
◆訓練期間（６ヶ月間）

･ 2月生 令和 5年 2月 ～ 5年 8月

･ 1月生 令和 5年 1月 ～ 5年 6月

･ 11月生 令和 4年 11月 ～ 5年 5月

　【訓練修了】 ･ 10月生 令和 4年 10月 ～ 5年 4月

･ 9月生 令和 4年 9月 ～ 5年 3月

･ 8月生 令和 4年 8月 ～ 5年 2月

･ 7月生 令和 4年 7月 ～ 4年 12月

人材をつくる。

ポリテクセンター群馬では、就職を目指す方の為に、機械系・電気系・電子系に特化した職業訓練を行っています。

当センターの受講生・修了生の人材情報（経歴・希望職種・保有資格等）を冊子に纏めました。

貴社の人材確保にお役に立てれば幸いです。

住所：群馬県高崎市山名町９１８番地 ＴＥＬ：０２７－３４７－３７３６ ＦＡＸ：０２７－３４７－６６６８

メール：gunma-poly02@jeed.go.jp ＨＰ：https://www3.jeed.go.jp/gunma/poly/

ポリテクセンター群馬

人材情報誌

令和 5年 4月 26日 版

人材を見つける。



「ポリテクセンター群馬」では、ものづくり分野への就職を目指す方のための標準６ヶ月間の「離職者訓練」を行っています。

訓練コースの概要、受講生の経歴・希望職種・保有資格等の求職情報（氏名などの個人情報は伏せています）を掲載した

「人材情報誌」を定期的に発行しています。ホームページ上にも公開・更新していますのでご覧ください。

「人材情報誌」をご覧いただき、採用をご検討いただける受講生の番号（リクエストNo.）を記入した「リクエスト求人申込書」と

「求人票」を「ポリテクセンター群馬」にお送りいただければ、当該の受講生にお伝えし、マッチングが成立した場合は、面接

等の選考の流れとなります。

また、貴社の企業説明会や面接の当センターでの実施も受け付けております。多くの受講生がものづくり企業で活躍してお

ります。

貴社において新たな人材の採用をお考えの際に、是非ご活用ください。

人材をつくる。

ポリテクセンター群馬では、就職を目指す方の為に、機械系・電気系・電子系に特化した職業訓練を行っています。

当センターの訓練生・修了生の人材情報（経歴・年齢・保有資格・希望職種等）を冊子に纏めました。

貴社の人材確保にお役に立てれば幸いです。

住所：群馬県高崎市山名町９１８番地 ＴＥＬ：０２７－３４７－３７３６ ＦＡＸ：０２７－３４７－６６６８

メール：gunma-poly02@jeed.go.jp ＨＰ：https://www3.jeed.go.jp/gunma/poly/

ポリテクセンター群馬

人材情報誌

令和 3年 2月 3日版

人材を見つける。

実践的な知識・スキルを身につけた人材がポリテクセンターにいます！

採用ご担当者の方へ

日 程 ： １５：４０～（授業終了後より）

開催日については、貴社と相談のうえ調整

いたします

場 所 ： 群馬職業能力開発促進センター

高崎市山名町918

説明内容： 企業概要、業界動向、求人内容、必要なスキル、

入社後の要望など
・リクエスト求人申込書

・求人票

をお送りください
メール又は電話でお申し込みください

採用ご担当者の方へ

＜求人のお申込み＞ ＜企業説明会の実施＞

日 程 ： １５：４０～（授業終了後より）

開催日については、貴社と相談のうえ調整

いたします

場 所 ： 群馬職業能力開発促進センター

高崎市山名町918番地

説明内容： 企業概要、業界動向、求人内容、必要なスキル、

入社後の要望など
・リクエスト求人申込書

・求人票

をお送りください
メール又は電話でお申し込みくださいポリテクセンター訓練課 貴社採用ご担当者様

ポリテクセンター群馬の受講生を採用してみませんか？

くわしくは、訓練課（027-347-3736）へお気軽にお問合せください

-1-



訓練科目 訓練概要 訓練科目 訓練概要

機械製図
機械製図の基礎知識、図面の読み方に関す
る技能及び関連知識を習得。

機械製図
2次元ＣＡＤ基本

機械製図および2次元ＣＡＤ基本作業に関
する技能および関連知識を習得。

2次元ＣＡＤ作業
2次元ＣＡＤシステムによる図面作成に関
する技能および関連知識を習得。

3次元ＣＡＤ基本
3次元ＣＡＤシステムによる機械加工部品
の作成に関する技能および関連知識の習
得。

3次元ＣＡＤ作業
3次元ＣＡＤシステムによる機械加工部品
の作成に関する技能および関連知識を習
得。

マシニングセンタ
作業

切削加工作業に必要な基礎的技能及び関連
知識、マシニングセンタ作業に関連する技
能と知識の習得。

汎用工作機械作業
旋盤・フライス盤作業を通して機械加工の
技能および関連知識を習得。

ＣＡＭ応用
ＣＡＭシステムの操作、ＮＣデータ作成方
法とＭＣによる加工に関する技能および関
連知識の習得。

ＮＣ旋盤作業

ＮＣ旋盤のプログラミング手法と加工法に
ついて、基本から応用まで広く技能とその
関連知識を習得。（ＮＣ旋盤：コンピュー
タ制御された工作機械）

企業実習
企業実習先で実務に必要な技能や技術を経
験し、製造に関する業務知識を習得。

マシニングセンタ作業

マシニングセンタのプログラミング手法と
加工法について、基本から応用まで広く技
能とその関連知識を習得。（マシニングセ
ンタ：コンピュタで制御された工作機械）

フォローアップ
企業における現場実習を受けて、技能･技術
および関連知識をより深めるための訓練実
施。

CAD／NC技術科 マシニングCAD科
ものづくりの元になる機械図面の見方･描き方を手描き製図、2次
元ＣＡＤおよび3次元ＣＡＤを用い習得。
また切削加工の技術について汎用工作機を基に実習し、実践的な加
工方法をＮＣ工作機械で習得。ものづくりの一連の流れである図面
作成から製品の加工に至るまでの関連知識を習得。

2次元ＣＡＤ、3次元ＣＡＤによる図面の作成、ＣＡＤ／ＣＡＭシ
ステムによるＮＣ加工データの作成法を習得し、一連の加工技能及
び関連知識を習得を目指す。

訓練コースの概要

-2-



訓練科目 訓練概要

機械製図
ＩＴ基礎

ＪＩＳ機械製図を学習し、製造業に必要と
なる知識を学習します。また、文書作成・
表計算ソフトの操作方法を習得します。

２次元ＣＡＤ
２次元ＣＡＤシステム（AutoCAD）の操
作方法を習得し、部品図・組立図の製図手
法を習得します。

3次元ＣＡＤ
3次元ＣＡＤシステムによる機械加工部品
のモデリングやアセンブリなどに関する技
能および関連知識の習得をします。

CAM
品質管理

3次元プリンタを利用した製造体験を通じ
て、製造に関する基礎知識を理解します。
また品質管理の概要について習得します。

生産管理
生産計画と生産統制、生産性分析について
理解し、生産活動を支援するための知識を
習得します。

企画・プレゼンテー
ション

ものづくり企業の生産活動における提案型
の製品企画に必要な企画書の作成技法と、
効果的なプレゼンテーション技術を習得し
ます。

ＣＡＤものづくりサポート科

２次元ＣＡＤ及び３次元ＣＡＤの操作方法および機械製図の学習を
通じて製造業への理解を深める。また、生産管理や品質管理につい
て学習し、製造業における業務のサポートをできる技能を習得す
る。（女性向けコース）
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訓練科目 訓練概要 訓練科目 訓練概要

電気工事基本

電気工事に必要な電気の知識や法規などを
理解し、各種工具・測定器の取扱い方や電
気配線図面の読み方、蛍光灯・スイッチ等
の電気配線接続作業を習得。

リレーシーケンス制御

シーケンス図の読み方、制御機器の機能・
構造について理解し、測定器の使用法など
配線作業の実習を行い、有接点リレーシー
ケンス制御による各種回路について習得し
ます。

電気工事応用
電気工事における各種工事方法（電気配線
工事・金属管工事・検査など）の技能及び
関連知識を習得。

PLC制御基本

PLC（プログラマブル・ロジック・コント
ローラ）と外部機器の配線方法や、ラダー
ソフトを使ったプログラム作成技法を習得
します。

リレーシーケンス制御

工場設備を制御・管理するシーケンス制御
盤の図面の読み方や機器の使い方、配線法
や点検方法、電動機の始動法など、制御盤
の製作に関する技能及び技術を習得。

PLC制御応用

サーボシステムについて学ぶとともに、
PLCの位置決め制御ユニットを使用し、
ACサーボによる「直動テーブル」の位置
決め制御技術を習得します。

ＰＬＣ制御

シーケンス制御盤の電気配線をコンピュータ（Ｐ
ＬＣ）化するための配線接続方法とラダープログ
ラミングを理解し、制御盤の製作や工場設備を制
御するプログラム作成などを通して技能及び知識
を習得。

制御盤製作・CAD

ドリル加工やバリ取りなど製御盤製作に必
要な技術・知識の習得を行います。また、
ダクト配線や束配線などの技術も習得し、
さらにCADによる電気配線図の作成も行い
ます。

制御盤製作・
高圧電気設備工事

これまでに学んだ技能・知識をもとに、制
御盤の加工・製作を行う。また、高圧受電
設備の各種機器、配線図、測定法について
学ぶ。

企業実習

これまでの訓練で基礎的な技術を身につけ
た上で、企業実習により、実務において必
要な技能・技術・関連知識について習得し
ます。

情報活用・
配線図作成

ビジネスアプリケーションの基本操作、Ｊ
Ｗ－ＣＡＤを使用した屋内配線の設計、電
気工事における資料作成に関する技能と関
連知識を習得。

フォローアップ訓練
企業実習を受けて、制御回路の配線・組立
ての技能・技術および関連知識をより深め
るための訓練を実施します。

電気設計技術科

機械（ベルトコンベア、アームロボット等）を自動的に動かすこと
に必要な電気配線、制御プログラムを学び「電気制御エンジニア」
に必要な知識と技術の習得。

電工テクノサポート科

低圧電気工事や工場内の各設備の制御回路の配線・組立てに関する
技能を習得。
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訓練科目 訓練概要 訓練科目 訓練概要

アナログ回路基礎設計
技術

はじめにオームの法則等の電気理論を学
び、抵抗、コンデンサ、トランジスタなど
の電子部品を利用した回路の試作、実験作
業、測定方法などのアナログ回路設計に必
要な技能・技術を習得します。

電子計測と電子回路

電気理論についての理解を深めるととも
に、計測器の取り扱いやアナログ回路の技
術を学習します。その後、デジタル回路に
必要な知識と技術を習得します。

プリント基板の設計と
はんだ付け技術

CADによるプリント基板の設計手法を習得
し、電子機器組立て作業に必要なはんだ付
けや部品加工などの技能と知識を習得しま
す。

Ｊａｖａプログラミン
グ

Java言語の基本から応用までを学び、統合
開発環境「Eclipse」を用いた実践的なソフ
ト開発手法を習得します。

デジタル回路設計技術

基本的な論理代数の法則を理解し、現在よ
く使われているプログラマブルロジックデ
バイスによるデジタル回路設計に必要なプ
ログラミングの知識と設計方法を習得しま
す。

シーケンス制御技術
（ＦＡ）

シーケンス図の読み方、タイムチャートの
見方、制御機器の機能・構造について理解
し、制御回路の動作内容及び、配線作業の
実習を行います。

組込みシステム開発の
ためのC言語プログラ

ミング

Ｃ言語の制御文と、開発効率の良いプログ
ラミング手法について習得します。

電力監視・省電力
制御技術

PLC（プログラマブル・ロジック・コント
ローラ）のプログラム作成方法、外部機器
とPLCとの配線技術、ラダープログラム作
成技法を習得します。

マイコン周辺回路とプ
ログラミング

マイコンの構造や、周辺回路を理解し、マ
イコンの制御方法と、開発効率の良いプロ
グラミング言語の活用手法について習得し
ます。

サーバー構築技術

Linuxのコマンド操作から始めて、ユーザ
作成他の運用管理、各種サーバ（Web、
Mail、DNS、etc）の構築技術を初期イン
ストールから行います。

マイコンロボットの製
作

自走ロボットを題材にした電子機器の製作
を通してハードウェアとソフトウェアの技
術と技能を習得します。

スマート制御システム
構築技術

Androidタブレット端末向けのプログラム
開発環境の構築やアプリケーション開発手
法を学び、タブレット端末とサーバが連携
するシステムを構築します。

デジタルエンジニア科

マイコンや電子回路は、日常生活のなかで使われるテレビや洗濯機、エアコ
ンなどの家電製品、自動車、玩具にいたるまで様々なディジタル製品に内蔵
されており、私たちの生活において欠かせないものとなっています。
電子回路の組み立てや測定器の使い方、はんだ付けなどの技能、マイコンを
制御するために必要なプログラミング技術を習得できます。

スマート制御システム科

工場では製造業務とICT技術が連携したシステムによって自動生産ラインの
構築が進められており、自動化及び効率化を目指すための配線とプログラミ
ング技術及びシステムの保全のための知識が必要とされています。このた
め、電気とプログラミングに関する幅広い知識を身につけるとともに、工場
の生産設備にICT技術を活用するための知識と技能を習得します。
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リクエスト
No.

訓練科名 住所 歳 希望職種 希望勤務地
希望
月収

主たる職務経験 アピールポイント 主な免許・資格

05021101

CADものづ
くりサポー
ト科2月生

(女性向け
コース)

伊勢崎
市

33

(1)CADオペレーターまたはCADを
使った住宅設計の補助業務
(2)一般事務
(3)製品検査
(4)品質管理の業務

(1)伊勢崎市
(2)桐生市
(3)みどり市
(4)前橋市北部

25-

手袋会社にて、製造業務(1年1ヶ月)
同手袋会社にて、品質管理、校正業務(13年7ヶ
月)

(1)PCの基礎能力Excel、Word、PowerPointが使えます。
(2)ポリテクセンター群馬にて2DCAD、3DCADを勉強して
います。訓練の成果を活かした業務を希望します。
(3)商業高校出身で、ブラインドタッチが得意です。
(4)ISO9001の監査補助の経験があります。
(5)作成された文章のフォントや書体の違和感に気づくの
が得意です。

(1)普通自動車免許
(2)危険物乙4

05021102

CADものづ
くりサポー
ト科2月生

(女性向け
コース)

高崎市 41

(1)CADオペレータまたはCADを使っ
た機械設計または補助業務
(2)一般事務
(3)品質管理の業務
(4)製品検査
(5)生産・工程管理等補助
いずれもパート希望です。

(1)高崎市
(2)藤岡市
(3)前橋市
(4)伊勢崎市
自宅から30分以
内の通勤圏内 10-

(1)美容室にて美容業務(7年)
(2)カツラ販売会社にて営業、美容業務(2年)
(3)コンビニにてパート勤務(1年)
(4)家畜等の飼料会社にてパート勤務(2年)
(5)生命保険会社にて保険外交員(2年)

(1)美容業、カツラ販売業、保険業にて営業と接客の経験
があります。
(2)新しいことにチャレンジすることが好きです。
(3)ポリテクセンター群馬にて2DCADを勉強中です。2次元
CAD利用技術者試験基礎の合格を目指しています。

(1)普通自動車免許
(2)美容師免許
(3)ファイナンシャル・プ
ランニング技能士2級
(4)MOS(Word2019)
(5)MOS(Excel2019)

05021103

CADものづ
くりサポー
ト科2月生

(女性向け
コース)

伊勢崎
市

30

(1)CADオペレータまたはCADを使っ
た機械設計または補助業務
(2)CAD作業を含む一般事務
(3)総務事務

(1)伊勢崎市
(2)前橋市東部、
桐生市東部、太
田市西部、みど
り市、本庄市北
部 19-

(1)パチンコ店でのホール・カウンタースタッフ(7
年)
(2)電子通信機器メーカーでの生産管理業務、
電話対応(1年)
(3)小売業のIT部門での一般事務、電話対応(6ヶ
月)
(4)自動車部品メーカーでのCADデータ授受窓
口業務(社内外・国内外)、社内システムのユー
ザーサポート、工数管理、請求書処理、電話対
応(3年)

(1)事務職の経験からパソコンの基本・応用操作ができま
す。(メール、Excel、Word、PowerPoint)
(2)突発のトラブルにも臨機応変に対応し、仕事をやり抜く
責任感があります。また、丁寧に仕事を行いミスのないよ
うに心がけています。
(3)ポリテクセンター群馬で機械製図や2D/3DCADを勉強
しています。CAD利用技術者試験を受験し、資格取得を
目指しています。

(1)普通自動車免許
(2)秘書検定3級
(3)MOS(Excel2016ｽﾍﾟ
ｼｬﾘｽﾄ)

05021104

CADものづ
くりサポー
ト科2月生

(女性向け
コース)

藤岡市 27

(1)工場における生産管理等の業務
(2)品質管理の業務
(3)CADオペレータまたはCADを使っ
た機械設計または補助業務

(1)藤岡市
(2)群馬県南地
域(伊勢崎市、
高崎市、富岡
市、安中市、太
田市、渋川市)
(3)埼玉県北部
(児玉郡上里
町、本庄市、深
谷市)

22-

(1)飲食店にてお客様対応(2年10ヶ月)
(2)コンピューター会社でSEO対策(6ヶ月)
(3)製造工場にて現場事務員(1年9ヶ月)
(4)倉庫にて仕分作業、軽作業(2年5ヶ月)

(1)一般並びに製造の事務仕事の経験があります。
(2)接客経験があるため、お客様対応等のクレーム対応に
慣れています。
(3)現在、ポリテクセンター群馬にて2DCAD、3DCAD、品
質管理、生産管理等を学んでいますので、これまでの経
験と訓練を活かせる職場を希望しています。

(1)普通自動車免許
(2)MOS(Word2013)
(3)MOS(Excel2013)
(4)MOS(Access2013)
(5)Webクリエイター初級

05021105

CADものづ
くりサポー
ト科2月生

(女性向け
コース)

前橋市 24

(1)文化・芸術・音楽等に係る業務(製
造・事務等なんでも)
(2)生産管理・品質管理などの事務
(3)機械や建築、インテリア等CADを
使用する業務
(4)事務職全般

(1)前橋市
(2)高崎市
(3)吉岡町
(4)県内であれ
ば車で30分程
度
(5)職種や条件
によっては県外
への転居も可能

21-

歯科医院(2年5ヶ月)
(1)歯科衛生士業務
(2)カルテ入力
(3)受付・会計
(4)在庫・機器管理
(5)新人教育
(6)マニュアル作成
(7)ビジネス的な思考を学びました

(1)在庫・機器管理を円滑に行うためチェックシートを作成
し、配置調整や整理整頓を行い、誰が見ても分かりやす
い管理に努めました。
(2)現状維持は後退であるという考えのもと、学び直しや
資格の取得、人間性の向上のため努力してきました。そ
の姿勢は異業種でも活かせると考えます。
(3)趣味のジュエリー製作では、1回6時間を月2、3回教室
に通っており集中力があります。

(1)普通自動車免許
(2)歯科衛生士免許
(3)口育士資格
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リクエスト
No.

訓練科名 住所 歳 希望職種 希望勤務地
希望
月収

主たる職務経験 アピールポイント 主な免許・資格

05020501
電工テクノ
サポート科
2月生

渋川市 35

電気工事 (1)渋川市
(2)前橋市

35-

(1)家電設置・配送(15年)
(2)高所作業(2年)

(1)今まで体力を使う仕事を長年続けてきたので次の仕事
でも体力を活かしたいです。
(2)以前から電気工事に興味があり、現在、ポリテクセン
ター群馬にて電気工事の基礎を学んでおります。知識を
しっかりと身につけて次の仕事に活かしたいです。

(1)普通自動車免許
(2)ガス溶接技能講習
(3)アーク溶接特別教育
(4)珠算四級

05020502
電工テクノ
サポート科
2月生

高崎市 63

(1)電気工事の知識を活かせる業務
(2)営業力を活かせる業務

(1)富岡市
(2)藤岡市
(3)甘楽町
(4)高崎市

12-

(1)金融機関にて営業職を主に預金担当、融資
担当も経験、本部業務以外は一通りの業務を経
験(41年7ヶ月)
(2)家電リユース会社にて家電の点検、及び洗
浄業務(2年7ヶ月)

(1)営業職に長年従事してきており、交渉の経験は様々な
仕事に活かせると思います。
(2)第二種電気工事士の資格取得にチャレンジしていま
す。

(1)中型自動車免許
(2)ファイナンシャルプラ
ンニング技能士2級
(3)防火管理者

05020503
電工テクノ
サポート科
2月生

秩父市 38

リフォーム業 秩父市

30-

金融会社にて
　・個人向け営業(5年)
　・法人向け営業(1年)
　・法務・知財管理(8年)

(1)ポリテクセンター群馬において第二種電気工事士の資
格取得に向け訓練中です。
(2)セルフリフォームが趣味で、自宅をスケルトンにした
後、家中リフォームした経験があります。
(3)この経験に電気工事士としての仕事も加えることで貢
献することができます。

(1)普通自動車免許
(2)日商簿記2級

05020504
電工テクノ
サポート科
2月生

高崎市 40

(1)工場の設備保守
(2)ビルメンテナンス
(3)電気工事士
(4)サービスエンジニア

(1)高崎市
(2)前橋市
(3)伊勢崎市
(4)太田市

25-

(1)自動車製造工場にて、部品のセット作業、完
成した部品の検査、完成した部品の搬送作業(3
年1ヶ月)
(2)店頭での眼鏡の販売、接客、アフターサービ
ス(2年7ヶ月)
(3)通信サービスの工事日程の調整の連絡、官
公庁でのサーバー管理(3年7ヶ月)
(4)携帯電話の故障端末をライン作業にて修理
(8ヶ月)
(5)携帯電話会社でのコールセンター及び、管理
者としてクレーム対応、オペレータの応対指導(4
年2ヶ月)
(6)添乗員として、団体のお客様に同行、宿泊施
設や飲食店の予約及び、添乗中の現金管理(1
年9ヶ月)

(1)自動車製造工場、携帯電話の修理工場にて、ライン作
業、部品検査、部品搬送の経験があります。
(2)IT業界にて、官公庁での現場経験があります。
(3)販売員やコールセンターにて接客経験があり、社外対
応に自信があります。
(4)ポリテクセンター群馬で第二種電気工事士の資格取得
に向けて勉強しております。

(1)普通自動車免許
(2)MOS (Excel ｽﾍﾟｼｬﾘ
ｽﾄ)
(3)MOS (Woｒd ｽﾍﾟｼｬﾘ
ｽﾄ)
(4)情報処理技術者能
力認定試験2級
(5)Accessビジネデータ
ベース技能認定試験2
級
(6)ITILファウンデーショ
ン
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リクエスト
No.

訓練科名 住所 歳 希望職種 希望勤務地
希望
月収

主たる職務経験 アピールポイント 主な免許・資格

05020505
電工テクノ
サポート科
2月生

埼玉県
深谷市

60

(1)サービス拠点における家電持込み
品の修理
(2)家電品の市場不良に対する修理
解析と統計処理
(3)ビル、工場等の電気設備管理・メ
ンテナンス
(4)工場の製造ライン構築など製造技
術

(1)深谷市
(2)熊谷市
(3)本庄市
(4)車通勤可能
で自宅から片道
1時間以内程度
の職場を希望。

20-

(1)映像機器(CATVシステム、液晶テレビなど)回
路設計(26年)
(2)液晶テレビの市場不良解析、信頼性評価試
験(耐熱、耐湿等の温度環境試験、温度上昇に
よる放熱評価、EMC評価)(3年11ヶ月)
(3)品質管理業務(電安法、消安法関連業務、計
測器管理業務)(4年8ヶ月)

(1)回路設計、製品評価の経験を基にして、製品修理／解
析等の業務を希望します。
(2)電安法／消安法に関する業務経験もあり、JEITAの製
品安全委員会にも参加していました。
(3)ポリテクセンター群馬にて、第二種電気工事士の資格
を(今年8月に)取得すべく訓練に挑戦中です。
(4)電気工事士の資格を活かした電気設備管理業務も希
望します。

(1)普通自動車免許
(2)普通二種免許

05020506
電工テクノ
サポート科
2月生

前橋市 55

(1)ビル、工場、病院施設等の電気・
空調・ボイラー等の設備の運転・監
視、管理、不具合対応
(2)交替勤務も可能です。

(1)前橋市
(2)高崎市
(3)渋川市
(4)伊勢崎市

23-

(1)防衛機関にて
　・航空交通管制業務(25年8ヶ月)
　・調整業務(2年10ヶ月)
　・総務、人事業務(5年0ヶ月)
　・教官業務(33年6ヶ月)
(2)消防設備会社にて消防点検業務(5ヶ月)

(1)これまでの防衛機関での勤務により、責任感、柔軟性
及び危機管理意識をもって業務を遂行することができま
す。
(2)これまでの防衛機関での勤務により、多岐にわたって
業務を遂行することができます。
(3)今年中に、危険物乙４、２級ボイラー技士、冷凍機械責
任者の国家資格取得をめざしています。
(4)ポリテクセンター群馬にて電気設備等に関する基本的
知識、技量の向上を図っています。

(1)大型自動車
(2)第二種電気工事士
(3)消防設備士甲4
(4)消防設備士乙6
(5)第1種消防設備点検
資格者
(6)第2種消防設備点検
資格者
(7)航空無線通信士
(8)第2級陸上特殊無線
技士

05020507
電工テクノ
サポート科
2月生

高崎市 41

(1)設備保全業務
(2)サービスエンジニア業務
(3)ビルメンテナンス業務

(1)高崎市
(2)前橋市
(3)北群馬郡
(4)渋川市
(5)安中市
(6)佐波郡玉村
町 25-

(1)工務店にて、一般住宅建築施工管理業務、
積算業務、工程管理業務(1年2ヶ月)
(2)カー用品店にて、整備業務、接客販売業務、
店舗運営管理業務、人材育成業務(8年6ヶ月)
(3)製造工場にて、マシンオペレーターとして塗
装工程管理業務、測定・完成検査及び梱包業
務、人材育成業務、設備メンテナンス業務(4年
4ヶ月)
(4)不動産会社にて、資産運用・建物賃貸事業提
案の営業業務(2年7ヶ月)
(5)自動車整備工場にて、販売業務、査定・仕入
れ・整備・商品化業務、会計経理管理業務(2年
3ヶ月)

(1)材料の加工から施工・工程管理、接客販売、整備まで
幅広い経験があります。
(2)資格取得(第二種電気工事士、危険物乙4)にチャレン
ジしています。
(3)ポリテクセンター群馬にて、電工を中心にシーケンス制
御やPLC制御まで電気設備全般を基礎から学んでおりま
す。
(4)取り扱う製品は変わっても、この経験と訓練の成果を
活かせる仕事を希望します。

(1)普通自動車免許
(2)フォークリフト技能講
習
(3)中型二輪免許

05020508
電工テクノ
サポート科
2月生

伊勢崎
市

61

(1)ビルメンテナンス管理
(2)ホームセンター等の販売員
(3)障害者福祉施設指導員
(4)生産工場の工員

(1)伊勢崎市
(2)前橋市
(3)みどり市
(4)桐生市
(5)太田市

18-

(1)文具卸販売業にて、物流(配送)(3年)
(2)電子部品の製造工場にて工程管理(2年3ヶ
月)
(3)薬品卸と菓子メーカーにてルート販売営業(6
年)
(4)前橋市の総合会館にて経理を3年、施設管理
を14年、企画営業を7年、執行先で観光コンベン
ションを2年3ヶ月(26年3ヶ月)
(5)高速道路の料金所管理業務(5年)

(1)人との関わり合いからの交渉事
(2)事業の立ち上げからの企画力と事業運営までの采配
力
(3)グループ活動
(4)モニター監視及び警備力

(1)英語検定3級
(2)珠算3級
(3)簿記2級
(4)普通自動車種免許
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リクエスト
No.

訓練科名 住所 歳 希望職種 希望勤務地
希望
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主たる職務経験 アピールポイント 主な免許・資格

05020509
電工テクノ
サポート科
2月生

桐生市 48

(1)電気工事士
(2)重量物据付工事

(1)桐生市
(2)みどり市
(3)太田市
(4)伊勢崎市
(5)足利市
(6)前橋市 25-

冷凍冷蔵設備業にて、据付・撤去・教育・管理業
務(24年)　(業界内での転職あり)

(1)ポリテクセンター群馬にて電気工事について勉強中で
す。
(2)重量物・冷凍冷蔵設備業に携わって24年作業や教育
をしてきた経験を活かせていけると思います。

(1)小型移動式クレーン
技能講習
(2)玉掛け技能講習
(3)フォークリフト技能講
習
(4)ガス溶接技能講習
(5)アーク溶接特別教育
(6)振動工具取扱作業
者安全衛生教育

05020510
電工テクノ
サポート科
2月生

藤岡市 44

(1)製造(組立加工)
(2)梱包・検品・仕分け
(3)研究・開発・検査

(1)高崎市
(2)児玉郡(上里
町、神川町、美
里町)
(3)本庄市
(4)深谷市
(5)藤岡市
(6)富岡市

25-

医薬品の充填作業・梱包作業・仕上げ作業(2年
5ヶ月)

(1)医薬品工場での業務経験から衛生・精密を重視する作
業を得意としています。
(2)私の強みは物事に真摯に取り組むことです。変化の少
ない作業でもコツコツと続けることができます。

普通自動車免許

05020511
電工テクノ
サポート科
2月生

安中市 53

(1)ガソリンスタンド等の石油小売販
売業(交替勤務可)
(2)電気工事関連(交替勤務可)

(1)安中市
(2)高崎市
(3)富岡市

23-

(1)ガソリンスタンドでの接客販売(10年)
(2)トラックでの石油製品運搬業(8年)
(3)亜鉛工業での浄液工程作業(18年)

(1)接客業が長く人とのつながりを大事にします。
(2)危険物乙4と第二種電気工事士の資格取得を目指して
います。
(3)運転手の経験が長く丁寧な運転を心得ています。
(4)交替勤務ではグループ(7名)分のシフト表や管理をして
いました。

(1)普通自動車免許
(2)玉掛け技能講習
(3)フィナンシャルプラン
ニング技能士3級

05020512
電工テクノ
サポート科
2月生

高崎市 49

(1)住宅メイン電気工事業務
(2)ビルメンテナンス・管理業務
(3)仮設電気設営業務

(1)高崎市
(2)前橋市
(3)富岡市
(4)全国転居可
能です。

26-

(1)イベント会社での企画・運営(9年)
(2)興信所での調査員(6年)
(3)自動車部品会社での検査(1年)
(4)介護施設での介護業務(10年)

(1)人と接する事が多い職種に就いていた事からコミュニ
ケーションは得意なほうです。
(2)コミュニケーション能力を活かし、相手の望んでいる事
や困っている事に気付きニーズを掴む力に繋がると感じ
ています。
(3)誠実性の高さも私の強みとしている為、責任を持って
最後までやり抜きます。

(1)普通自動車免許
(2)普通二種免許
(3)中型二輪免許
(4)フォークリフト技能講
習
(5)介護福祉士

05010202
マシニング
CAD科1月
生

深谷市 26

（1）CADオペレーターまたはCADを
使った機械設計または補助業務
(2)機械設計・機械製図

(1)深谷市、熊谷
市、本庄市
(2）伊勢崎市、
太田市、高崎市
（3）高崎線沿線

20-

金融機関に3年7ヶ月在籍し、
(1)融資案件の事務処理やテラー業務、来客対
応、電話業務（3年7ヶ月）
(2）中小企業および大口預金先へのLA（ライフプ
ランアドバイザー）営業（2年7ヵ月）
(3)投資信託、保険、国債などの金融商品の提
案（2年7ヵ月）
(4）法人および個人事業主へのコンサルタント営
業（1年7ヵ月）

(1)預金・融資の案件処理全般を行い、速く正確な処理を
心掛けていました。
(2)富裕層を対象としたライフプラン形成の相談を受け、
ニーズに合わせた商品の提案を行っていました。徹底し
た顧客管理の結果、売上が対前年度比150%越えという実
績を出すことが出来ました。
(3)顧客から依頼が来てから動くのではなく、当方に有利
な状況で案件獲得が出来るような活動に注力していまし
た。

(1)普通自動車免許
(2)ファイナンシャルプラ
ンニング技能士3級
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リクエスト
No.

訓練科名 住所 歳 希望職種 希望勤務地
希望
月収

主たる職務経験 アピールポイント 主な免許・資格

05010204
マシニング
CAD科1月
生

伊勢崎
市

30

（1）CAD/CAMオペレーター業務
（2）マシニングセンターのオペレー
ター
（3）NC旋盤のオペレーター

（1）伊勢崎市
（2）前橋市
（3）高崎西部
（4）太田市
（5）みどり市
（6）桐生南部 18-

（1）アルミ箔製造工場に就職、アルミ箔の印刷
業務（3年2ヶ月）
（2）（1）のグループ会社に出向、そこで梱包した
アルミコイルをクレーンを操作して鉄ラックに入
れる業務（2年10ヶ月）
（3）金属加工工場でセンターレス研磨機操作し
て円筒の研磨をする業務（4年6ヶ月）

（1）アルミ箔工場では、改善提案の提出を行っており毎月
提出ノルマを守っておりました。
（2）出向後は、通常の業務とは別に作業標準書の新規作
成および追記などを行っておりました。
（3）センターレス研磨機での金属の円筒研磨を行っており
ましたので、円筒研磨に関する加工図面の理解度はあり
ます。

（1）普通自動車免許
（2）危険物取扱者乙種
４類
（3）フォークリフト運転
技能講習
（4）玉掛け技能講習 （2
ｔ）

05010205
マシニング
CAD科1月
生

熊谷市 40

（1）NC旋盤/MC加工業務
（2）CAD/CAMオペレーター業務
（3）工作機械加工業務
（4）加工に携わる業務

(1)熊谷市、深谷
市、東松山市、
比企郡、行田
市、本庄市
(2)太田市、伊勢
崎市 21-

(1)螺子製造ヘッダー、ローリングの段取、出荷
（6年8ヶ月）
(2)金型製造MCの段取り、出荷、平面研磨（3年
1ヶ月）
(3)装飾品製造MC五軸、出荷（1年5ヶ月）
(4)自動車部品製造NC旋盤、ポリゴンマシン、
MC、転造機の段取り加工、外国人教育担当（3
年11ヶ月）
(5)部品製造フライス、旋盤加工（1年7ヶ月）
(6)部品製造NC/MC加工（1年3ヶ月）

(1)私は好奇心が強く、機械、工具等の仕組みに興味があ
り、なぜ、どうしてを考えることが好きです。
(2)技術向上のため技能検定課題に取り組み、平成29年
に技能検定普通旋盤2級を取得する事が出来ました。
(3)ルーペで検査するネジから始まり、ゴム成形型、自動
車部品製造まで携わって来ました。
(4)今までの経験とポリテクセンター群馬で学んだ知識を
活かせる仕事を希望しています。

(1)普通自動車免許
(2)フォークリフト運転技
能講習
(3)技能検定普通旋盤2
級

05010206
マシニング
CAD科1月
生

沼田市 46

(1)ＣＡＤオペレーターまたはＣＡＤを
使った機械設計または補助業務
(2)工作機械による加工の業務
(3)工場における生産管理等の業務
(4)交替勤務も可能です。

(1)渋川市
(2)前橋市
(3)高崎市
(4)群馬県

20-

(1)特定建築物のビル管理業務（14年）
(2)木製品製造業(7年8ヶ月)

(1)前職製造業では材料選定、鋸、汎用旋盤、研磨等の業
務に従事していました。
(2)現在ポリテクセンター群馬にて2D、3DCAD、マシニング
センタの職業訓練中です。
(3)簡単な動画編集が出来ます。

(1)普通自動車免許
(2)CAD利用技術者試
験2級

05010207
マシニング
CAD科1月
生

伊勢崎
市

40

(1)工場作業員
(2)営業、販売、管理、接客

(1)伊勢崎市
(2)前橋市
(3)太田市

25-

(1)工業用刃物の研磨（10年）
(2)建設リサイクルプラント営業（2年）

(1)前職の建設業で従事していた大型重機による品物移
動や積み込みができます。
(2)大型自動車による納品ができます。

(1)普通自動車免許
(2)大型自動車免許

05010208
マシニング
CAD科1月
生

高崎市 51

(1)CADを使った機械設計または補助
業務
(2)工作機械による金属加工業務
(3)作業用治具の製作や修繕、工場
内保守等の業務

(1)高崎市
(2)前橋市南部
(3)安中市東部
(4)玉村町

25-

(1)加工（汎用ボール盤、汎用フライス盤、汎用
旋盤、半自動溶接、アーク溶接、アセチレンバー
ナーによる鋼材曲げ加工）及び事務一般(26年
5ヶ月)
(2)CNC５面加工機による部品加工、CNC加工機
用の刃物セット(2年1ヶ月)
(3)半自動溶接(手動、ロボット)、TIG溶接、鉄道
関連車両組み立て、丁合機の組み立て(3年1ヶ
月)

(1)入職以来ずっと金属加工業に従事、汎用旋盤、汎用フ
ライス盤、ボール盤、アーク溶接、半自動溶接、TIG溶接
等の作業を行って参りました。
(2)材料の加工から進捗管理まで幅広い経験があります。
取り扱う製品は変わっても、この経験と訓練の成果を活か
せる仕事を希望します。

(1)普通自動車免許
(2)中型自動二輪免許
(3）玉掛け
(4)床上操作式クレーン
(5)フォークリフト
(6)防火管理責任者
(7)4級アマチュア無線
技士

－　10　－



リクエスト
No.

訓練科名 住所 歳 希望職種 希望勤務地
希望
月収

主たる職務経験 アピールポイント 主な免許・資格

05010209
マシニング
CAD科1月
生

前橋市 26

(1)CADオペレーターまたはCADを
使った機械設計または補助業務
(2)工場における生産管理等の業務
(3)事務作業
(4)IT関連業務

(1)高崎市
(2)前橋市
(3)伊勢崎市
(4)本庄市

18-

食品会社での製造業務(5年8ヶ月) (1)製造・生産計画の実践経験があります。
(2)ITパスポートの資格取得にチャレンジしています。3月
中を予定しています。

普通自動車免許

05010210
マシニング
CAD科1月
生

埼玉県
大里郡
寄居町

53

(1)生産管理等の業務
(2)品質管理(クレーム対応)の業務
(3)工作機械による金属加工の業務
(4)ＣＡＤオペレーターまたはＣＡＤを
使った機械設計または補助業務
(5)交替勤務も可能です。

(1)深谷市
(2)熊谷市、本庄
市
(3)東松山市
(4)自宅より車で
1時間以内。 25-

(1)ホームセンタースタッフとして、品出し、発注
業務(3年6ヶ月)
(2)店舗主任としてフロアの管理、新人教育、及
び社員のオペレーション管理(4年3ヶ月）
(3)店舗総務次長として、予実管理、店舗全体の
オペレーション改善、経費管理や採用責任者、
新入社員教育などの業務（15年8ヶ月)

(1）問題解決に対して、TQC手法でチームとして、改善す
る事を実践してきました。
(2)店舗責任者としてお客様のご指摘や困り事の解決、対
応なども従事。

(1)普通自動車免
許
(2)フォークリフト技能講
習
(3)自転車安全整備士
(4）はい作業主任者技
能講習

05010212
マシニング
CAD科1月
生

佐波郡
玉村町

41

(1)ＣＡＤオペレーターまたはＣＡＤを
使った機械設計または補助業務
(2)工作機械による金属加工の業務

(1)玉村町、藤岡
市
(2)前橋市、伊勢
崎市、高崎市
(3)高崎線沿線
(4)社宅等の施
設があれば、全
国いずれの地
域も転居できま
す。

24-

(1)ミディーコチョウランのハウス栽培の現場勤
務(1年)
(2)液晶テレビ、スマートフォン、パソコンなどの
マスク基板となる石英ガラスの研磨(4年)
(3)レースカーテン、網戸などの染色、防炎加
工、及びテンター機による整理加工の会社にて
在庫管理・出荷業務(6年)
(4)同会社にて営業、生産管理、及び現場作業
補佐(6年)

ポリテクセンター群馬にて半年間、機械製図の知識を習
得し、2次元CADによる図面作成、3次元CADによるモデリ
ング技法等を習得予定です。

普通自動車免許

05010213
マシニング
CAD科1月
生

太田市 19

(1)IT関係の業務
(2)CADオペレーターまたはCADを
使った機械設計または補助業務
(3)PCを用いる業務

(1)伊勢崎市、太
田市、足利市
(2)高崎市、熊谷
(3)社宅等の施
設があれば、全
国いずれの地
域も転居できま
す。

19-

(1)スーパーでレジでの接客商品の品出し（2年）
(2)車に使用するプラスチック製品の加工、成
型、マスキング（6ヶ月）

(1)自分の取得している資格が少ないので、会社に活用で
きる資格にチャレンジしていきます
(2)WordとExcelの検定を受け1級を所持しているのでPCの
操作には自信があります。

(1)普通自動車免許
（MT）
(2)電卓検定1級
(3)全商情報処理ビジネ
ス部門1級

05010703
電気設計
技術科1月
生

秩父市 38

(1)工場などの設備保全業務
(2)産業機械等のメンテナンス業務

関東圏内

25-

(1)半導体製造会社にて、マスク、ウエハーの製
造業務(2年6ヶ月)
(2)寝室家具メーカーにて、品質管理、出荷、在
庫管理業務(3年6ヶ月)
(3)遊戯機械メーカーにて、アトラクションの施
工、メンテナンス業務やゴーカート、バッテリー
カートの製造、メンテナンス業務(2年)
(4)腕時計製造メーカーにて、製造業務(1年)
設備保全業務(7年)

前職では、設備技術課にて、製造機械の機械系保全業務
を行っておりました。
緊急修理対応から、定期メンテナンスにおけるオーバー
ホールや、ミクロン単位での調整作業、品質向上に向け
た機械精度の見直し、治具製作などを行っておりました。
電気の知識を得る為、ポリテクセンター群馬にて電気の
基礎知識を学び、機械と電気双方から携わって参りたい
と考えております。

(1)普通自動車第一種
免許
(2)フォークリフト運転技
能講習修了
(3)小型移動式クレーン
運転技能講習修了
(4)昇降機等検査員講
習修了
(5)品質管理検定3級
(6)小型船舶操縦免許2
級
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リクエスト
No.

訓練科名 住所 歳 希望職種 希望勤務地
希望
月収

主たる職務経験 アピールポイント 主な免許・資格

05010705
電気設計
技術科1月
生

佐波郡
玉村町

46

(1)制御盤製作
(2)電気設計

(1)玉村町
(2)伊勢崎市
(3)高崎市
(4)前橋市
(5)藤岡市

18-

(1)民間自動車整備工場にて、自動車の整備
（6ヶ月）
(2)民間自動車鈑金塗装工場にて、事故車両等
の修繕及び納車引き取り（2年）
(3)自動車製造工場にて、自動車外装部品の製
造業務（2年）
(4)小型トラック製造工場にて、エンジンの製造
及び工程改善業務（6年）
(5)運送会社にて、食品のルート配送（13年）

当たり前のことかもしれませんが、分からない事を分から
ないままにせず、自己理解できるまで反復、復習するこ
と、並びに、失敗、間違いを犯した際には、必ずその原因
を追究し同じ失敗や間違いを犯さないよう考え工夫するこ
とを心がけています。

(1)情報処理検定3級
(2)普通自動車免許
(3)二級ガソリン自動車
整備士

05010708
電気設計
技術科1月
生

富岡市 57

(1)設備保守・管理
(2)電気保全

(1)富岡市
(2)安中市

25-

小売接客業をはじめ、店舗責任者、二級ガソリ
ン自動車整備士を取得し、整備作業に力を入れ
る。
石油類、潤滑油の営業、小売部の統括業務でマ
ネージメントを経験。(10年7ヶ月)

(1)一つの会社で37年間の継続勤務
(2)一般社員から管理職まで経験
(3)顧客対応、業務改善・効率化などから、各種の資格を
取得
(4)コミュニケーション能力はあるほうだと自負しておりま
す。

(1)大型自動車免許
(2)危険物乙4
(3)第二種電気工事士
(4)大型特殊免許
(5)フォークリフト技能講
習
(6)小型移動式クレーン
技能講習
(7)二級ガソリン自動車
整備士
(8)上級救命講習
(9)防災士
(10)3級販売士
(11)日商簿記3級

05010709
電気設計
技術科1月
生

伊勢崎
市

42

(1)電気機器の組立・配線
(2)盤の配線
(3)設備・電気保全

(1)伊勢崎市
(2)玉村町、前橋
市南部、高崎市
東部、太田市西
部
(3)埼玉県本庄
市

18-

(1)金属加工会社にて、筐体の組立・NCオペ
レーター(1年5ヶ月)
(2)父親の自営業(電気工事)の手伝い・雑用(5
年)
(3)釣具店での接客(2年8ヶ月)
(4)自動車整備工場にて、自動車整備(3ヶ月)

(1)製造業の経験があるので生産関係で戦力になります。
(2)接客業の経験があるのでコミュニケーション能力に問
題はありません。
(3)手先が器用なので、細かい作業をする仕事を希望しま
す。

(1)普通自動車免許
(2)二級ガソリン自動車
整備士

05010711
電気設計
技術科1月
生

深谷市 39

(1)ビル、オフィスなどのメンテナンス
業務
(2)電気配線業務
(3)交替勤務も可能です。

(1)深谷市
(2)熊谷市
(3)太田市,伊勢
崎市
(4)住宅等の施
設があれば、全
国いずれの地
域も転居できま
す。

20-

(1)建設運搬会社にて4tダンプカーの運転業務(2
年7ヶ月)
(2)リユースショップにて店舗運営業務(4年)
(3)自動車部品組み立て会社にて溶接機器のマ
シンオペレーター業務(9年5ヶ月)

(1)危険物取扱乙4取得のため勉強中
(2)ボイラー2級技師免許取得のため勉強中
(3)電工2種取得のため勉強中
(4)冷凍3種取得のため勉強中
(5)いままでの経験職種は違えど、お客様にいい商品、い
いサービスをお届けいたします。

普通自動車免許
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リクエスト
No.

訓練科名 住所 歳 希望職種 希望勤務地
希望
月収

主たる職務経験 アピールポイント 主な免許・資格

04111101

CADものづ
くりサポー
ト科11月生

(女性向け
コース)

太田市 29

(1)工場における生産管理等の業務
(2)CADオペレータまたはCADを使っ
た機械設計または補助業務
(3)品質管理の業務

(1)太田市
(2)伊勢崎市
(3)足利市
(4)社宅等の施
設があれば、全
国いずれの地
域も転居できま
す。

19-

(1)プラスチック製品食品容器製造会社にて、生
産管理業務(3年)
(2)建設会社にて、一般事務兼CADオペレータ(2
年)
(3)運送会社にて配送指示管理、一般事務、
サービス業、仕分け梱包等(5年)

(1)生産管理や一般事務・CADオペレータ実践から、即戦
力となります。
(2)CAD利用技術者試験の資格取得にチャレンジしていま
す。(1月受験予定)
(3)学生時代、様々なソフト・IT知識を勉強してきたので幅
広い知識が活かせると思います。
(4)現在、ポリテクセンター群馬にて知識を吸収中です。

(1)普通自動車免許AT
限定
(2)ICTプロフィシエン
シー検定3級
(3)日本漢字能力検定3
級
(4)日本語ワープロ検定
3級
(5)縫物検定3級
(6)MOS(Excel2010ｽﾍﾟ
ｼｬﾘｽﾄ)

04111104

CADものづ
くりサポー
ト科11月生

(女性向け
コース)

高崎市 35

(1)機械CADオペレータ
(2)一般事務

(1)高崎市
(2)安中市
(3)前橋市
(4)自宅から15
キロ圏内

16-

(1)動物病院で動物看護師として看護、在庫管
理、電話応対、受付、新人教育(13年)
(2)医療事務として、薬の在庫管理、受付(1年)

(1)製造業の経験はありませんが、ポリテクセンター群馬
で訓練を受けCADを勉強中です。2月頃までにCAD利用
技術者試験を受験し、資格取得を目指しています。
(2)これまでの職場では諦めない忍耐力と最後までやりき
る責任感を培ってきました。その経験を製造業でも生かし
粘り強く頑張りたいと思っています。

(1)普通自動車免許
(2)愛玩動物飼養管理
士2級
(3)動物看護師資格認
定試験
(4)調剤事務管理士
(5)医療事務管理士(医
科)

04111107

CADものづ
くりサポー
ト科11月生

(女性向け
コース)

伊勢崎
市

46

(1)CADオペレータ
(2)製品検査

(1)伊勢崎市
(2)前橋市

18-

(1)産業資材のハーフカット・全抜きプレス加工な
どの目視検査(12年)
(2)金属加工会社で、CADオペレータ(1年)
(3)外壁・カーポートなどの施工販売などで電話
対応の事務作業(4年)
(4)保険外交員(2年)

(1)AMADAのAP100を使って2DCADの作図をしていまし
た。現場の方から教えて頂いてわかりやすい図面を書くよ
うに心がけていました。現場に出て加工の補助作業を行う
こともありました。
(2)前工程から回収した製品や、縫製品、出荷前の製品な
どの最終検査を任されていました。

(1)ワープロ検定試験2
級
(2)珠算検定試験2級
(3)全商簿記試験3級
(4)普通自動車免許
(5)ファイナンシャルプラ
ンニング技能士3級
(6)フォークリフト技能講
習

04111113

CADものづ
くりサポー
ト科11月生

(女性向け
コース)

高崎市 44

(1)CADオペレータまたはCADを使っ
た機械設計または補助業務
(2)工場における生産管理の業務
(3)品質管理の業務

(1)高崎市
(2)前橋市西部
(3)渋川市
(4)吉岡町
(5)吉井町

20-

(1)旅館・ホテルの客室整備
現場責任者として、スタッフの勤務管理、収支
データの管理、支配人への報告・連絡など、在
庫管理(7年2ヶ月)
(2)営業所所長として各事業所の収支管理・労務
管理、事業所責任者の教育、年間売上計画作
成(2年6ヶ月)
(3)動物病院にて、トリマーと看護師として勤務(5
年3ヶ月)
(4)フードコートで調理に関する業務、新人教育、
メニュー作成(4年7ヶ月)

(1)中間管理職として、パート・社員の労務管理や各事業
所の売上・収支管理など、知識や幅広い年齢の方と接し
た経験があります。
(2)細かな作業が好きでコツコツと取り組むことができま
す。
(3)ポリテクセンター群馬でOffice・2DCAD・3DCADを勉強
中です。

(1)普通自動車免許
(2)全商情報処理2級
(3)調理師免許
(4)食品衛生責任者

04111114

CADものづ
くりサポー
ト科11月生

(女性向け
コース)

伊勢崎
市

56

(1)CADオペレータまたはCADを使っ
た補助業務
(2)一般事務
(3)工場内の生産業務
(4)ライン作業
(5)交替勤務も可能です。

(1)伊勢崎市
(2)太田市
(3)前橋市
(4)玉村町
(5)本庄市
(6)高崎市 18-

(1)電気部品関係の製造会社にて加工作業(カー
ボンロウ付け)(14年)
(2)電気製品のボール盤を使った加工と組み立
て作業(2年)
(3)食品販売会社での倉庫作業(ピッキング)(1年)
(4)電気機械器具の製造と外観検査(3年)

(1)ポリテクセンター群馬にてWord・Excel・PowerPoint・
2DCAD・3DCADを勉強しています。この訓練の成果を活
かしていきたいです。
(2)製造や生産現場での実務経験が長いので、CADだけ
ではなく一般事務や製造現場など、マルチに働けます。

普通自動車免許
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リクエスト
No.

訓練科名 住所 歳 希望職種 希望勤務地
希望
月収

主たる職務経験 アピールポイント 主な免許・資格

04110803
デジタルエ
ンジニア科
11月生

深谷市 21

製造業における生産管理等の業務 (1)深谷市
(2)本庄市
(3)熊谷市
(4)大宮市

13-

(1)ガソリンスタンドにて、補助業務(3ヶ月)
(2)大工仕事(6ヶ月)

製造業の仕事に興味があります。長く戦力になれるように
頑張りたいと思います。

普通自動車免許

04110804
デジタルエ
ンジニア科
11月生

太田市 24

(1)プログラマー
(2)システムエンジニア

(1)太田市
(2)伊勢崎市
(3)熊本県玉名
市
(4)住宅手当等
があれば、全国
いずれの地域も
転居できます。

19-

スーパーマーケットにて非生鮮部門担当として、
パートのシフト作成、品出しなどの店舗運営業
務(1年6ヶ月)

(1)ポリテクセンター群馬にてC言語を学ぶ予定ですので、
学んだ事を活かせるプログラマーの仕事を希望します。
(2)個々のお客様の欲しいものを聞き出し、整理し提案さ
せて頂くことを多く経験しました。

普通自動車免許

04110805
デジタルエ
ンジニア科
11月生

佐波郡
玉村町

35

(1)ゲーム開発・アプリケーション開発
プログラマー
(2)ゲーム開発・アプリケーション開発
システムエンジニア

社宅等の施設
があれば、全国
いずれの地域も
転居できます。

20-

(1)都内アニメーション制作会社にて制作進行
(累計7年)
(2)感染症療養事務局にて医療事務補佐(1年)

スケジュール・人材・素材管理業務などにおいて、円滑に
コミュニケーションをとることが出来ます。

(1)普通自動車免許
(2)フォークリフト運転免
許

04110807
デジタルエ
ンジニア科
11月生

伊勢崎
市

33

(1)電子回路設計
(2)電子機器組み立て作業
(3)家電・PC・スマートフォン・電子機
器修理

(1)伊勢崎市
(2)太田市
(3)高崎市

22-

(1)重機メーカー子会社にて重機販売の営業(4
年6ヶ月)
(2)玩具・CD等ホビー専門店を経営する会社の
通信販売部門で入荷検品・出荷業務(1年6ヶ月)

(1)何事にも真面目に取り組み、未経験の業務であっても
熱意をもって取り組みます。
(2)ポリテクセンター群馬で電子回路設計やはんだ付け作
業、プログラミング(C言語)訓練を受講中でスキル習得を
目指しています。

(1)普通自動車免許
(2)小型移動式クレーン
技能講習
(3)玉掛け技能講習
(4)車両系建設機械技
能講習

04110808
デジタルエ
ンジニア科
11月生

前橋市 38

プログラマー (1)前橋市
(2)伊勢崎市、高
崎市
(3)リモートワー
ク主体で出社が
週1日程度であ
れば、都内も
可。

20-

(1)医療機器販売会社にて営業事務(3年7ヶ月)
(2)食品加工・卸売会社にて一般事務(2年4ヶ月)
(3)電気通信会社にて一般事務(3年9ヶ月)
(4)公的機関にて一般事務(5ヶ月)
(5)家電量販店にてテレフォンオペレーター(6ヶ
月)
(6)家電量販店にて店頭販売員(1年9ヶ月)

(1)常に効率の良い方法を模索し、業務に取り組んできま
した。
(2)基本情報処理技術者の資格取得にチャレンジしていま
す。
(3)訓練の成果を活かせる仕事を希望します。

(1)普通自動車免許
(2)日商簿記2級
(3)全商簿記1級
(4)日本漢字検定2級
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リクエスト
No.

訓練科名 住所 歳 希望職種 希望勤務地
希望
月収

主たる職務経験 アピールポイント 主な免許・資格

04110809
デジタルエ
ンジニア科
11月生

高崎市 44

(1)Excel、Wordを使用した入力、総務
業務
(2)職業訓練で身につけた電子回路
の設計・プログラミング業務

高崎市

18-

(1)メガネの加工・販売(9年)
(2)パチンコホール運営(1年)
(3)配達業務(9年)

(1)メガネ販売において、接客スキルを身につけました。
(2)ホール運営において、人員管理、在庫管理、金銭管理
を経験しました。
(3)手順の見直しなどにより配達業務の効率化を図りまし
た。

(1)普通自動車免許
(2)MOS(Excelエキス
パート)
(3)日商簿記3級

04110811
デジタルエ
ンジニア科
11月生

高崎市 37

(1)プログラミング業務
(2)サーバーメンテナンス業務
(3)工場等における生産管理の業務
(4)ビル管理業務
(5)夜勤も可能です

(1)高崎市
(2)前橋市
(3)関東圏
(4)社宅等の施
設があれば、全
国いずれの地
域も転居できま
す。

22-

(1)防衛機関にて、小銃手として勤務(4年)
(2)警備会社にて、夜間巡回及び守衛として勤務
(2年)
(3)建築会社にて現場監督、図面修正
(AutoCAD)業務(7年)

(1)PCでの基本的な作業(Word,Excel)が可能です。
(2)技能検定(Java等PC検定各種)の技能習得にチャレン
ジしています。
(3)体力には自信があります。

中型普通自動車免許

04110813
デジタルエ
ンジニア科
11月生

埼玉県 42

(1)電子機器の組立て、設計
(2)プログラミング

(1)埼玉県
(2)群馬県
(3)東京都

25-

(1)鉄鋼会社にて、製造オペレーター(2年)
(2)サービス業(15年)
(3)接客業(3年)

(1)コミュニケーションスキルは自信があります。
(2)チャレンジ精神がありポリテクセンター群馬で学んだこ
とが活かせる仕事を希望します。

普通自動車免許

04110815
デジタルエ
ンジニア科
11月生

前橋市 52

(1)組込みシステムの設計開発に係
る業務
(2)電子機器類、設備等の整備・保守
業務

(1)前橋市
(2)渋川市周辺

20-

(1)OA機器販売子会社にて機器オフィス用品営
業販売保守(2年)
(2)製糸工場にて操糸・機械設備保守(2年)
(3)製造業・派遣社員として樹脂射出成型機械オ
ペレーター及び自動車用蓄電池組立等の業務
(2年)
(4)医療福祉事務所にて介護介助送迎等の業務
(8年)

(1)多様な現場での職務経験により、環境の変化や新しい
ことに対し客観的かつ柔軟に対応できます。
(2)基本情報技術者の資格取得にチャレンジしています。
(3)これまでの経験と訓練の成果を活かせるよう最大限の
努力をします。

(1)中型2種自動車免許
(2)フォークリフト特別教
育
(3)CAD利用技術者2級
(4)調理師

04100501
電工テクノ
サポート科
10月生

高崎市 37

(1)電気工事士
(2)製造

(1)高崎市
(2)前橋市
(3)安中市
(4)富岡市

18-

(1)ATMカセットの分解・組立て・部品交換(2年)
(2)ATM筐体の組立て(6ヶ月)

(1)正確で素早い作業を心掛けています。
(2)資格取得は積極的に行い合格の為に努力しています。
(3)自分で決めたことは最後までやり遂げます。

(1)普通自動車免許
(2)危険物取扱者乙種1
～6類
(3)三級自動車ガソリン
エンジン整備士
(4)玉掛け技能講習
(5)クレーン(5ｔ未満)運
転特別教育
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リクエスト
No.

訓練科名 住所 歳 希望職種 希望勤務地
希望
月収

主たる職務経験 アピールポイント 主な免許・資格

04100503
電工テクノ
サポート科

10月生
太田市 22

(1)電気工事業務
(2)工作機械による金属加工業務

太田市

20-

(1)モーター製造会社にて、４輪スターターモー
ターの製造作業(2年)
(2)工場の技術管理部門にて、エアー配管や電
源の引き下ろし作業等の業務(1年)
(3)電子工程開発部門にて、電子制御基盤の工
程開発(5ヶ月)

(1)機械加工や電気についての基本知識があります。
(2)業務に対して真面目に取り組みます。
(3)普通自動車免許はAT限定を解除しております。
(4)将来は、電気主任技術者の取得をしたいと考えており
ます。

(1)普通自動車免許
(2)危険物乙4
(3)第二種電気工事士
(4)技能検定普通旋盤
作業3級
(5)フォークリフト技能講
習

04100504
電工テクノ
サポート科

10月生
高崎市 60

(1)生産工場原動機オペレータ
(2)生産工場保全業務
(3)ビルマンション管理業務

(1)高崎市
(2)藤岡市
(3)玉村町

25-

(1)原子力発電所オペレータ(17年3ヶ月)
(2)原子力発電所化学分析員(2年)
(3)金属加工会社生産管理(1年3ヶ月)
(4)ビール工場プラント(原動機)オペレータ(12年
6ヶ月)
(5)飲料工場排水オペレータ(4年)

(1)発電所業務で事故時対応訓練を重ねトラブル対応に
は、安全第一で迅速かつ的確に行うことができると思いま
す。
(2)水質化学管理を経験したことにより正常時から変化す
る異常兆候の早期判断がつけられると思います。
(3)町工場の生産管理を行ってコスト管理　進捗管理　納
期管理の厳しさを学びいかに生産性を上げて行けば良い
かを考えられるようになったと思います。

(1)普通自動車免許
(2)１級ボイラ技士
(3)高圧ガス第２種冷凍
機
(4)第１種衛生管理者
(5)危険物乙４類

04100505
電工テクノ
サポート科

10月生

伊勢崎
市

40

(1)設備保全
(2)設備管理
(3)電気工事
(4)生産管理

(1)伊勢崎市
(2)前橋市
(3)高崎市
(4)太田市
(5)桐生市

20-

(1)不動産会社で仲介業務経験(19年)
(2)デイサービスセンターで介護と送迎業務(9ヶ
月)
(3)タンクローリー軽油配送(1年9ヶ月)

(1)危険物取扱の実務経験があります。
(2)ドライバー経験がありますので、配送業務では即戦力
になります。
(3)不動産については物件調査、役所調査などの業務も
経験しています。

(1)普通自動車免許
(2)大型自動車第2種免
許
(3)危険物乙4
(4)第二種電気工事士
(5)フォークリフト運転技
能講習
(6)宅地建物取引士合
格

04100506
電工テクノ
サポート科

10月生

邑楽郡
大泉町

56

(1)電機メーカー等における商品開発
の業務
(2)メーカー等における品質管理・品
質保証業務
(3)市場クレーム品の不具合解析
(4)CADによる各種設計またはCADオ
ペレーター

(1)館林市、邑楽
郡
(2)太田市
(3)桐生市、みど
り市
(4)熊谷市を中
心とした埼玉県
北部
(5)自宅から60
分以内の通勤
圏内

22-

(1)電機メーカーにおける商品開発および周辺業
務(2社15年)
(2)電機メーカーにおける市場クレーム品の不具
合解析(3年)
(3)NPO法人における中小企業の技術的支援業
務(1年)

(1)電機製品の開発・試作・評価・設計から量産立ち上げ
までの一連の業務を経験しているので、即戦力として期
待できます。
(2)障害者としての配慮は必要ですが、一般的な健常者と
比較しても優秀です。

(1)普通自動車免許
(2)珠算4級

04100507
電工テクノ
サポート科

10月生
高崎市 63

(1)パソコンスキルを利用した電工関
係の業務
(2)工場等における保全業務

(1)高崎市
(2)安中市
(3)前橋市東部

20-

(1)化学品、食品の製造会社にて、食品製造の
工程補助(1年)
(2)機械メーカーにてNCプログラム作成及び加
工テスト業務、工作機械・半導体製造、生産技
術等(38年)

電工関係の職種は未経験ですが、常にチャレンジする気
持ちを忘れず挑戦し続けようと思います。

(1)普通自動車免許
(2)大型自動車免許
(3)フォークリフト免許
(4)第二種電気工事士
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リクエスト
No.

訓練科名 住所 歳 希望職種 希望勤務地
希望
月収

主たる職務経験 アピールポイント 主な免許・資格

04100508
電工テクノ
サポート科

10月生
前橋市 55

(1)ビル管理業務
(2)防災設備点検業務
(3)機械保安業務

(1)前橋市
(2)高崎市
(3)渋川市

25-

(1)技術系派遣会社において、機械設計技術者
としてCADを用いた自動車部品およびオーディ
オ機器の筐体設計業務(10年)
(2)技術系派遣会社より自動車部品メーカーに
て、開発品の部品実験・評価業務(10年)

(1)多種多様なメーカーでの設計開発業務から実験品質
保証等を経験し幅広い業務に対応出来ます。
(2)機械・ビル管理等の保守保安業界へのジョブチェンジ
を目指し、資格取得にチャレンジしています。

(1)第二種電気工事士
(2)2級ボイラー技士
(3)危険物乙1～6類
(4)大型自動車免許
(5)フォークリフト技能講
習
(6)三次元CAD利用技
術者2級

04100509
電工テクノ
サポート科
10月生

高崎市 62

(1)工場における生産管理等の業務
(2)品質管理(クレーム対応)の業務
(3)営業企画業務
(4)新規サービス企画

(1)高崎市
(2)前橋市
(3)藤岡市
(4)伊勢崎市
(5)玉村町

20-

(1)病院経営管理業務(31年)
(2)印刷会社役員(5年)

医療機関(病院)にて、企画・経営管理・人事管理・用度・
危機管理・クレーム対応・行政手続き・補助金申請・各種
登記・経理業務等の責任者として、数多くの意思決定やマ
ネージメントを行って参りました。これらの経験が活かせる
業務を希望します。

(1)普通自動車免許
(2)二級小型船舶操縦
免許
(3)甲種防火管理新規
講習修了
(4)ファイナンシャル・プ
ランニング技能士3級

04090104
CAD/NC技
術科9月生

太田市 56

(1)CADオペレータまたはCADを使っ
た機械設計または補助業務
(2)工作機械による金属加工の業務

(1)太田市
(2)伊勢崎市
(3)桐生市
(4)足利市
(5)以下通勤条
件(通勤時間1時
間以内)による
(高崎市、前橋
市、館林市、小
山市)

30-

(1)パチンコ遊技機会社にて、パチンコ装置の開
発、設計(6年2ヶ月)
(2)技術者派遣会社にて、
・航空・宇宙事業分野の設計業務(4年10ヶ月)
・自動車部品の開発・設計業務(13年3ヶ月)
・鉄道駅ホーム柵の開発補助業務(4ヶ月)

(1)3Dモデル作成、及び2D作図、また各部署と調整しなが
ら試作から量産移行までの開発設計業務を経験していま
す。
(2)訓練にてCAD操作、及び加工機械の理解を深めてお
り、訓練の成果を活かせる仕事を希望します。

(1)普通自動車免許
(2)普通自動二輪車運
転免許
(3)大型自動二輪車運
転免許

04090109
CAD/NC技
術科9月生

北群馬
郡吉岡
町

36

(1)NC旋盤、マシニングセンタによる
金属加工の業務
(2)CADオペレータまたはCADを使っ
た機械設計または補助業務
(3)一般事務(データ入力、書類作成、
各種申請業務、電話対応、清掃等)
(4)PCデータ管理、システム保守等の
SE・IT担当
(5)簡易プログラミングコードやアプリ
ケーションのデバッグ作業
(6)ライン工(業種問わず)

(1)渋川市(旧渋
川管内)
(2)吉岡町
(3)渋川市全域
(4)榛東村
(5)前橋市
(6)高崎市
(7)伊勢崎市
(8)太田市
(9)栃木県宇都
宮市
(10)住宅補助、
引越手当等あ
れば全国可

16.5-

(1)総合建設業(8年程勤務)
　・一般事務、経理補助(8年)
　・土木作業員(7年)
　・土木技術者(5年)
(2)簡易清掃、商品陳列(通算1年程度)
(3ゲームアプリデバッグ作業(通算3ヶ月程度)

(1)異業種への就職となりますが、前職の経験と訓練の成
果を活かし業務に取り組みます。
(2)CAD利用技術者の資格取得に取り組んでいます。

(1)普通自動車免許(8t)
(2)2級土木施工管理技
士
(3)建設業経理事務士3
級
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リクエスト
No.

訓練科名 住所 歳 希望職種 希望勤務地
希望
月収

主たる職務経験 アピールポイント 主な免許・資格

04090114
CAD/NC技
術科9月生

伊勢崎
市

50

CADオペレータ (1)伊勢崎市
(2)本庄市
(3)深谷市
(4)前橋市
(5)高崎市

22-

(1)通信設備会社での内勤業務(26年)
・社内システムデータ投入・管理(26年)
・2次元CAD(5ヶ月)
・設計補助(7年)
・新人へのシステム投入育成、マニュアル作成
(6ヶ月)
(2)婦人服縫製(4ヶ月)

(1)工期がバラバラな複数の仕事を、優先順位をつけて計
画的に行っていました。
(2)納期ギリギリにならないように余裕をもって尚且つ正確
な仕事を心掛けていました。
(3)一つの物を初めから終わりまで作り上げる仕事がした
いと思っています。

普通自動車免許

04090115
CAD/NC技
術科9月生

伊勢崎
市

61

軽作業(アルバイト) 伊勢崎市

10-

(1)自動車部品の製造、検査(7年)
(2)自動車部品の品質管理、耐久試験(3年)
(3)会計事務所で企業の決算書作成、税務申告
書の作成(3年)
(4)自営業(ゲームソフトの販売)(3年)
(5)半導体製造装置の組立、検査(5年)
(6)半導体製造装置の配管製作、検査(PFA樹脂
の溶着、配管製作、検査)(20年)

(1)明るく元気に頑張ります
(2)粘り強く仕事に取り組みます

(1)ガス溶接
(2)普通自動車免許
(3)ボイラー2級
(4)危険物甲種
(5)公害防止管理者水
質1種
(6)衛生管理者

04090901
スマート制
御システム
科9月生

本庄市 26

(1)機械保全・整備業務
(2)生産管理業務
(3)IT関連業務

(1)本庄市、児玉
郡
(2)深谷市、伊勢
崎市、藤岡市
(3)高崎市、前橋
市 22-

(1)製薬会社にて、クリーンルームでの機械オペ
レーション、ライン管理、改善活動テーマリー
ダー(5年6ヶ月)
(2)感染予防マスク等環境製品の製造会社に
て、工程管理、機械オペレーション、環境管理事
務局、新入社員(パート、派遣社員)の教育(1年
6ヶ月)

(1)製造機械オペレーター、工程管理業務の経験から、生
産関連について即戦力となれます。
(2)工程管理、ライン長の経験、改善活動テーマリーダー
の経験から、リーダーシップを発揮できます。

(1)普通自動車免許
(2)トレース技能検定3
級
(3)情報技術検定3級
(4)基礎製図検定3級
(5)3級技能検定 機械検
査作業
(6)3級技能検定 普通旋
盤作業

04090903
スマート制
御システム
科9月生

前橋市 47

(1)インフラエンジニア
(2)ネットワークエンジニア
(3)サーバーエンジニア
(4)Webエンジニア

(1)前橋市
(2)高崎市
(3)伊勢崎市
(4)高崎線沿線

25-

(1)小売店にてECサイトの立ち上げ、管理、運用
(8年)
(2)蕎麦店にて2年間、現場業務ののち5年間店
長として業務全般を経験

(1)IT全般の基礎知識があります。
(2)基本情報技術者、AWS Cloud Practitioneの資格取得
の為勉強中です。
(3)店長経験から積極的にコミュニケーションを取り、ミス
の無いオペレーションを行う力や協調性を活かしチーム全
体で仕事を進めていく力があり即戦力となります。

(1)普通自動二輪車
(2)普通自動車免許
(3)食品衛生責任者

04090908
スマート制
御システム
科9月生

児玉郡
上里町

26

(1)プログラマー
(2)シーケンス制御の業務

(1)高崎市
(2)伊勢崎市
(3)本庄市
(4)深谷市
(5)上里町

18-

電池製造会社で極板の製造(2年) 前職のマシンオペレーターでマシンの操作にシーケンス
制御を使用していたため、馴染みがあります。

(1)普通自動車免許
(2)Oracle Java Silver
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リクエスト
No.

訓練科名 住所 歳 希望職種 希望勤務地
希望
月収

主たる職務経験 アピールポイント 主な免許・資格

04090910
スマート制
御システム
科9月生

高崎市 28

(1)ネットワークの設計・構築の業務
(2)ネットワークの運用・保守の業務

東京都

22-

(1)ホテルで料理の運搬、調理補助業務(5ヶ月)
(2)スーパーで調理、品出し業務(6ヶ月)
(3)コンビニエンスストアでレジ打ち、品出し、検
品業務(8ヶ月)

(1)CCNAの上位資格であるCCNP取得にチャレンジしてい
ます。
(2)ネットワークエンジニアに関わりのある資格を今後も積
極的に取り、この業務に必要な知識とスキルを高めてい
きます。

(1)普通自動車免許
(2)CCNA

04090915
スマート制
御システム
科9月生

熊谷市
40

(1)ネットワークエンジニア
(2)サーバー構築エンジニア
(3)生産設備の保守・メンテナンス
(4)プログラマー
(5)ソフトウェア開発エンジニア

(1)熊谷市周辺
(2)大宮区周辺
(3)高崎線沿線

30-

(1)自動車関係の工場で塗装ラインの管理業
務、製品を卸す作業(5年3ヶ月)
(2)工場でのラインオペレーター、タレットパンチ
プレスのオペレーター、溶接作業(8年4ヶ月)
(3)住宅関係のリフォームに関する営業(3ヶ月)
(4)物流会社でのフォークリフトを使用した倉庫
業務(1年)

(1)製造現場を長く経験した事から設備の保全活動、金型
交換、プログラムの作成、リーダー経験者としての幅広い
知識は経験として戦力になります。
(2)今までの経験と訓練で培って来た事を活かしたいで
す。
(3)新しい事に貪欲に挑みます。

(1)普通自動車免許
(2)フォークリフト技能講
習
(3)玉掛け技能講習
(4)日商簿記3級
(5)全経簿記2級
(6)第二種電気工事士

04090919
スマート制
御システム
科9月生

高崎市 21

(1)プログラマー
(2)エンジニア

(1)群馬県
(2)東京都

19-

(1)飲食店にて、接客サービスや販売、製造、厨
房ヘルプなどのアルバイト経験があります。(3
年)
(2)スーパーの早朝品出し作業のアルバイトを飲
食店と掛け持ちでやっていました。(1年)

(1)小学校低学年から柔道をやっており、毎日の厳しい練
習に耐え初段を取るまで努力を重ねてきたことから、最後
までやり遂げる体力も忍耐力もあります。
(2)中学校・高等学校6年間、実行委員や学級委員などに
率先して取り組んできたことから、責任感が強く何事にも
誠実に取り組めます。

(1)普通自動車免許
(2)柔道初段

04080501
電工テクノ
サポート科
8月生

伊勢崎
市

58

(1)施設管理
(2)設備管理

(1)伊勢崎市
(2)前橋市
(3)高崎市

20-

(1)工場における製造業務
(2)運送会社による運転業務
(3)施設での監視、管理業務

(1)ミスがなく黙々と業務にあたることも大切ですが、些細
な疑問や不安点でも気軽に相談しあえるようなコミュニ
ケーションは業務を円滑に進めるため必須だと感じていま
す。
(2)雰囲気を作ることのできるコミュニケーション能力が自
分の強みだと捉えております。

(1)普通自動車免許
(2)大型自動車免許
(3)介護福祉士

－　19　－



リクエスト
No.

訓練科名 住所 歳 希望職種 希望勤務地
希望
月収

主たる職務経験 アピールポイント 主な免許・資格

04080503
電工テクノ
サポート科
8月生

伊勢崎
市

66

(1)設備管理・保全
(2)設備製作(制御盤製造・配線・組
立)関連
(3)パート、アルバイトも可能です。

(1)伊勢崎市
(2)前橋市
(3)高崎市
(4)太田市
(5)桐生市

15-

※電子部品製造会社にて４０年勤務し、部署異
動に伴う職務経験は以下です。
(1)技術開発部門：他社のメーカーとの生産設備
の共同開発業務に携わる。　(5年)
(2)製造部門：生産計画を順守した生産及び管理
などの他管理職及び部下指導の経験。(4年)
(3)品質保証部門(品質保証関係業務)：ＩＳＯ９００
１及びＩＳＯ１４０００規程類作成～運用管理、顧
客対応保証業務を経験。(1年)
(4)生産技術部門：中古設備の海外輸出、設備
の売却や整理処分を担当　　　・生産設備導入
業務(稟議起案・設備選定・設備導入・運用管
理)、ＪＷＣＡＤ(設備及び建築系)の知識が多少
有り。(30年)

開発・製造(生産・計画)・品質保証・生産技術等幅広い実
務経験より、即戦力となると思います。

(1)普通自動車免許
(2)有機溶剤作業主任
者
(3)プリント基板製造２級

04080504
電工テクノ
サポート科
8月生

富岡市 56

(1)製造（安全衛生／生産工程／製
品検査／品質管理／生産管理、製
造装置／設備の維持管理／点検／
保守／保全）
(2)製造（電気設備リレーシーケンス
制御・PLC制御／分電盤・配電盤・受
電設備・制御盤加工・製作などの電
気設備に係わる職務）
(3)施設・設備　維持管理

(1)高崎市
(2)藤岡市
(3)本庄市
(4)上里町
(5)玉村町
(6)前橋市
(7)伊勢崎市
(8)安中市
(9)富岡市
(10)転居可能で
す。

20-

(1)建築：建築（営業／企画／デザイン／設計／
積算／施工管理）業務における職務全般(2年
5ヶ月)
(2)製造：電子部品製造（安全衛生／生産装置・
測定器オペレーション／定期点検・メンテナンス
／製品検査／品質管理／生産管理／生産指
導）業務における職務全般(24年5ヶ月)
(3)施設管理：施設・設備機器維持管理／防災セ
ンター要員・自衛消防業務における職務全般(5
年10ヶ月)

(1)建築業／製造業／施設管理業務を通じて、安全衛生
／品質向上／コスト削減・納期厳守／法令遵守の推進／
環境リスクの低減・回避の原則の実施、社会的な信頼と
顧客満足の向上に勤しんでまいりました。
(2)ライン立上げと多能工の経験から、順応性と折衝力が
身に付きました。
(3)常に自分の役割に問題意識を持ち、コミュニケーション
を絶やさず、業務を安全に且つ的確に進めます。
(4)集中し継続して作業ができる特性を活かしたいと考え
ます。

(1)防災センター要員講
習
(2)自衛消防業務講習
(3)酸素欠乏・硫化水素
危険作業主任者技能講
習
(4)低圧電気取扱業務
特別教育
(5)高圧・特別高圧電気
取扱業務特別教育
(6)ボイラー実技講習
(7)フォークリフト運転技
能講習
(8)第一種普通自動車
運転免許
(9)第二種電気工事士

04080508
電工テクノ
サポート科
8月生

藤岡市 63

(1)製造業での生産技術
(2)製造業での設備検討(エンジニアリ
ング)
(3)製造設備の管理、保守

(1)藤岡市
(2)高崎市
(3)埼玉県本庄
市

25-

(1)製造メーカーでの新規製品開発・応用開発、
ユーザーニーズに基づく技術開発(13年)
(2)製造メーカーで、設備更新検討と実施、生産
性改善、新工場の建設計画、設備仕様決定、研
究部門との共同検討による新製造方式(4年6ヶ
月)
(3)製造メーカーで、生産性・品質改善プロジェク
ト(3年2ヶ月)
(4)製造メーカーにて製造マネジメント(11年2ヶ
月)
(5)製造メーカーにてテクニカルサービス(1年2ヶ
月)
(6)製造メーカーにて製造管理業務(1年2ヶ月)

(1)企業での仕事は、一部の職務を除けば、チームワーク
で行うと心得え、チームワークを高めるために仕事の目
的・目標、スケジュールなどをメンバーで共有し、全員の
ベクトル調整を行うことができます。
(2)これまでの複数の会社で多くの職種に携わってきた経
験から、会社、業種が違えども製造業の根幹は共通する
部分が多いと感じています。経験と知識は、実際に多くの
時間を費やし、実務を通じて取得したものです。これは、
誰にも劣ることのない私の強みであると思っています。
(3)生産技術、エンジニアリングでは新規設備の検討を
行ってきました。現在、ポリテクセンター群馬にて電気工
事の訓練を受講していますが、今後は設備検討にも電気
の専門知識を活用し、より検討内容を深耕できると考えて
います。

(1)普通自動車免許
(2)高校教員1級免許(工
業)
(3)高圧ガス製造保安責
任者丙種(液石丙化)
(4)フォークリフト技能講
習
(5)公害防止管理者水
質１種
(6)クレーン運転特別教
育
(7)危険物乙４類
(8)第一種衛生管理者
(9)第二種電気工事士
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リクエスト
No.

訓練科名 住所 歳 希望職種 希望勤務地
希望
月収

主たる職務経験 アピールポイント 主な免許・資格

04080514
電工テクノ
サポート科
8月生

前橋市 64

設備管理 (1)前橋市
(2)高崎市

-

(1)設備工事の施工管理(18年)
(2)食品製造会社の製造ライン請負・製品物流請
負事業所の運営管理(9年6ヶ月)
(3)食品製造会社の製造ライン請負・製品物流請
負事業所の運営指導、安全品質管理、新規業
務獲得営業(5年2ヶ月)
(4)安全管理・品質管理指導(6年10ヶ月)

前職での施工管理に関する経験と取得した資格・知識、
製造ラインの請負業務に携わったときに実践したTPM手
法による業務改善経験に加えて、ポリテクセンター群馬で
の電気工事の職業訓練で学んだことが、設備管理という
仕事に活かせると考えます。

(1)第1種衛生管理者
(2)消防設備士甲1類
(3)消防設備士乙6類
(4)危険物乙4類
(5)一級機械保全技能
士
(6)1級土木施工管理技
士
(7)第二種酸素欠乏危
険作業主任者
(8)普通自動車免許
(9)第二種電気工事士

04080516
電工テクノ
サポート科
8月生

児玉郡
上里町

62

(1)施設管理
(2)事務職
(3)パソコン操作の講師
(4)パートアルバイトも可能です。

(1)埼玉県児玉
郡
(2)高崎市
(3)藤岡市
(4)深谷市
(5)熊谷市 20-

(1)IT技術者。上流工程から下流工程まで全て
言語：PL/I、COBOL、RPG400　(8年)
(2)公務員。職業訓練で情報処理科を担当　基
本情報技術者試験対策、システム設計、訓練生
の就職先の開拓(約27年)

(1)27年間18歳から20歳の生徒を対象に訓練、就職斡旋
まで経験したので人に対する接し方は心得ています。
(2)大学卒業後から2022年3月までITに携わってきたので
新しい技術でも検索して対応可能です。
(3)現在の電工テクノサポート科の授業＋IT技術で、施設
管理の仕事もできます。
(4)パソコンは仕事では、Windows、自宅ではMacintoshを
使っています。

(1)中型自動車免許
(2)第二種情報処理技
術者
(3)日商簿記2級
(4)職業訓練指導員免
許(情報処理科)
(5)初級システムアドミニ
ストレータ
(6)危険物乙4種
(7)2級ボイラー技士

04080520
電工テクノ
サポート科
8月生

高崎市 52

(1)施設管理
(2)介護
(3)運転手

(1)高崎市
(2)安中市

22-

(1)製造業　化学工場にて光ファイバーの加工や
シリコーンの充填作業等のマシンオペレーター
等を経験。(10年)
(2)訪問入浴(4年)
(3)アルミダイカストの品質管理　三次元測定や
発光分析等を行っていました。(3年)

マシンオペレーターから品質管理、介護等々の多種多様
な職種を経験してきましたので、臨機応変な柔軟な対応
ができると自負しております。

(1)普通自動車免許
(2)フォークリフト技能講
習
(3)介護福祉士
(4)パソコン検定3級
(5)自主保全士2級
(6)第二種電気工事士

04070204
マシニング
CAD科7月
生

本庄市 31

(1)2D/3D　CAD/CAMを用いた金型
の設計、工作機械による金属パーツ
加工および金属の保守業務
(2)工場における製造品の管理、製造
機械オペレーター

(1)本庄市
(2)深谷市、藤岡
市、伊勢崎市
(3)熊谷市
(4)高崎線沿線

19-

(1)飲食店にて、主に接客・調理・在庫管理(10ヶ
月)
(2)クリーニング店にて、接客(1年10ヶ月)
(3)老人ホームにて、日常生活全般の介護およ
び利用者様自宅から施設、施設から自宅、施設
内外からの通院などの送迎。イベントで使う小
道具の作成(6年5ヶ月)

(1)コミュニケーション能力があり、出会ったばかりの人で
も親しくなれます。
(2)介護で毎日利用者様のニーズに合わせて臨機応変に
対応していたので、対応力があります。
(3)細かな作業が好きで手作りの木製パチンコ台や木製の
電気スタンドを作成をしており、介護の職場ではイベント
行事で使う小道具などを作成していました。
(4)訓練での知識や技術を活かした仕事を希望しておりま
す。

(1)普通自動車免許
(2)福祉有償運転者講
習
(3)介護職員初任者研
修
(4)介護福祉士実務者
研修
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リクエスト
No.

訓練科名 住所 歳 希望職種 希望勤務地
希望
月収

主たる職務経験 アピールポイント 主な免許・資格

04070212
マシニング
CAD科7月
生

前橋市 52

(1)工場における生産の業務
(2)工作機械による金属加工の業務
(3)ＣＡＤオペレーターまたはＣＡＤを
使った補助業務

(1)前橋市
(2)伊勢崎市
(3)高崎市
(4)通勤時間３０
分前後なら通勤
可能です。 18-

(1)鉄工所での加工全般(8年)とロボット溶接(約２
年)現場での加工(5年)
(2)工場での薄い板の加工製造(屋根板、外壁)
現場での加工(現場成型) 工場加工(20年)(現場
での加工は約5年)

(1)誰とでもコミュニケーションをうまくとって仕事できます。
(2)同じ作業でも集中して仕事ができます。
(3)安全第一を念頭にして業務を行うことができます。

(1)普通自動車免許
(2)中型二輪免許
(3)玉掛け特別教育
(4)玉掛け技能講習
(5)アーク溶接特別教育
(6)ガス溶接技能講
(7)クレーン運転特別教
育
(8)フルハーネス型安全
帯使用作業特別教育講
習

－　22　－



リクエスト求人の手続きの流れ

１．「リクエスト求人申込書」作成・「ハローワーク求人票」提出

　・『人材情報』をご覧いただき、貴社のニーズにあった人材をチェック
　・「リクエスト求人申込書」は右ページ又はポリテクセンター群馬HPよりダウンロードして作成

（ https://www3.jeed.go.jp/gunma/poly/biz/employer_kyujin.html ）
　・面接したい受講生、修了者について「リクエスト求人申込書」に記入

　・「求人票」はハローワークに提出している求人票をご提出願います。

　※ハローワークに求人票を提出していない場合は、ポリテクセンター群馬ＨＰ
　　　より「求人票」をダウンロードして作成

２．「リクエスト求人申込書」・「求人票」を送付

　　　　ＦＡＸ：027-347-6668　　　e-mail：gunma-poly02@jeed.go.jp

３．当センター職員が受講生、修了生に求人票を公開し、
　　応募の可否を確認

４．受講生、修了生から応募希望がありましたら
　　貴社ご担当者様にご連絡いたします。

５．応募希望の場合は受講生から応募書類送付

６．応募書類到着後
　　貴社ご担当者様から受講生に面接日程連絡

７．採用試験実施及び採否決定　　採否決定を本人に連絡

※採用が確定すれば受講修了前での就職は可能
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リクエスト求人申込書
群馬職業能力開発促進センター（ポリテクセンター群馬）

受講生のご採用を検討していただけるようでしたら
お手数ですが、以下にご記入の上、ポリテクセンター群馬：訓練課までご連絡ください。
その際は、必ず求人票（ポリテクセンター群馬の様式またはハローワークのもの）を合わせてご送付ください。

■貴社の情報をご記入ください。

　      　年　　 月　 　日 　メールアドレス

　電話番号

　　　　　　　　　　　　　　　　（部署：　　　　　　） 　　　FAX

■ご採用を検討いただける受講生の情報をご記入ください。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

各コースの詳細は「職業訓練コースガイド」をご覧ください。
【記入例】
各受講生は、人材情報の「リクエストNO.」で区分しています。

人材情報の中から、採用をご検討いただける受講生の「リクエスト.」をお調べください。

リクエストNO.

1
25056781

2
26324154

3
26394125

FAXでお申し込みの場合は、求人票とあわせて027-347-6668へご送信ください。
お問合せ：ポリテクセンター群馬　訓練課TEL027-347-3736MAIL：gunma-poly02@jeed.go.jp

マシニングCAD科　1月生 ②

マシニングCAD科　1月生 ②

訓練コース名 求人票番号 備考

電工テクノサポート科　12月生 ①

　　　　　　　　　　　　　　　科　　　　　　　月生

求人票番号 備考

　　　　　　　　　　　　　　　科　　　　　　　月生

　　　　　　　　　　　　　　　科　　　　　　　月生

　　　　　　　　　　　　　　　科　　　　　　　月生

　　　　　　　　　　　　　　　科　　　　　　　月生

訓練コース名

　　　　　　　　　　　　　　　科　　　　　　　月生

　　　　　　　　　　　　　　　科　　　　　　　月生

　　　　　　　　　　　　　　　科　　　　　　　月生

　　　　　　　　　　　　　　　科　　　　　　　月生

　　　　　　　　　　　　　　　科　　　　　　　月生

 申込日

 会社・事業所名

 担当者氏名

  備考

リクエストNO

① 受講生の

「リクエストNO.」をご記入ください

② 誤り防止の確認のため

「訓練コース名」をご記入ください

③ 求人票が複数ある場合は、その受講生に該当する求人票の通し番号をご記入ください

※あらかじめ求人票にも通し番号をご記入ください

※求人票が1枚の場合は空欄でもかまいません

※ハローワークの求人票の場合は「51610-268851」のように求人番号をご記入ください
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一般求人の手続きの流れ

１．「一般求人申込書」作成・「ハローワーク求人票」提出

　・「一般求人申込書」は右ページ又はポリテクセンター群馬HPよりダウンロードして作成
（ https://www3.jeed.go.jp/gunma/poly/biz/employer_kyujin.html ）

　・「求人票」はハローワークに提出している求人票をご提出願います。

　※ハローワークに求人票を提出していない場合は、ポリテクセンター群馬ＨＰ
　　　より「求人票」をダウンロードして作成

２．「一般求人申込書」・「求人票」を送付

　　　　ＦＡＸ：027-347-6668　　　e-mail：gunma-poly02@jeed.go.jp

３．当センター内で公開

４．受講生から応募希望がありましたら
　　貴社ご担当者様にご連絡いたします。

５．応募希望の場合は受講生から応募書類送付

６．応募書類到着後
　　貴社ご担当者様から受講生に面接日程連絡

７．採用試験実施及び採否決定　　採否決定を本人に連絡

※採用が確定すれば受講修了前での就職は可能
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一般求人申込書
群馬職業能力開発促進センター（ポリテクセンター群馬）

受講生のご採用を検討していただけるようでしたら
お手数ですが、以下にご記入の上、ポリテクセンター群馬：訓練課までご連絡ください。
その際は、必ず求人票（ポリテクセンター群馬の様式またはハローワークのもの）を合わせてご送付ください。

■貴社の情報をご記入ください。

　      　年　　 月　 　日 　メールアドレス

　電話番号

　　　　　　　　　　　　　　　　（部署：　　　　　　） 　　　FAX

FAXでお申し込みの場合は、求人票とあわせて027-347-6668へご送信ください。

お問合せ：ポリテクセンター群馬　訓練課　TEL027-347-3736　MAIL：gunma-poly02@jeed.go.jp

 申込日

 会社・事業所名

 担当者氏名

  備考
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