
その２　　Ｎ（「研究」・「技術」・「人文知識・国際業務」・「技能」）※ 　
Part２Ｎ（"Researcher" / "Engineer" / "Specialist in Humanities / International Services" / "Skilled Labor"）※

在留期間更新・在留資格変更用　
For extension or change of status

17　勤務先　Place of employment
　 （1）名　称　

Name
　 （2）事業内容　Type of business
　　 製　　造 　 【□一般機械　 □電機　 □通信機　 □自動車　 □鉄鋼　 □化学 　

Manufacturing 　　Machinery 　Electrical 　Telecommunication 　Automobile 　Steel 　Chemistry
　　　 　□繊維　 □食品　 □その他（　 ）】　

　　Textile 　Food 　Others
　　 運　　輸　 【□航空　 □海運　 □旅行業　 □その他（　 ）】　

Transportation 　　Airline 　Shipping 　Travel agency 　Others
　　 金融保険 【□銀行 □保険 □証券 □その他（ ）】

Finance 　　Banking 　Insurance 　Security 　Others
商　　業 【□貿易 □その他（ ）】
Commerce 　　Trade 　Others
教　　育 【□大学 □高校 □語学学校 □その他（ ）】
Education 　　University 　Senior high school 　Language school 　Others
報　　道 【□通信 □新聞 □放送 □その他（ ）】
Journalism 　　News agency 　Newspaper 　Broadcasting 　Others
□建設 　□コンピュータ関連サービス □人材派遣 □広告
　Construction 　　Computer services 　Dispatch of personnel 　Advertising
□ホテル 　□料理店 □出版 □調査研究 □農林水産
　Hotel 　　Restaurant 　Publishing 　Research 　Agriculture / Forestry / Fishery
□不動産 　□その他（ ）　
　Real estate 　　Others

　 （3）所在地　　　　 電話番号 　
Address Telephone No.

　 （4）資本金　 円　 （5）年間売上金額（直近年度）　 円　
Capital Annual sales（latest year）

　 （6）従業員数 　 名　 （7）外国人職員数　　 名　
Number of employees Number of foreign employees

18　就労予定期間　　 19　月額報酬　　 円　
Period of work Monthly salary

20　職務上の地位　　 21　実務経験年数　　 年　
Position Job experiences Year（s）

22　職務内容　Type of work
　 □販売・営業　 □翻訳・通訳　 □コピーライティング　 □海外業務 　
　Sales・Business 　Translation・Interpretation 　Copy writing 　Overseas business
□設計 □広報・宣伝 □調査研究
　Design 　Publicity・Advertisement 　Research
□技術開発（情報処理分野） □技術開発（情報処理分野以外）　
　Technological development（information processing）　 　Technological development（excluding information processing）
□貿易業務 □国際金融 □法律業務 □会計業務
　Trading business 　International finance 　Legal finance 　Accounting
□教育 □報道 □調理 □その他（ ）
　Education 　 Journalism 　Cooking 　Others

23　最終学歴　Education（last school or institution）
　 □大学院（博士）　 □大学院（修士）　 □大学　 □短期大学　　 □専門学校 　
　Doctor 　Master 　Bachelor 　Junior college 　Colleges of technology
□高等学校　 □中学校　 □その他（ ）
　Senior high school 　Junior high school 　Others

　 （1）学校名　 （2）卒業年月日　 年　 月　 日　
Name of school Date of graduation Year Month Day

24　専攻・専門分野　Major field of study
　（23で大学院（博士）～短期大学の場合）（in case that your answer in the question 23 is from doctor to junior college）
□法学　 □経済学 □政治学　 □商学 □経営学 □文学　 □語学　 □社会学　 □歴史学
　Law 　Economics 　Politics 　Commercial 　Management 　Literature 　Linguistics 　Sociology 　History
□心理学　 □教育学 □芸術学　 □その他人文・社会科学（ ）
　Psychology 　Education 　Science of art 　Others（College of social science）
□理学　 □化学 □工学　 □農学 □水産学 □薬学　 □医学　 □歯学
　Science 　Chemistry 　Engineering 　Agriculture 　Fisheries 　Pharmacy 　Medicine 　Dentistry
□その他自然科学（　 ）　 □体育学 □その他（　 ）
　Others（College of natural science） 　Physical education 　Others

　（23で専門学校の場合）（in case that your answer in the question 23 is colleges of technology）
　 □工業　 □農業　 □医療・衛生　　 □教育・社会福祉　 □法律  　
　Engineering 　Agriculture 　Medical services / Hygienics 　Education / Social welfare 　Law
□商業実務 □服飾・家政 □文化・教養 □その他（　 ）
　Practical commercial business 　Dress design / Home economics 　Culture / Education 　Others

（出入 ３０その２Ｎ）　


