
（様式第１号の３）(Form 1-3) 

 

履 歴 書

Resume 

Resume         

2021年  1月 29日現在 

 Date (2021/01/29) 

 

ふりがな  Reading (in katakana)  リサ トウキョウ  

 
 

氏  名  Name(in Japanese characters)  

Risa Tokyo 

 

1984 年 4 月 28 日生（満 36 歳） 

※Sex 

男 ・ 女 

M / F 

ふりがな  Reading (in katakana) アメリカ ニューヨーク・・・・・・ 電話 Phone Number 

現住所 〒・・・・ 

Current Address △△ Third St, Bronx, NY 10…, USA 

 

090-△△△△-☆☆☆☆ 

tokyo@japan.com 

ふりがな  Reading (in katakana)  トウキョウト ギョウセイショシ・・・ 

 

電話 Phone Number 

連絡先 〒・・・・ 

Contact Address   

 

東京都・・・・・・・・ 行政書士事務所・・・・・・・・ 

03-1234-5678 

info@tokyo.com 

 

年 Year 
月

Month 

学歴・職歴（各別にまとめて書く） 

Academic Background & Work Experience (list each of them separately) 

sections) 
  Academic Background 

2003 9 A大学 入学 物理学専攻 

2007 6 同大学 卒業 

2007 8 A大学院 ロボット工学研究 

2009 6 同大学院 卒業 博士（工学）取得 

  Work Experience 

2009 8 
A社 入社 

ロボット開発研究部署にて勤務 

2015 8 
同社 ●●支社 異動 

ロボット設計部門にて勤務 

2019 6 同社 退社 

2019 7 

α社 入社 

技術管理部門の責任者として勤務 

現在に至る 

1. Date of Birth   Year   Month   Day   (Age)  

 

（現住所以外に連絡を希望する場合のみ記入） 

(Only if you wish to be contacted somewhere 

other than your Current Address) 

 

Please enter information 

detailing your work 

experience. 

Please submit this 

form within a month of 

completion date. 

・Be sure to complete your 

Academic Background.  

・Please enter the full names 

of educational 

institutions and dates of 

entrance and graduation. 

※Please complete in Japanese style. 

Please fill in the 

katakana reading. 



（様式第１号の３）(Form 1-3) 

 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

年 

Year 

月

Month 

学歴・職歴（各別にまとめて書く） 

Academic Background & Work Experience (list each of them separately) 

   

   

年 

Year 

月

Month 

免許・資格 

Licenses & Qualifications 

2006 4 プロフェッショナルエンジニア（PE） 取得 

2010 5 日本語能力検定 N1取得 

   

   

   

 

特記事項 

Special Notes 

扶養家族数（配偶者を除く）Number of 

dependents (not incl. spouse) 

0 人 

Number of people 

 

配偶者 

Spouse 

配偶者の扶養義務

Obligation to  

Support Spouse 

※ 有・無 

* Yes / No 

※ 有・無 

* Yes / No 

 

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。   

        ３．※印のところは、該当するものを○で囲む。 

 Note for Above 1. Use a black or blue pen (pencils are not allowed).  

  2. Numbers should be written in Arabic numerals and letters should be written clearly. 

  3. Circle what applies in sections marked with a "*". 

 

 

If you have any Japanese language 

qualifications, please enter details. 


