国際交流基金 アジアセンター
“日本語パートナーズ”派遣事業 略歴書（記入例）
記入年月日：
フリガナ
氏
名

生年月日

出生地
現住所
学

2017 年

コクサイ ハナコ
国際 花子
（必ず戸籍上の氏名を書いてください）

1978 年

10 月

1 日（

＊＊月 ＊＊日

性別：男・女

38 歳）

東京都 （ 日本 ） （都市と国を書いてください）
〒160-0004 東京都新宿四谷 4-4-1
歴（学校名・学部名・専攻名）

（高校卒業時から順に書いてください）

1997

年3

月

○○高等学校卒業

1997

年4

月

●●大学▲▲学部■■学科入学

2000

年3

月

●●大学▲▲学部■■学科卒業

年

月

年

月

職歴（所属機関名・おもな業務）
（主要なものを最大５つまで書いてください。学生のアルバイトは除きます。ない場合は、
「なし」と書いてください）
2000

年4

月～2005 年 3 月

☆☆株式会社

マーケティング部

2005

年4

月～2006 年 1 月

△△△△日本語学校非常勤講師

年

月

年

月

年
月
日本語教授歴（外国での経験を含みます。ない場合は、
「なし」と書いてください）
1999

年 10

月～2000 年 1 月

中国人向けにチューターとして日本語を教授

2005

年4

月～2006 年 1 月

△△△△日本語学校非常勤講師

2012

年6

月～現在

★★★★国際交流協会ボランティア日本語教師

年

月～

年

月

日本語教育に関する資格（ない場合は、
「なし」と書いてください）
2004 年
2005 年

□□□日本語学院にて日本語教師養成講座修了
日本語教育能力検定試験合格

外国語能力・資格（ない場合は、
「なし」と書いてください）
実用英語技能検定準 1 級（2002 年）
実用フランス語技能検定 5 級（2005 年）
趣味・特技（派遣先機関で紹介できることを 3 つ以上書いてください）
よさこい：3 年間よさこいを練習しています。生徒に教えて一緒に踊ることができます。
折り紙：10 種類の折り紙作品を作ることができます。
イラスト：アニメやマンガのキャラクターを描くのが得意です。紙芝居を作ることができます。

上記内容は事実と相違ありません。

手書きでサインしてください

Curriculum Vitae （Sample）

Name： Hanako Kokusai （必ず戸籍上の氏名を書いてください。パスポートをお持ちの方は、パスポートに記載されて
いる通りの記述をお願いします）
Sex: Female
Date of Birth: October 1, 1978
Age：38
Birth Place：Tokyo, Japan
Present Address: 4-4-1 Yotsuya, Shinjuku, Tokyo, Japan 160-0004
（必ず日本国内の住所を書いてください。郵便番号、所番地、アパート名、部屋番号まで正確に記入し
てください）
Education：（新しい順に書いてください）
1997 - 2000

University of ●●, Faculty of ▲▲, ■■
Major: Japanese-Language Teaching（可能であれば専攻も書いてください）

1995 – 1997

○○ high school

Experience：（新しい順に主要なもの最大５つを書いてください。学生のアルバイトは除きます。ない場合は「none」と
書いてください）
2005 –

2006

Part-time teacher, Japanese language institution △△△△

2000 –

2005

Department of Marketing, ☆☆ Corporation

Japanese-Language Teaching Experience：（新しい順に書いてください。外国での経験を含みます。ない場合は、
「none」
と書いてください）
2012-Present

Volunteer teacher, Association of ★★★★

2005-2006

Part-time teacher, Japanese language institution △△△△

1999-2000

Private tutor to Chinese workers

Qualifications related to Japanese-Language Education：（ない場合は、
「none」と書いてください）
2004-2005

□□□School, Tokyo, Completed Japanese Teaching Method Course

Japanese-Language Teaching Competency Test (2005)
Language Qualifications：（ない場合は、
「none」と書いてください）
STEP

Pre-first grade（2002）

Test in Practical French Proficiency

5th grade (2005)

Special Skills：（派遣先機関に紹介できることを 3 つ以上書いてください。
）
Yosakoi (Japanese local dance): I have learned Yosakoi since 3 years. I can teach students the Yosakoi, and dance
with them.
Origami: I can make and teach 10 kinds of Origami works.
Illustration: I can draw the character of anime and manga. I can make Kamishibai(picture-story show).
I hereby declare that the above statement is correct and true in all details.
Month, Date, Year （下線部上に、記入日を月、日、年の順で手書きしてください）
June **, 2017（手書きで）

手書きでサインしてください

