
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
(Año)

月
(Mes)

 ふりがな

ふりがな

配偶者
(Cónyuge)

配偶者の扶養義務
(Responsabilidad de mantenció

n)

   　　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。

(Currículum Vitae) (Fecha actual)

連絡先 (Rellene solo cuando desee tener comunicación aparte de su domiclio actual）

(Pronunciación en Hiragana)

 (Nombre y apellido)

男・女
(Sexo)  M/F

 電話(Teléf.)

 メールアドレス(e-mail)

(Pronunciación en 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

(Pronunciación en Hiragana)

現住所

〒
(Domicilio actual)

年　　月　　日生　（満　　歳）
 Fecha de nacimiento: año, mes, día (edad)

ふりがな

月
(Mes)

年
(Año)

 電話(Teléf.)

 メールアドレス(e-mail)

年
(Año)

月
(Mes)

学　歴・職　歴（各別にまとめて書く）
Estudios realizados y experiencia profesional (Escriba agrupadamente)

記入上の注意

(Motivo de postulación, habilidades, intereses, cualidades, etc.)

　志望の動機、特技、好きな学科、アピールポイントなど

学　歴・職　歴（各別にまとめて書く）
Estudios realizados y experiencia profesional (Escriba agrupadamente)

資　格・免　許
Licencias y títulos

 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
(Sí/No)

有・無
(Sí/No)

(Escribir en caso de tener pretensiones de salario, tipo, horario, lugar de trabajo y otras preferencias)

　扶養家族数（配偶者を除く）

　通勤時間
(Tiempo de desplazamiento)

1.Rellene con un bolígrafo negro o azul, no con lápiz.  2.Utilice los números árabes y escriba con letra legible.Indicaciones al
rellenar:

約　　時間　　分
(Aprox.  horas, minutos)

 Nro. de familiares a mantener

(excepto cónyuge)         人

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

Foto

36～40 mm de largo,

24～30 mm de ancho,

Retrato de busto,

Escriba su nombre  



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

①Básicamente llenar con un bolígrafo negro　　②Si comete un error vuelva a escribir　　③El año comforme al calendario occidental　　④Completa todos los campos

履　歴　書    　　２０２０年　５月　１日現在 学　歴・職　歴（各別にまとめて書く）

　　こくさい　　 てぃあ  ようこ

氏  名 　Kokusai  Tia Yoko

１９８８年１０月１日生　（満３１歳） 男・㊛

とちぎけん　うつのみやし　ほんちょう  電話
０２８－６２１－０７７７

現住所

〒３２０－００３３

　栃木県宇都宮市本町９－１４
 メールアドレス
 tia@tia21.or.jp

年 月 資　格・免　許
ふりがな  電話

2016 2 　普通自動車第一種免許 取得
連絡先

〒　　　　　　　　　　　　　　　（現住所以外に連絡を希望する場合のみ記入）

　　同　上
 メールアドレス

　日本語能力試験（JLPT）N2 合格

2017 3 　TOEIC公開テスト750点取得
年 月 学　歴・職　歴（各別にまとめて書く）

学 歴

2006 12 　サンパウロ高等学校卒業

2007 3 　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 　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）

　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。

約　　時間　４５分　サンパウロ大学経済学部経済学科卒業

　扶養家族数（配偶者を除く）

職 歴 ０人　

　株式会社サンパウロ銀行 入社

　　融資担当
有・無 有・無

2015 6 　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）

2015 10 　○○株式会社 入社  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）

　　製造ライン　組立・検査業務 　貴社の規定に従います。

　結婚に伴い退職

　専業主婦として子育てに専念

　現在に至る

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

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。

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

Fecha del día de env
ío o de entrega ●Fotografía

Formal, tomada
dentro de los 3
meses.
●Escriba su
nombre al reverso
de la fotografía.

Escriba su nombre como
este en su tarjeta de
residencia（Puede usar
nombre común）

Edad al conteo del
estilo japonés（0
años cuando nace）

Encierre con
un circulo

Si tiene la licencia de
automóvil japonesa
escriba de esta asi.

Si el contacto tiene la misma
dirección actual escriba
「Igual que arriba」

Escriba un documento que
demuestre su nivel de japonés

Escriba si tiene algún
titulo que le pueda ser
útil para trabajar

●Se puede omitir la descripción de la
educación obligatoria.
●Escriba, Desde antes de la formación acadé
mica final（Si eres graduado universitario ,
desde la graduación de secundaria）
●Para las escuelas secundarias,escuelas
vocacionales,colegios universitarios
,colegios de tecnología,universidades etc.
tanto el año de admisión como el año de
graduación ,escriba el departamento y la
especialidad.
●Si abandonas o tomas permiso de ausencia
escriba el motivo.

●Escriba su tipo de
personalidad y si tiene
pasatiempos o habilidades
especiales que le permiten
hablar con el entrevistador●Es
mejor si el contenido es útil
para el trabajo.

●Escriba el tiempo  de traslado más rápido de
su casa al trabajo.A cada 5 minutos.
●Generalmente se usa el transporte público、
en el caso de una empresa que permita automó
vil privado escriba「Uso de coche privado」

●No te incluyas en el número de
dependientes
●Si el hijo es dependiente del
cónyuge mientras trabaja en
pareja,el hijo no podrá incluir
como su dependiente
●Si tiene 75 años o más no
cuente como dependiente.

Escriba el nombre oficial
de la empresa

Escriba de qué tipo de
trabajo estaba a cargo

Encierre si tiene esposo u
esposa con un ○ en 「hay」

●Si el trabajo que está solicitando
tiene varios locales ,escriba el
local de trabajo deseado.
●Si no tiene una solicitud
particular escriba「Seguiré el
reglamento de la compañía」

Si el ingreso anual del
 cónyuge es de 1.3
millones de yenes o más
no hay obligación de
colocar como
dependiente.Marque con
un ○ como 「no hay」

●Escriba,Si renuncia a la empresa por matrimonio
「Retirado por matrimonio」
●Si no has trabajado después del matrimonio y si eres
mujer「Dedicada a Ama de casa（educadora）」

Al final
escriba、「Eso es
todo」

Escriba ,Si renuncia por su propia conveniencia「Retirado
por circunstancias personales」、Si el trabajador temporal
renuncia después de que expire el período de contrato
「Retirado al vencimiento del período de contrato」、Si
renuncia debido a una reestructuración o quiebra「Retirado
por razones de la compañia」


