดือน)

学　歴・職　歴（各別にまとめて書く）
การศึกษา・ประสบการณ์ในอาชีพ(เขียนรวมกนัทุกประสบการณ์)

月
(เดือน)

年
(ปี)

男・女
(ชาย/หญิง)

 電話(เบอร์โทรศพัท)์

 メールアドレスอีเมลล์

(การอ่านออกเสียงฮิระงะนะ)
〒　　　　　　　　　　　　　　　（現住所以外に連絡を希望する場合のみ記入）

履　歴　書

氏  名

(การอ่านออกเสียงฮิระงะนะ)

現住所

〒
(ท่ีอยูปั่จจุบนั)

   　　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。

หมายเหตุเก่ียวกบัการเติม ๑. เขียนตวัอยา่งประวติัยอ่ใชป้ากกาสีด าหรือสีฟ้านอกจากดินสอ　　๒. ส าหรับตวัเลข ตอ้งเขียนตวัเลขอารบิก และตวัหนงัสือไมห่กัลงและอยา่งแน่นอน

(ประวตักิารท างาน) (วนัที(่ปัจจุบนั))

連絡先 (ท่ีอยูอ่ื่นๆนอกจากท่ีอยูปั่จจุบนั）

(การอ่านออกเสียงฮิระงะนะ)

(ช่ือ-นามสกุล)

写真をはる位置

ท่ีใส่รูปถ่ายตวั
写真をはる必要が

ある場合

กรณีท่ีตอ้งใส่รูปถ่ายตวั
1. 縦 36～40mm

横 24～30mm

1. ยาว 36～40mm

กวา้ง 24～30mm

2.本人単身胸から上

2.รูปถ่ายตวัขา้งบนหนา้อก
3.裏面のりづけ



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

①เตมิปากกาลกลืน่สดี าโดยท ัว่　　②เขยีนซ า้เม ือ่คณุเขยีนผดิ　　③ปีทีต่กลง　　④กรอกขอ้มลูทกุรายการ

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

วนัทีข่องวนัทีน่ ำส่งจดหมำย
●รปูถ่ำยถกูถ่ำยอย่ำง
เป็นทำง
กำรภำยใน 3 เดอืน
●เขยีนชือ่ของคณุ
ทีด่ำ้นหลงัของภำพถ่ำย

ป้อนชือ่ของคณุในล ำดบัเดยีวกบับตัร
ประจ ำตวัผูพ้ ำนกัของคณุ (หรอืทีเ่รยีกวำ่
ชือ่ของคณุ

（อำยุเป็นวธิกีำรนบัแบบ
ญี่ปุ่ น (เกดิเมือ่อำย ุ0 
ปี)

วงกลมหนึ่งในนัน้

หำกผูต้ดิต่อมทีีอ่ยู่ปัจจุบนัเหมอืนกนัใหป้้อน  
         เหมอืนขำ้งบน

●เกีย่วกบัวฒุกิำรศกึษำอำจกล่ำวถงึกำรศกึษำภำคบงัคบั
●โดยทัว่ไปกรอกจำกระดบักำรศกึษำล่ำสุด (ตวัอย่ำงเชน่ถำ้คณุจบกำรศกึษำจำกโรงเรยีน
มธัยมจบกำรศกึษำจำกโรงเรยีนมธัยม)
●ส ำหรบัโรงเรยีนมธัยมโรงเรยีนอำชวีศกึษำ
วทิยำลยัจูเนยีรว์ทิยำลยัเทคโนโลยมีหำวทิยำลยั 
ฯลฯ
 
เขยีนปีของกำรรบัสมคัรและปีทีส่ ำเรจ็กำรศกึษำดว้ยกนัและกรอกขอ้มลูในแผนกและแผนก 
(หลกั)
●หำกคณุลำออกหรอืลำหยุดงำนเพยีงระบุเหตุผล

ป้อนชือ่อย่ำงเป็นทำงกำรของ 
บรษิทั

ระบุประเภทงำนทีค่ณุรบัผดิชอบ

●หำกคณุลำออกจำก บรษิทั เนื่องจำกกำรแต่งงำนใหป้้อน 
"เกษยีณอำยุดว้ยกำรแต่งงำน"
●หำกคณุไมไ่ดท้ ำงำนหลงัจำกแต่งงำนใหก้รอก "ฉนัเป็นแมบ่ำ้น
เตม็เวลำ (และกำรเป็นพอ่แม)่" ถำ้คณุเป็นผูห้ญงิ

หำกพนกังำนชัว่ครำวหยุดท ำงำนเนื่องจำกกำรหมดอำยุของสญัญำใหป้้อน "เกษยีณเมือ่ครบก ำหนด
ระยะเวลำสญัญำ" และหำกกำรลำออกเนื่องจำกกำรปรบัโครงสรำ้งหนี้หรอืลม้ละลำยใหป้้อน "เกษยีณ
เนื่องจำกเหตุผลของ บรษิทั "

ในตอนทำ้ยเขยีน "มำกกวำ่"

หำกคณุมใีบขบัขีร่ถยนตข์องญี่ปุ่ นให้
กรอกดงันี้

กรอกขอ้มลูใด ๆ ทีพ่สิจูน์ระดบัภำษำญี่ปุ่ นของคณุ

เตมิเนื้อหำทีม่แีนวโน้มวำ่จะเป็นประโยชน์
ส ำหรบักำรท ำงำนกบัคณุสมบตัทิีค่ณุมอียู่

●เวลำเดนิทำงเป็นเวลำทีเ่รว็ทีสุ่ดในกำรเดนิทำงจำกทีบ่ำ้นและเขำ้สูห่น่วยเวลำ 5 
นำที
●โดยทัว่ไปแลว้ถงึเวลำทีจ่ะใชร้ะบบขนส่งสำธำรณะ แต่ถำ้ บรษิทั อนุญำตรถยนต์
ส่วนตวัใหป้้อน "ใชร้ถยนตส์่วนตวั"

●อย่ำรวมตวัคณุเองในจ ำนวนผูต้ดิตำม
●หำกเดก็เป็นผูท้ีอ่ยู่ในควำมดแูลของคูส่มรสในฐำนะคู่
สมรสลกูจะไมร่วมอยู่ในจ ำนวนผูต้ดิตำม
●หำกคณุมอีำยุ 75 ปีขึน้ไปอย่ำนบัเป็นผูต้ดิตำม

●ป้อนถำ้คณุมบุีคลกิภำพและมงีำนอดเิรกหรอื
ทกัษะพเิศษทีช่ว่ยใหค้ณุสำมำรถพดูคยุกบัผู้
สมัภำษณ์
●หำกเนื้อหำมปีระโยชน์ส ำหรบักำรท ำงำนของ
คณุจะดกีวำ่

●หำกงำนทีค่ณุสมคัรมหีลำยต ำแหน่งงำนใหป้้อนสถำนทีท่ ำงำนที่
ตอ้งกำร
●หำกไมม่คี ำขอเฉพำะใหป้้อน "ฉนัจะปฏบิตัติำมขอ้บงัคบัของคณุ"

ใชถ่ำ้คณุมคีูส่มรส (สำมหีรอื
ภรรยำ)○

หำกรำยไดต่้อปีของคู่
สมรสคอื 1.3 ลำ้นเยน
ขึน้ไปไมม่ภีำระผกูพนัใน
กำรสนบัสนุน○○


