
履歴書 

                     平成  29 年  3 月  01 日現在 

ふりがな ミゲル・アンヘル・モクラン・アルパ ㊚・女  

氏  名 
Miguel Angel Moclán Arpa 

印  

生年月日 昭和 57 年 5 月  17  日生 満（ 34 ）歳  

ふりがな ヌエバ・カムパスペロ （自宅電話） 

現 住 所 〒47310 

Nueva, 7 – Campaspero 

スペイン 

 

（携帯電話） 

+34616666520 

E－mail miguelmoclan@ma2-traduccion.com  

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（各別にまとめて書く） 

  学歴 

平成 13 6 マルケス・デ・ロソヤ高等学校 卒業 

平成 13 9 バリャドリッド大学工学部電気工学科 入学 

平成 15 9 同大学翻訳通訳学部英語ドイツ語学科 転学 

平成 20 9 同大学同学部同学科 卒業 

平成 26 9 ヒューマンアカデミー日本語学校東京校 在校中 

平成 28 9 ヒューマンアカデミー日本語学校 卒業 

  職歴 

平成 20 9 翻訳通訳フリーランスーとして徒事 

平成 21 3 Hotel Codina 入社 

平成 25 12 Hotel Codina 退社 

平成 26 9 翻訳通訳フリーランスー業務 休止 

平成 27 6 イスパニカスペイン語学校 スペイン語教師 

平成 27 5 東京言語学院 英語、スペイン語教師 

平成 28 6 東京言語学院 英語、スペイン語教師 退社 

平成 29 １ 個人事業主英西・和西・葡西フリーランス翻訳者 徒事 

  以上 

   

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 



年 月 免許・資格 

平成 19 7 CAPLE ポルトガル語検定 C2（１級）合格 

平成 25 10 International House サンセバスチャンスペイン語教授法修了証所得 

平成 27 12 日本語能力検定試験 N2 合格 

母語：スペイン語         日本語：上級 （日本語能力試験 N1 を目指す） 

英語：流暢            健康状態：頑強 

ポルトガル語：流暢        在留資格：  

ドイツ語：中上級 

Trados Studio 2017, Alchemy Catalyst Lite, MemoQ, VisualSubSync, Xbench 

Microsoft Office 2016 

 

 

通勤時間  約  時間  分 扶養家族数 配偶者 配偶者の扶養義務 

最寄り駅    線    駅 （配偶者を除く）   人 有・無 有・無 

 

志望の動機 

大学を卒業してから、６年にわたってフリーランスとして通訳翻訳者として、主に法的契約書、財政的

な公式文書、エンターテイメント（ゲーム関連、短編ドラマ）に関する業務を行っていました。また、

通訳翻訳業のかたわら、ホテルで 6 年間勤務していました。ホテル業務では、規模小さい職場であった

め、顧客のスケジュール管理、国内外法人営業、イベント企画等業務全般に携わりました。 

 

前職で培った経験や今まで学んだ言語を活かして、御社で貢献できるよう頑張りたいと思います 

 

保護者（本人が未成年の場合のみ記入） 

ふりがな 

（連絡先電話番号） 

 

 氏名 

 

住所 〒 

 

 

 



職 務 経 歴 書 

 

2017/03/01 現在 

 

〔 会社履歴 〕 

在籍期間 会社名 

2017/3 – 現在 
和西・英西・葡西の翻訳フリーラス 

http://www.ma2-traduccion.com/jp/ 

2015/5 – 2016/6 
イスパニカスペイン語学校 

東京言語学院 

2008/9 – 2014/9 
翻訳通訳フリーランス 

スペイン語、英語、ポルトガル語、ドイツ語の翻訳通訳。 

2009/3 – 2014/12 
Hotel Codina 

http://www.hotelcodina.es/eng/index_eng.html  

 

 

 

〔 業務経歴詳細 〕 

期間 業務内容 

2017/3 – 現在 和西・英西・葡西フリーランス翻訳者 

■実務・IT 翻訳 

 

2015/5 –  

2016/6 

イスパニカスペイン語学校 スペイン語教師 

東京言語学院 英語、スペイン語教師 

 

・社会人・英語・スペイン語資格取得を目的とした英語担当講師業務。 

 （主にビジネス英語・スペイン語 TOICE/TOFEL 対策を担当） 

 

2008/9 – 2014/8 フリーランス 翻訳通訳業務 

 

■翻訳業務（スペイン語、英語、ドイツ語、ポルトガル語） 

・公的証明書の翻訳（スペイン語⇔英語、ポルトガル語、ドイツ語） 

・IT 系技術書（主にシステム構築に関する社内マニュアル・商品説明・社内 IT システムの説明書など） 

・InXile Entertainment 社（ビデオゲーム名：Wasteland2）の翻訳 （英語⇒スペイン語） 

・Eggertspiele 社(ボードゲーム名：Die Speicherstadt, Don Quixote）マニュアルの翻訳（ドイツ語⇒スペ

イン語） 

・Pearlgames 社 (ボードゲーム名：Troyes)マニュアルの翻訳（英語⇒スペイン語） 

・２F Spiele 社（ボードゲーム名：Fuerstenfeld)マニュアルの翻訳 （ドイツ語⇒スペイン語） 

・短編ドラマ Barba Rija 字幕の翻訳（ポルトガル語⇒スペイン語） 

・短編映画（Makila)字幕の翻訳（ スペイン語⇒英語） 

 

 

■通訳業務（スペイン語、英語、ポルトガル語） 

・マドリード裁判所にて、司法関係通訳。主に、外国人刑事事件の法廷における通訳（スペイン語⇔英

語、ポルトガル語） 

・ホテル（Hotel Codina）内での講義、会議通訳（スペイン語⇔英語、ポルトガル語） 

http://www.hotelcodina.es/eng/index_eng.html


 

 

 

 

2009/3 – 2013/12 Hotel Codina ホテル  

従業員： 人 / 部屋数：65 部屋 

■フロント業務 

 ・チェックイン・チェックアウトの手続き 

 ・コンシェルジュ 

  （館内施設のご案内、周辺の観光案内、タクシー・観光バス、航空券などの予約手配など） 

 ・共用部分や部屋の施設点検・保持 

 ・外貨取り扱い業務 

 

■宿泊予約 

 ・予約客管理（お客様の管理、受付） 

 ・各ホテル予約代理店の客室在庫管理 

 ・インターネットの予約プラン作成、在庫数管理 

 

■営業企画業務 

 ・旅行会社への宿泊プランの提案、販売 

 ・企業への宴会・宿泊プランの営業活動（主にドイツ、イギリスへの営業活動） 

 ・法人企業や団体との業務提携を提案 

 ・ホテルの認知・集客化のため、イベント会社へのスポンサー営業活動 

 

 

 


