
社会福祉法人 陽光福祉会 

社会福祉法人 陽光福祉会 採用エントリーシート 

平成   年   月   日現在 
 
氏 名： 
 
 
下記から、応募を希望する施設及び職種を選択してください。 
第２希望がある場合は、選択してください。 
 
■看護職 

第１ 
希望 

第２ 
希望 

施設 及び 職種 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

1-① エコー療育園 看護師 正職員 

1-② エコー療育園 准看護師 正職員 

1-③ エコー療育園 看護職員（看護師または准看護師） パート 

1-④ エコーが丘 看護職員 正職員 

 
■介護職 

第１ 
希望 

第２ 
希望 

施設 及び 職種 

□ 

□ 

□ 

□ 

2-① エコー療育園 介護福祉士 

2-② エコーが丘 介護職員 

 
■その他 

第１ 
希望 

第２ 
希望 

施設 及び 職種 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

3-① エコーが丘／おおさわデイサービスセンター 作業療法士 正職員 

3-② エコーが丘／おおさわデイサービスセンター 作業療法士 パート 

3-③ エコー療育園 放射線技師 非常勤 

 

取り消し線

取り消し線

取り消し線

取り消し線

取り消し線

取り消し線

YAMATO
取り消し線



社会福祉法人 陽光福祉会 

社会福祉法人 陽光福祉会 採用エントリーシート 

                        平成   年   月   日現在 

ふりがな  □男・□女  

氏  名 
 

印  

生年月日 □昭和・□平成   年   月   日生  満（   ）歳  

ふりがな  （自宅電話） 

 現 住 所 〒 

 （携帯電話） 

E－mail   

ふりがな  （連絡先電話） 

連 絡 先 〒                    （現住所以外に連絡を希望する場合のみ記入）  

 

年 月             学歴・職歴（高等学校から記載して下さい） 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

年 月 免許・資格 

   

   

   

   

   

   

 
 

写真を貼る位置 
 

1. 縦 36～40 mm 
    横 24～30 mm 

2. 本人単身胸から上 
3. 裏面にのりづけ 
4. 裏面に氏名記入 

看護職 



社会福祉法人 陽光福祉会 

 

通勤時間 約   時間   分 扶養家族数 配偶者 配偶者の扶養義務

最寄駅     線     駅 （配偶者を除く）   人 □有・□無 □有・□無 

 

自己ＰＲ（特技・趣味・得意科目など） 

 

 

 

 

当法人を志望された動機を教えてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本人希望記入欄（特に給料・職種・勤務時間・勤務地・その他についての希望などがあれば記入） 

 

 

 

 

あなたが看護師になろうと思ったきっかけを教えてください。 

 

 

 

 

 

あなたはどのような看護師を目指していますか。目指す看護師像、あなたの思いを教えてください。 

 

 

 

 

 

 

ご記入ありがとうございました。 

※エントリーシートにご記入頂いた内容は、当法人の個人情報保護方針に基づき新規採用試験以外の目的には使用いたしません。 
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