
フリガナ Name in Katakana Photograph　写真 年　Year 月 Month

2003 8

Size 2005 5

Length　3.6 ～ 4.0cm 2008 12

Width 2.4 ～ 3.0cm

 〒　460-0008

年  Year 月　Month

2001 3

2001 6

2004 3

配偶者　I have a spouse 配偶者
ハイグウシャ

　の扶養
フヨウ

義務
ギム

　  Yes ・  No
Support obligation of spouse

年 Year 月　Month ※
　　　

  有
アリ

  ・  無
　　　ナシ

　 Yes  ・   No

2005 5       ※　　有
アリ

    ・  無
ナシ

2009 12

2010 5

2010 6

2012 8

2013 1

2013 4 　□□ コウギョウ　　ザイショクチュウ

　ライニチ

職　歴　Work history

　△△ビョウイン　（フィリピン）　ニュウシャ

　　カイゴ

Describe if you have requests in job types, working hours, place of employment and others

　○○ カブシキガイシャ　　ニュウシャ ザンギョウガ　デキマス。ケンコウデス。

　ＴＶブヒン　ケンサ

　○○ カブシキガイシャ　　タイシャ

　□□ コウギョウ　　ニュウシャ

　△△ビョウイン　（フィリピン）　タイシャ 本人
ホンニン

　希望
キボウ

　記入
キニュウ

　欄
ラン

　（特
トク

に職種
ショクシュ

・　勤務
キンム

時間
ジカン

・勤務
キンム

地
チ

・その他
ホカ

の希望
キボウ

があれば記入
キニュウ

）

　クルマブヒン　ヨウセツ、プレス

　××　チュウガッコウ　（フィリピン）　ソツギョウ トテモ　スキナ　シゴトデス。　ガンバリタイデス。
　　　      約

ヤク

　　1　　時間
ジカン

　　　　分
ブン

　△△　コウコウ　（フィリピン）　ニュウガク 扶養
フヨウ

家族
カゾク

数
スウ

　（配偶者
ハイグウシャ

　を除
ノゾ

く）

　△△　コウコウ　（フィリピン）　ソツギョウ
　Number of dependents (excluding spouse)

2　人 personas

電話番号　Telephone　　　　―　　　　―

志望の動機・特技・アピールポイント等 通勤　時間   Commute time

学　歴　Educational background (Reasons for application / special skills / selling points etc.) 　     　   Approx.          Hours          Minutes

連絡先（現住所以外に連絡を希望する場合のみ記入）　Other contact address if necessary

　在留　期限     Terms of validity of Visa
     　      Year 　   　   Month　　  　  Day

　         　2020　年　　　　11       月　　　7　日
〒

携帯　番号　Cellular Phone
　　3　年

ネン

　　1　カ月
ゲツ

　在留　資格　 Status of Visa テイジュウシャ
090 ―　　xxxx　　― xxxx

1985 年
ネン

　　　1　月
ガツ

　　　1　日
ニチ

生
ウマレ

　　　(満
マン

　　33　才
サイ

) 男
オトコ

　   /　　女
オンナ

電話　番号　Telephone

052 ―　264　　　― xxxx

　在日　年数　  Years and months of residence in Japan

  Year           Month

　アイチケン　ナゴヤシ　ナカク　サカエ４－１－１　　チュウニチビル１２Ｆ

 現住所　Residential address

生年月日  Date of birth
 ※ ニホンゴノウリョクシケン ４キュウ

　　　　　     Year　             Month　　　　　 Day　　       　 Age Males  　/    Female

氏　名　Full name

Johnson Amanda
フツウジドウシャメンキョ

ヘルパー 2キュウ

 　　                            Year     　　  Month  　    Day

履　歴　書　Resume              　　                     　   　   2018  年　　６　月　１　日　現在

ジョンソン　　　　　　　アマンダ
免許　・資格　Qualifications/Licenses

< Educational background > 
Year/month of enrollment and graduation 
of school. 
 

Junior high school graduate:チュウガッコウ ソツギョ

ウ  
 

High school admission : コウコウ ニュウガク  
 

High school graduate:  コウコウ ソツギョウ   

 

University admission: ダイガク ニュウガク      
 

< Work history > 
Please write the year and month of 
landing in Japan and your work history. 
Write in chronological order from old to 
new. (Indicate your job history back home 
and in Japan separately.) 
 
Vocabulary 

Joining a company:  ニュウシャ 

Resigning from a company: タイシャ  

Currently working for  the company: ザイショクチュ

ウ 

Scheduled to resign from a company: タイショクヨテ

イ 
 
Terms 

Assembly of  xxx    xxx ノ クミタテ 

Inspection of  xxx   xxx ノ  ケンサ       

Visual  inspection   モクシケンサ    

Manufacture of  xxx   xxx ノ  セイゾウ          

Processing of xxx    xxx ノ カコウ        

Packing of xxx   xxx ノ コンポウ 

Disassembly of xxx   xxx ノ カイタイ 

Welding of xxx    xxx ノ ヨウセツ 

NC lathe   ＮＣセンバン  

Press   プレス 

 

Car parts   クルマブヒン   

Metal parts   キンゾクブヒン    

Electronic parts   デンシブヒン    

Electronic appliance   デンカセイヒン    

Machine   キカイ   

 

Production of Obento    ベントウ ノ セイゾウ 

Service    セッキャク  

Cooking/food preparation   チョウリ  

Dish wash   サラアライ  

Hotel cleaning   ホテル  ノ  セイソウ  

Write down the reason of application. (This is important.) 
Examples 
I have experience in the field of ○○, and that is why I have applied. I will make my best effort.   

○○ノ ケイケンガ アルノデ オウボ  シマシタ。 ガンバリマス。 
 

I am fond of this job, and will do my best if employed. 

トテモ スキナシゴトデス。 ガンバリタイデス。 
 

I desire to work hard as an employee. 

シャイントシテ シッカリ ハタラキタイデス。 
 

I have applied to this post because I live close to the company and believe that I can work for a 
long term.  

イエカラ チカイノデ、ナガク ハタラキタイト オモイ、 オウボ シマシタ。 

Personal requests (if any). 
Examples: 

I can do overtime work. ザンギョウガ デキマス。  I am healthy.  ケンコウデス。 
 

I would like to work from ○a.m./p.m. to   △ a.m./p.m.  ○ジカラ △ジマデノ シゴトヲ キボウシマス。 
 

I would like to work from  ○ day to △ day every week.   ○ヨウビカラ △ヨウビノ シゴトヲ キボウシマス。 
I have to pick up my child at ○a.m./p.m. Therefore, I can work until △ a.m./p.m. 

コドモノ オムカエガ ○ジ ナノデ △ジマデ ハタラケマス。 
 

I can take night shift. ヤキン デキマス。 I can work on weekends. シュウマツ ハタラケマス。 
 

I would like to be eligible for employment insurance.  コヨウホケンニ ハイリタイデス。 
 

Your residential status. 
エイジュウシャ: Permanent resident  

テイジュウシャ: Long term resident 

ニホンジンノハイグウシャトウ: Spouse or 

child of Japanese national   

エイジュウシャノハイグウシャト

ウ:Spouse or child of permanent resident 

 カゾクタイザイ: Dependent 

トクテイカツドウ: Designated activities 

 
If you have become a naturalized citizen 
in Japan, please specify  

○(year) ネンニ、キカシマシタ。  

to indicate that you are a naturalized 
citizen. 

License or qualification acquired. 

シュウロウジュンビケンシュウ ニホンゴレベル１: 

Training Course for Employment Preparation of Workers LEVEL1    
 

フツウジドウシャメンキョ: Driver's license      フォークリフトメンキョ:Forklift license   
 

クレーン メンキョ: Crane license          ヘルパー ２キュウ: Home Helper (care attendant) LEVEL2   
 

ニホンゴノウリョクシケン ４キュウ: Japanese Language Proficiency Test LEVEL4   

End of residence period. 

 

Circle "有" (Yes) or "無" (No)  
to notify if you have a spouse.   

 

Write the number of dependents.  
 
Who are your dependents? 
They are your children, parents, etc. 
whom you have to support financially.  

Paste your ID photo. 
     (Taken within 3 months)  
 

Circle "yes" when your spouse 's annual income is 
lower than 1.3 million yen. 
When your spouse earns 1.3 million yen or higher in a 
year, circle "no".  

Lower than ￥1,300,000  → circle  "有" (Yes). 
￥1,300,000 or higher    → circle  "無" (No). 

 

 This is an important document for 
the screening process.  

Please write carefully and neatly.  
Date of submission 

DO NOT FOLD. KEEP IT NEAT. Make sure your resume is nicely prepared to give good impression to the employer.


