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CAD/NC 加工科 

溶 接 技 術 科 

ビル管理技術科 

電気設備技術科 

鋼板(薄板・中板)、ステンレス、アルミ材等の溶接、金属加工、溶接施工管理、非

破壊検査等に関する一連の知識・技能を習得します。 

汎用工作機械加工、NC 工作機械加工、機械保全及び2 次元CAD＆3 次元CAD

による機械製図等に関する知識・技能を習得します。 

オフィスビル等における空調設備、消防設備、給排水衛生設備、電気設備等の施

工方法及び維持管理に関する知識・技能を習得します。 

住宅・事業所用電気設備、通信設備の施工方法と工事、電気設備の保全、CAD 活

用、防災設備の配置・施工、受変電設備の試験法に関する知識・技能を習得します。 

しく 

求人のお問い合わせ・お申し込みは 

 

ポリテクセンター石川 
 

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構石川支部 

石川職業能力開発促進センター 

 

  訓練課 受講者第一係  中西、斎藤 

  〒920-0352 

  石川県金沢市観音堂町へ-1 

 

  T E L  076-267-8060 

  F A X  076-267-0819 

  ishikawa-poly01@jeed.go.jp 
        (ゼロイチ) 



訓練期間

受講者
番号

年
齢

希望職務
勤務希望
都道府県

希望勤務地の詳細
希望
月収
(万円)

主な職務経歴 アピールポイント 主な免許・資格

M1-1 49
半自動・TIG溶接の職務
板金加工の職務
機械組立、金属加工の職務

石川県 白山市(松任地区)の近郊 25～ ソフトウェア開発(29年)

　これまでの職種とは違いますが、モノづくりの仕事は
続けたいと考えており、職業訓練校で習得した技能を
活かして、金属加工の仕事に就きたいと考えていま
す。
　また、前職の経験からパソコンの操作なども得意で
す。

中型自動車第一種運転免許（8トン限定ＭＴ
可）
自由研削といし特別教育修了証(4月取得予
定)
動力プレス特別教育修了証
アーク溶接特別教育修了証
ガス溶接技能講習修了証(4月取得予定)
フォークリフト（１トン以上）運転技能講習修了
証
玉掛け（1トン以上）技能講習修了証

M1-2 42

TIG溶接の職務
倉庫でのピッキング作業の職務
倉庫でのフォークリフト操作の職
務

石川県

金沢市、白山市、野々市市
及びその近郊
または、北陸鉄道石川線の
四十万駅から車で約30分
の通勤圏

20～22

アパレル小売業(衣類品の接客販売、
レジ、在庫管理、商品ディスプレイ)(4
年)
飲食業(ホール業務、接客業務)(6年)
製造業(ピッキング作業、出庫作業、倉
庫整理、在庫管理、フォークリフト操
作)(12年)

　職場では、コミュニケーションを大切にし、様々な世
代の方と意思疎通を図りながら作業を行ってきまし
た。
　コツコツと作業をして目標を達成するという事に喜び
を見出せます。
　何事も一生懸命に取り組む事を心掛けています。
　これまでの経験と訓練で習得した技能や知識を活か
した仕事に就きたいと考えています。

普通自動車第一種運転免許（ＡＴ限定）
自由研削といし特別教育修了証(4月取得予
定)
動力プレス特別教育修了証
アーク溶接特別教育修了証
ガス溶接技能講習修了証(4月取得予定)
フォークリフト（１トン以上）運転技能講習修了
証

受 講 者 情 報 2023年1月5日～2023年6月30日溶接技術科
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訓練期間

受講者
番号

年
齢

希望職務
勤務希望
都道府県

希望勤務地の詳細
希望
月収
(万円)

主な職務経歴 アピールポイント 主な免許・資格

N1-1 61

2D・3DCADオペレータ/設計補助
の職務
パソコンを利用する職務(事務・
CAD作図補助・データ入力等)

　週15時間～25時間/リモートワー
ク可/有期雇用契約可

石川県

金沢市内
(バス/徒歩での通勤になる
為、通勤時間30分以内を希
望)

時給950
円～

着物仕立て(18年)
電子部品製造業：組立梱包作業(4ヶ月)
電子部品製造業：現場事務(17年)

　細かな作業をコツコツと行う事が得意です。
　前職では、丁寧な仕事をするとの評価を頂いており
ました。
　その強みを活かし、Excelにて資料作成、及び業務効
率化の為の関数/マクロ使用の知識を得る事が出来
ました。
　AutoCAD/SolidWorks/Word/PowerPointの基本操作
が行えます。

普通自動車第一種運転免許（ＭＴ可）
和裁科准教員認定一級
きもの着装講師一級
CAD利用技術者試験一級

N1-2

N1-3 26

2次元・3次元CADオペレータの職
務
製造業の職務
電気工事の職務

石川県
金沢市、白山市、野々市
市、かほく市及びその近郊

18～20
プラスチック部品の成形(2年)
施設の設備管理(5年)

　前職では施設における電気、機械の保守管理を担
当していました。
　それらの業務を通じて、一人のミスを全員で共有し、
対策を考え、再発を防止することの大切さを学びまし
た。
　これまでの経験に加え、訓練で習得した技能や知識
を活かした仕事に就きたいと考えています。

準中型自動車第一種運転免許（5トン限定ＭＴ
可）
普通自動二輪免許（ＭＴ可）
酸素欠乏危険作業主任者技能講習修了証
二級ボイラー技士免許
第二種電気工事士
乙種第４類危険物取扱者免状

受 講 者 情 報 2023年1月5日～2023年6月30日CAD/NC加工科

ホームページ上非公開(印刷物のみ対応)
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訓練期間

受講者
番号

年
齢

希望職務
勤務希望
都道府県

希望勤務地の詳細
希望
月収
(万円)

主な職務経歴 アピールポイント 主な免許・資格

受 講 者 情 報 2023年1月5日～2023年6月30日CAD/NC加工科

N1-4 37

NC旋盤やマシニングセンタのNC
オペレータの職務
機械組立、金属加工の職務
2次元・3次元CADオペレータの職
務

石川県
富山県

金沢市、津幡町、内灘町、
かほく市
富山県全域

時給
1300円

～

金融事務(3年6ヶ月)
一般事務(2年)
ガラス製品製造(2年)
製品開発・製造・検査(3年6ヶ月)

　様々な職種を経験してきたので、新しい仕事に対し
て前向きに取り組むことができます。
　前職では、未経験ながら開発部署で試作実験から
生産工程の策定などの製品開発業務に携わらせてい
ただきました。
　Microsoft Office(Word、Excel、PowerPoint)の基本操
作ができます。
　ものづくり全般に興味があるので、職種にこだわら
ず、自分の経験や知識が活かせる仕事に就きたいと
考えております。

普通自動車第一種運転免許（ＡＴ限定）
日商簿記検定試験3級
TOEIC605点

N1-5 65
機械組立、金属加工の職務
2次元・3次元CADオペレータの職
務

石川県

金沢市、白山市、野々市市
及びその近郊
金沢駅から車で約1時間の
通勤圏

10～12

機械図面トレース(5年)
機械組立工程管理、外注図面手配(3
年)
機械点検、部品交換、メンテナンス(5
年)
機械販売営業(3年)
機械設計 2次元CAD(17年)

いままでの経験と機械組立及び修理メンテナンス等技
術職を活かしたい。

中型自動車第一種運転免許（8トン限定ＭＴ
可）

N1-6 27
CADを扱う職務
制御盤製造の職務

石川県
富山県
福井県

金沢市、かほく市、白山市、
能美市、野々市市及びその
近郊
富山県、福井県共に全域

18～20

接客業(家電販売店、遊技業)(3年1ヶ
月)
家庭用エアコン設置工事(1年)
ビルメンテナンス業(1年10ヶ月)
製造業(制御盤製作)(1年6ヶ月)

　これまでは主に、接客業や現場での仕事、工場内作
業を経験してきました。
　職場では、接客業で培ったコミュニケーション能力を
活かし、共同作業などを円滑に安全に行うことができ
ます。
　就職先では、これまでの経験と訓練で習得した技能
や知識を活かし、さらに能力を向上させていきたいで
す。

準中型自動車第一種運転免許（5トン限定ＭＴ
可）
第二種電気工事士
乙種第４類危険物取扱者免状
工事担当者DD三種
酸素欠乏危険作業主任者技能講習修了証

－3－



訓練期間

受講者
番号

年
齢

希望職務
勤務希望
都道府県

希望勤務地の詳細
希望
月収
(万円)

主な職務経歴 アピールポイント 主な免許・資格

B1-1 59
設備管理を含む庶務の職務
設備管理の職務

石川県
金沢市、白山市、野々市
市、能美市、川北町、加賀
市北部

15～
システムエンジニア(22年)
消防設備・警備設備の設置・保守(6年)

　これまでは主にエンドユーザーに対して直接接する
仕事が多かったので、コミュニケーション能力・人を見
る目には自信があります。
　仕事上心がけていたことは、お客様の利益を考えた
提案・アドバイス・作業を行ってきました。
　これまでの経験と訓練で得た知識と技能を活かした
仕事が出来ればと考えています。
　

中型自動車第一種運転免許（8トン限定ＭＴ
可）
日本商工会議所簿記3級
ファイナンシャルプランニング技能検定2級
宅地建物取引士(試験合格)
第二種電気工事士
乙種第４類危険物取扱者免状(試験合格)
消防設備士乙種第四類(4月受験予定)

B1-2 38
消防設備管理の職務
物流や配送に関する職務
ルート営業の職務

石川県
金沢市、白山市、野々市
市、津幡町

20～25
清涼飲料ルートセールス(14年)
建築業でフローリング資材の提案営
業、現場管理(1年)

　私の強みは周囲への気配りができることです。
　学生時代は小学6年から大学まで野球部に所属し、
常にチームのメンバーへの配慮を忘れずに、特にみん
なが嫌がることを真面目に率先して行動していまし
た。
　社会人になってからも自分の仕事がありながらもク
レーム対応や作業に追われているメンバーを手伝った
りと自分の好き嫌いや損得よりも仕事全体を優先して
行動することができます。

中型自動車第一種運転免許（8トン限定ＭＴ
可）
玉掛け（1トン以上）技能講習修了証
第二種電気工事士(5月受験予定)
消防設備士乙種第六類(5月受験予定)
乙種第４類危険物取扱者免状(4月受験予定)

B1-3 45

ビル管理、電気工事、消防設備な
どの職務
　出来れば、実務経験を積みた
い。
　(日勤勤務希望)

石川県
金沢市、白山市、野々市
市、能美市

16～20
飲食店・食品関連(16年1ヶ月)
小売店(スーパーなど)運営(4年11ヶ月)
製造業(薬品)(3年3ヶ月)

　職歴上、接客関連の仕事が多く、コミュニケーション
力、協調性は自分の長所だと思っております。
　また、休日に適度な運動を心がけ、余暇を過ごすこ
とで、気持ちをリフレッシュすることを心がけています。
　体調管理にも気を付けています。
　職業訓練で学んだ知識、習得した技能、資格などを
活かした仕事に就きたいです。

中型自動車第一種運転免許（8トン限定ＭＴ
可）
普通自動二輪免許（ＭＴ可）
フォークリフト（１トン以上）運転技能講習修了
証
調理師免許
乙種第４類危険物取扱者免状
二級ボイラー技士免許(筆記試験合格、6月技
能講習予定)
第二種電気工事士(5月受験予定)
消防設備士乙種第六類(結果待ち)

受 講 者 情 報 2023年1月5日～2023年6月30日ビル管理技術科
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訓練期間

受講者
番号

年
齢

希望職務
勤務希望
都道府県

希望勤務地の詳細
希望
月収
(万円)

主な職務経歴 アピールポイント 主な免許・資格

受 講 者 情 報 2023年1月5日～2023年6月30日ビル管理技術科

B1-4 36
電気工事士の職務
設備管理の職務
設備点検の職務

石川県
金沢市、かほく市
または、金沢駅から車で20
分の通勤圏

20～30

ペットショップ(4年6ヶ月)：生体、グッズ
販売
介護(3年6ヶ月)：ショートステイ、児童
ディサービス
電気工事(3年)：ネット回線工事、国道
電気維持等

　責任を持って真面目に仕事に取り組みます。
　効率を考えた提案ができます。
　長く楽しく仕事をこなしていきたいです。
　残業も可能です。

中型自動車第一種運転免許（8トン限定ＭＴ
可）
自由研削といし特別教育修了証
低圧電気取扱特別教育修了証
高所作業車運転技能講習修了証
第一種電気工事士(試験合格)
乙種第４類危険物取扱者免状(試験合格)
安全衛生教育修了証
フルハーネス型墜落防止用器具特別教育修
了証
第二種酸素欠乏危険作業特別教育修了証
職長安全衛生責任者教育修了証
工事担当者資格 DD第三種
児童指導員任用資格
愛玩動物飼養管理士二級

B1-5

B1-6 25

ビル、病院、学校等の設備管理の
職務
ビル、病院、学校等の警備管理の
職務

石川県
金沢市
石川県内ならどこでも可能

17～20 建設業・土木系・現場監督(2年)

　何事においても真面目に誠実に取り組むことができ
ます。
　仕事は作業と捉えずに、常に利用者の立場となって
働きたいと考えています。
　学ぶこと、勉学が好きなので、様々なスキルアップや
資格取得に挑戦したいです。

準中型自動車第一種運転免許（5トン限定ＭＴ
可）
二級ボイラー技士免許
第二種電気工事士(5月受験予定)
消防設備士乙種第六類
乙種第４類危険物取扱者免状

就職内定済み
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訓練期間

受講者
番号

年
齢

希望職務
勤務希望
都道府県

希望勤務地の詳細
希望
月収
(万円)

主な職務経歴 アピールポイント 主な免許・資格

受 講 者 情 報 2023年1月5日～2023年6月30日ビル管理技術科

B1-7 60
ビル管理の職務
清掃の職務
農業の職務

石川県

能美市、小松市、川北町、
白山市、野々市市、金沢市
　能美市から車で約1時間
の通勤圏

18～20
工場での製造業(29年)
フォークリフトによる製品の運搬業務
(12年)

　これまでは製造現場での仕事だったので、健康・体
力に自信があります。
　また、今までの経験とポリテクセンター石川で学んだ
ことを活かす仕事に就きたいと考えています。

中型自動車第一種運転免許（8トン限定ＭＴ
可）
フォークリフト（1トン未満）運転特別教育修了
証
移動式クレーン（1トン未満）運転特別教育修
了証
玉掛け（1トン未満）特別教育修了証
ボイラー取扱技能講習修了証
二級ボイラー技士免許(受験予定)
乙種第４類危険物取扱者免状(4月受験予定)

B1-8 54
設備管理の職務
警備の職務
製造工場の職務

石川県
金沢市、白山市、野々市
市、かほく市、内灘町、津幡
町

15～20
営業企画(20年)
派遣社員として工場勤務(8年)

　最近では工場での仕事が多かったので、健康・体力
には自信があります。
　また、夜勤等の交替勤務も経験しており可能です。
　これまでの経験と訓練で習得した技能や知識を活か
した仕事に就きたいと考えています。
　自分自身できる仕事であれば何でもやるつもりで
す。
　年令は50半ばですが明るく前向きな性格で若者には
負けないと思っています。
　是非、面接で自分を見てください。
　よろしくお願いします。

普通自動車第一種運転免許（ＭＴ可）
低圧電気取扱特別教育修了証
第二種電気工事士
消防設備士乙種第六類
乙種第４類危険物取扱者免状
二級ボイラー技士免許(5月受験予定)

B1-9 62
ビル管理技術の職務
設備管理の職務
物流倉庫の職務

石川県
金沢市、白山市、野々市市
及びその近郊

18～20
ゴルフ場のコース管理(14年)
物流倉庫の職務(16年)

　職場では、チームワークを大切にし、安全第一で作
業を行ってきました。
　これまでの経験と訓練で習得した技能や知識を活か
した仕事に就きたいと考えています。
　訓練期間中に第二種電気工事士(学科)にチャレンジ
したいと考えています。

大型自動車第一種運転免許
普通自動二輪免許（小型限定ＭＴ可）
車両系建設機械（整地・掘削）運転技能講習
修了証
玉掛け（1トン以上）技能講習修了証
小型移動式クレーン（5トン未満）運転技能講
習修了証
フォークリフト（１トン以上）運転技能講習修了
証
高所作業車運転技能講習修了証
二級ボイラー技士免許
第二種電気工事士(5月筆記、7月技能試験受
験予定)
乙種第４類危険物取扱者免状
毒物劇物取扱者(一般)
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訓練期間

受講者
番号

年
齢

希望職務
勤務希望
都道府県

希望勤務地の詳細
希望
月収
(万円)

主な職務経歴 アピールポイント 主な免許・資格

受 講 者 情 報 2023年1月5日～2023年6月30日ビル管理技術科

B1-10 58
設備管理の職務
警備の職務
消防設備点検の職務

石川県
金沢市、野々市市及びその
近郊

18～22
PG・SE(9年)
経理・労務他事務一般(27年)

　今まで人との協調や協力をして仕事を進める事を
モットーとしてきました。
　物事を客観的に見て判断できると思っています。
　現在、新たな資格取得に向けて取り組んでいます。

中型自動車第一種運転免許（8トン限定ＭＴ
可）
第二種電気工事士(5月受験予定)
乙種第４類危険物取扱者免状
消防設備士乙種第四類(5月受験予定)
第二種情報処理技術者
日本商工会議所簿記検定2級

B1-11 60 設備管理の職務 石川県 金沢市 18～ 製造業(38年)

　責任を持って仕事を続けていけるよう、しっかり体調
管理をし真面目に取り組んで行けるところ、コスト意識
を常に持って仕事に向き合うところが自分の強みと自
覚しております。
　これまでの職務経験と職業訓練校で取得した知識と
スキルを活かした仕事に就きたいと考えております。

普通自動車第一種運転免許（ＭＴ可）
一級ボイラー技士免許
ボイラー整備士免許
第二種電気工事士
消防設備士乙種第四類
消防設備士乙種第六類
消防設備士乙種第七類
乙種第１，２，３、４、５、６類危険物取扱者免
状
玉掛け（1トン以上）技能講習修了証

B1-12 49
ビルメンテナンスの職務
消防設備士の職務
染色補正の職務

石川県 金沢市近郊 18～
小売業(2年)
染色補正業(28年)

　これまでの職種や資格の知識を活かした仕事に就き
たいと考えています。
　職人仕事だったため、コツコツ1人でやる仕事は自信
があります。

中型自動車第一種運転免許（8トン限定ＭＴ
可）
消防設備士乙種第四類
第二種電気工事士(5月筆記、7月技能試験受
験予定)
二級ボイラー技士免許(9月受験予定)
乙種第４類危険物取扱者免状(12月受験予
定)
技能検定一級　染色(染色補正)
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訓練期間

受講者
番号

年
齢

希望職務
勤務希望
都道府県

希望勤務地の詳細
希望
月収
(万円)

主な職務経歴 アピールポイント 主な免許・資格

受 講 者 情 報 2023年1月5日～2023年6月30日ビル管理技術科

B1-13 60

設備管理の職務
人事労務管理の職務
IT関連(システムとユーザーをつな
ぐ等)導入、普及の職務

石川県

白山市、金沢市、野々市
市、小松市及びその近郊
または松任駅から車で1時
間の通勤圏

10～15
営業(個人・法人)(8年)
総務人事(研修・採用・IT導入・内部統
制構築)(29年)

　採用はもちろん、総務業務全般を処理するにあたり
パソコンスキルの必要性を感じ、マイクロソフトWordを
はじめエクセル・パワーポイント・アクセスのスキルを
身につけました。
　また、イラストレーターやフォトショップ等のDTPソフト
の基本操作も可能です。
　システム部門とエンドユーザーをつなぐ必要性を強く
感じ、初級システムアドミニストレータ資格を取得し業
務にITを活用できるように率先して、マニュアルのWeb
化などイントラ整備に関わってきました。

中型自動車第一種運転免許（8トン限定ＭＴ
可）
第二種衛生管理者免許
第二種電気工事士(5月受験予定)
初級システムアドミニストレータ
Microsoft Office Specialist Word

B1-14 35 設備管理の職務 石川県
白山市、野々市市、能美市
及びその近郊

20～ 飲食店店長、マネージャ(10年)

　少ない休日で10年と少し働いていたので体力、忍耐
はあります。
　店のスタッフとも良好な関係を築くことができていた
と思います。
　今までしたことのない仕事をやってみたいという意欲
があります。

中型自動車第一種運転免許（8トン限定ＭＴ
可）
二級ボイラー技士免許(4月受験予定)
消防設備士乙種第六類
乙種第４類危険物取扱者免状
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訓練期間

受講者
番号

年
齢

希望職務
勤務希望
都道府県

希望勤務地の詳細
希望
月収
(万円)

主な職務経歴 アピールポイント 主な免許・資格

D1-1 59 電気関連分野の職務 石川県 羽咋市及びその近郊 20～25
半導体製造　工程管理(設備、進捗)(39
年)

　前職での経験と訓練で習得した技能や知識を活かし
た仕事をしたいと考えています。
　安全、工程改善、５S等

普通自動車第一種運転免許（ＭＴ可）
技能検定1級(電気、機械)
工業簿記1級
商業簿記2級
珠算検定3級
低圧電気取扱特別教育修了証(6月取得予定)
第二種電気工事士(7月受験予定)

D1-2 29
家庭の電気機器の取り付け(主に
エアコンを希望)の職務

石川県 金沢市内 20～25
太陽光パネルの販売営業(1年)
卸売り営業(4年)
運送業(4年)

　周りの人との協調性を大切にし、営業で培ったコミュ
ニケーション能力を活かして業務を行いたいです。

普通自動車第一種運転免許（ＭＴ可）
第二種電気工事士(5月受験予定)
低圧電気取扱特別教育修了証(6月取得予定)

D1-3

受 講 者 情 報 2023年1月5日～2023年6月30日電気設備技術科

就職内定済み
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訓練期間

受講者
番号

年
齢

希望職務
勤務希望
都道府県

希望勤務地の詳細
希望
月収
(万円)

主な職務経歴 アピールポイント 主な免許・資格

受 講 者 情 報 2023年1月5日～2023年6月30日電気設備技術科

D1-4 29
電気設備の保守・保全の職務
ビル管理の職務

石川県
金沢市、野々市市、白山市
及びその近郊

18～20 倉庫内のピッキング作業(5年6ヶ月)

　これまでは、物流倉庫内で入荷時の検品、片づけ、
配達コースごとのピッキング作業、メーカー取り寄せ商
品の発注作業をしてきました。
　冷凍庫での作業もあったのでチームワークを大切に
安全第一で作業を行ってきました。

普通自動車第一種運転免許（ＭＴ可）
フォークリフト（1トン未満）運転特別教育修了
証
全国商業高等学校協会主催　情報処理検定
2級
第二種電気工事士(5月受験予定)
低圧電気取扱特別教育修了証(6月取得予定)

D1-5 23
一般用電気工作物における屋内
配線工事の職務

石川県 金沢市、野々市市、白山市 18～ 電子部品の営業(約7ヶ月)

　小、中、高と野球部に所属しており、現在も定期的に
筋力トレーニングに励んでいます。
　資格を活かした仕事に就きたいと考え、電気工事士
を志しました。
　一生ものの技術が身に付けられるよう将来的にス
テップアップしていきたいです。

普通自動車第一種運転免許（ＭＴ可）
Microsoft Office Specialist Excel　2019
第二種電気工事士(5月受験予定)
低圧電気取扱特別教育修了証(6月取得予定)

D1-6 28
建物の内線工事の職務
電気工事士、電気設備の保守・保
全の職務

石川県
かほく市、河北郡、金沢市
及びその近郊

18～25
郵便局配達員　アルバイト(4年)
新築の点検、営業(4年)

　これまでは主に「ゼロ」から始める仕事が多く、覚え
ることが大変でしたが、配達を終えたり、新築を建て終
えた時の達成感を源に業務に励んでいました。
　これから勤める職場でも活かしていきたいと考えて
います。

準中型自動車第一種運転免許（5トン限定ＭＴ
可）
第二種電気工事士(5月受験予定)
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訓練期間

受講者
番号

年
齢

希望職務
勤務希望
都道府県

希望勤務地の詳細
希望
月収
(万円)

主な職務経歴 アピールポイント 主な免許・資格

受 講 者 情 報 2023年1月5日～2023年6月30日電気設備技術科

D1-7 47
ビル管理の職務
設備管理の職務
電気設備の保守・保全の職務

石川県
小松市、加賀市、能美市、
野々市市、白山市、金沢市

20～
介護職(約5年)
製造・出荷(約6年)
倉庫業(約13年)

　私は初めての仕事がちょっとしたミスが人の命にか
かわる仕事だった為、その後の仕事でも安全確認の
徹底とミスを無くすように確認作業を心掛けてきまし
た。
　また、効率的に作業が出来るよう優先順位を考えて
作業に取り組んできました。
　これまでの経験と訓練で習得した技能や知識を活か
した仕事に就きたいです。

全日本剣道連盟　剣道初段
全国経理学校協会　簿記能力検定3級
全国商業高等学校協会　珠算実務検定3級
日本ワープロ検定協会　日本語ワードプロ
セッサ検定2級
大型自動車第一種運転免許
介護福祉士
フォークリフト（１トン以上）運転技能講習修了
証
ガス溶接技能講習修了証
玉掛け（1トン以上）技能講習修了証
クレーン（5トン未満）運転特別教育修了証
産業用ロボットの教示等の業務に係る特別教
育修了証
自由研削といし特別教育修了証
アーク溶接特別教育修了証
乙種第４類危険物取扱者免状
低圧電気取扱特別教育修了証(6月取得予定)
二級ボイラー技士免許(学科のみ合格、6月実
技予定)
第二種電気工事士(5月受験予定)
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