
◇介護職ヒアリングシート兼エントリーシート◇

（最寄駅； 駅 ）

 1. 期間の定め無し  1. 正職員/契約職員

 2. 長期（1年以上）  2. 派遣 3. 紹介予定派遣

 3. 短期（1ヶ月/3ヶ月/6ヶ月）  4. ﾊﾟｰﾄ (　　：　　～　　：　　)

 希望通勤範囲；1. 電車  2. 車/ﾊﾞｲｸ  3. 自転車 分程度）

 □いつでも

経験業務

住  所

連絡可能
時間帯

 2.　　　 月　　　日頃～

 1. 即日

 1. 特養　 2. 有料　 3. 老健　 4. ﾃﾞｲ　 5. ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 　6. 訪問　 7. 療養型病院　 8. 病院/ｸﾘﾆｯｸ

 0. その他；

【ｼﾌﾄ】1. ﾌﾙｼﾌﾄ   2. 日勤のみ   3. 夜勤のみ    4. 早出    5. 遅出    0. その他；

【曜日】1. ﾌﾙ    2. 土休み    3. 日休み   4. 祝休み    5. 土日のみ勤務    0. 他；

歳
氏名

　（　　 ）→（　 　）→（　 　）→（ 　　）→（ 　　）

希望勤務地域

勤務開始
可能日

希望施設

希望ｼﾌﾄ

時頃

　＠

1　男
　 ・
2　女

年

齢

性

別

◆内容につきましてはお仕事のご案内以外の目的には一切使用致しません◆

希望勤務期間

　1. 勤務地域　2. 勤務時間　3. 施設種別　4. 収入　0. その他；

フリガナ

/

電話番号

ﾒｰﾙ

　　　　　-　　　　　-

希望雇用形態

市・区　

介護職志望動機（未経験の方）；

 運転免許；1. 車　2. 二輪・原付　0. 無 → 1. 車有り  2. 二輪車有　0. 無　

経験施設

 1. ﾍﾙﾊﾟｰ2級　 2. ﾍﾙﾊﾟｰ1級　 3. 介護職員基礎研修　 4. 介護福祉士　 5. 介護支援専門員（ｹｱﾏﾈ）　　

 1. 特養　 2. 有料　 3. 老健　 4. ﾃﾞｲ　 5. ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 　6. 訪問　 7. 療養型病院　 8. 病院/ｸﾘﾆｯｸ

 0. その他；

資格証ｺﾋﾟｰ ； 有 ・ 無 6. 准看護師　 7. 正看護師 　0. その他；

 1. 食事介助　 2. 排泄介助　 3. 風呂介助　 4. 移乗　 5. 体位変換 　6. ﾍﾞｯﾄﾞﾒｲｸ　 7. 胃ろう　 

 8. PC入力  　0. その他；

腰

痛

1 有
   ・
0 無

日付 担当

介護・医療系以外の職歴；

 □時間指定

希望条件
優先順位

保有資格

株式会社ジェイスタッフ



　ご提出・ご記入の「履歴書」「エントリーシート」は弊社採用選考や登録選考をさせて頂く為に使用し、他の目的には一切利用しないことを誓約いたします。

尚、採用後は円滑な運営の為、貴方の派遣先・配属先に必要な個人情報を一部提供させて頂くことがございますので御了承をお願い致します。

以上の事項に同意くださいましたら下記欄にサイン（名前記入）して頂き、面接・面談を進めさせて頂きます。

　また、貴方はこの個人情報について開示・訂正・削除を請求することができます。ご用命の際は弊社まで御連絡ください。

株式会社ジェイスタッフ　個人情報管理責任者　　　　

/

/

/

/

/

/

個人情報の提供に関わる同意書

同意サイン 氏名(フルネーム)

【職　務　経　歴】　　
　　※直近のご経歴よりご記入下さい。

①

会社(施設)名 雇用形態 正社(職)員・契約・派遣・パート/アルバイト

仕　事　内　容 給与
時給　　　　円・月収（給）　　　　　万円

施設種/職種 （総支給・手取）

日勤・夜勤・交替・その他（　　　　　　　             ）
退職理由 1.自己都合 2.会社都合 3.期間満了

年　　　　　ケ月
4.その他

勤務形態

勤続年数

②

会社(施設)名 雇用形態 正社(職)員・契約・派遣・パート/アルバイト

仕　事　内　容 給与
時給　　　　円・月収（給）　　　　　万円

施設種/職種 （総支給・手取）

退職理由 1.自己都合 2.会社都合
勤務形態 日勤・夜勤・交替・その他（　　　　　　　             ）

勤続年数 年　　　　　ケ月

③

会社(施設)名 雇用形態 正社(職)員・契約・派遣・パート/アルバイト

仕　事　内　容 給与
時給　　　　円・月収（給）　　　　　万円

施設種/職種 （総支給・手取）

退職理由 1.自己都合 2.会社都合
勤務形態 日勤・夜勤・交替・その他（　　　　　　　             ）

勤続年数 年　　　　　ケ月

正社(職)員・契約・派遣・パート/アルバイト

仕　事　内　容 給与
時給　　　　円・月収（給）　　　　　万円

施設種/職種 （総支給・手取）

4.その他

雇用形態

3.期間満了

④

会社(施設)名 雇用形態

日勤・夜勤・交替・その他（　　　　　　　             ）

勤続年数 年　　　　　ケ月

退職理由 1.自己都合 2.会社都合

退職理由 1.自己都合 2.会社都合
勤務形態

時給　　　　円・月収（給）　　　　　万円

日勤・夜勤・交替・その他（　　　　　　　             ）

勤続年数

（総支給・手取）

正社(職)員・契約・派遣・パート/アルバイト

仕　事　内　容 給与

勤務形態

退職理由 1.自己都合 2.会社都合
日勤・夜勤・交替・その他（　　　　　　　             ）

⑤

仕　事　内　容

施設種/職種

会社(施設)名

3.期間満了 4.その他

印　　

勤続年数 年　　　　　ケ月

時給　　　　円・月収（給）　　　　　万円

施設種/職種

⑥

会社(施設)名 雇用形態

（総支給・手取）

3.期間満了 4.その他

年　　　　　ケ月

正社(職)員・契約・派遣・パート/アルバイト

3.期間満了 4.その他

3.期間満了 4.その他

給与

勤務形態

株式会社ジェイスタッフ


