◆Ｄ：建築ＣＡＤデザイン科 ９月生 受講者情報
性

年

ﾘｸｴｽﾄNo. 別 齢

希望職種

住所

希望勤務地

主たる職務経歴〔年月〕

主たる免許・資格

スポーツインストラクター〔未就園児から成
人までの運動の指導、フロント業務、ＰＲ用
簡易チラシ・会員向け会報の作成、イベント
の企画・運営、スクールバスの管理等〕
【8年11ヶ月】

CADオペレータ

0209Ｄ01 女 45 一般事務

須坂市

中型自動車第一種免許（8ｔ限定）
Excel2013表計算処理技能認定試験１級
Word2013文書処理技能認定試験１級
Photoshopクリエイター能力認定試験エキ
スパート
事務〔勤怠の計算、請求書発行、給与処理 Illustratorクリエイター能力認定試験エキ
長野県北信 の補助、パート社員の指導・管理、マニュア スパート
ル作成、事業やイベントの企画・運営、伝票 Webクリエイター能力認定試験エキスパー
処理、受付、庶務リーフレット等編集〕
ト
【10年6ヶ月】
＜取得予定＞
製造〔プリント物の分色作業・版作成、簡易 建築CAD検定試験２級
検査・袋詰め・箱詰め・プリント作業等〕
【3年1ヶ月】
準中型自動車第一種免許(５ｔ限定)
ITパスポート試験

CADオペレータ

0209Ｄ02 女 25 建築設計補助

長野市

長野県北信
長野県東信 渉外営業〔ライフプランの相談や金融商品
の営業〕【2年】
関東

長野市

普通自動車第一種免許（ＡＴ限定）
全国商業高等学校協会主催 情報処理
印刷業〔DTPオペレータとして法規関係の
検定２級
原稿の組版作業〕【11ヶ月】
全国商業高等学校協会主催 簿記実務
検定試験１級
一般事務〔電話応対、資料作成、契約書作
長野県北信
Ｗｅｂクリエイター能力認定試験 エキス
成、注文書処理、備品等発注、来客受付、
パート
ファイリング、販促物管理、社員サポート業
日本漢字能力検定２級
務、データ入力・照合作業、郵便物発送、
保証証書作成〕【11年8ヶ月】
＜取得予定＞
建築CAD検定試験３級

事務

0209Ｄ03 女 35 CADオペレータ
木製品製造

＜取得予定＞
建築CAD検定試験２級
コンピューターサービス技能評価試験
ワープロ部門２級
コンピューターサービス技能評価試験
表計算部門２級
２級ファイナンシャル・プランニング技能士

アピールポイント

長く働きたいと考えて転職をしてきましたが、残念ながら
ご縁がなく今に至っています。前向きに考えを切り替え、
それぞれの求職期間を利用し友人の住む海外へ滞在し
たり訓練を受講するなど、常に学ぶ姿勢で新しいことに取
り組んできました。
現在の建築CADデザイン科でも、Ｊｗ_cad、AutoCADの
勉強はもちろん、実習なども楽しみながら学んでいます。
これまでの知識や経験と今回の訓練を活かしていけれ
ばと考えています。

前職ではお客様のお宅にお伺いし、ライフプラン相談や
金融商品の営業を行ってきました。不安や疑問をすべて
取り除けるような営業を心がけてきました。様々な年代の
お客様とお話しさせていただく中で、どの職場でも活かせ
るコミュニケーション力や経験が身につきました。
また、私の強みは自分なりのやり方を工夫したり、発想
の転換をすることです。
大学では情報系の学科に通っていたのでＰＣでの作業
が得意です。

印刷会社の編集作業の経験で、『正確に作業を行う』こ
とが身に付き、その後のあらゆる業務でも役立っていま
す。
派遣社員としていくつかの企業を経験し、企業によって
さまざまな業務を幅広く習得できました。また、周囲の状
況を把握し、チーム全体の業務が効率よくこなせるよう常
に意識するようにしています。
今後は正社員として長く勤務できる仕事に就きたいと思
い、現在求職中です。
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◆Ｄ：建築ＣＡＤデザイン科 ９月生 受講者情報
性

年

ﾘｸｴｽﾄNo. 別 齢

0209Ｄ04

希望職種

建築CADトレー
ス
男 59 機械CADトレー
ス
販売業

住所

松本市

希望勤務地

主たる職務経歴〔年月〕

主たる免許・資格

中型自動車第一種免許
普通自動二輪車免許
クレーン運転の特別教育
製造業〔金属加工（ＮＣ旋盤、マシニングセ 玉掛け技能講習
ンター、平面研削盤、ジグボーラー）、部品 危険物取扱者乙種第4類
長野県中南信 加工の工程設定、加工プログラム作成、治 1級機械加工技能士（数値制御フライス
具設計と製作、部品営業、装置組立〕
盤）
【40年】
２級機械検査技能士

アピールポイント

工業高校卒業後、製造会社で４０年にわたり勤務し、複
数の部署を経験してまいりました。
現在、現場でものづくりに携わりたいと思い、建築に関
する知識を学んでいます。今後は、分野にこだわらず働く
所存です。
趣味はサイクリングと読書や音楽鑑賞など気が向いた
事柄を増やしています。

＜取得予定＞
建築CAD検定試験２級

営業

0209Ｄ05 女 26 販売

長野市

接客

普通自動車第一種免許
フォークリフト運転技能講習
保育士資格
観光バスガイド〔貸切バスにて観光地へ移
国内旅程管理主任者
長野県北信 動、現地での案内、誘導、バス走行時の安
長野県東信 全確認、夏季は上高地などの現場応援、旅
＜取得予定＞
客案内や現場整理〕【4年7ヶ月】
インテリアコーディネーター
カラーコーディネーター
ファイナンシャルプランナー３級

前職はお客様が快適に過ごせる旅行になるよう努めて
きました。その経験の中でお客様が求める行動は何か、
お客様を第一に考える気持ちを育むことができました。そ
の上で、自分の考えを積極的に実行する行動力が培われ
ました。
失敗はそのままにせず反省点、改善点を踏まえ次の業
務に取り組み、現状維持にとどまらないようにしています。
そのため挫折しそうなことがあってもそれを乗り越える粘り
強さがあります。

製造〔機械部品の工程管理等の補佐およ
び・チップ部品自動装着機のオペレータ〕
【3年9ヶ月】

0209Ｄ06

システムエンジ
ニア
女 53 プログラマー
ＣＡＤオペレータ
（建築）

長野市

長野県北信
長野県東信
東京都

システム開発〔銀行を中心に設計および製
普通自動車第一種免許
造〕【24年11ヶ月】
普通自動二輪車免許
日本商工会議所主催 簿記検定２級
保険外交〔生命保険販売〕【3ヶ月】
第二種情報処理技術者試験
高等学校教諭一種免許（商業）
農業〔観光牧場で体験インストラクター〕
高等学校教諭一種免許（情報）
【7ヶ月】
製造〔古材を使用した家具製造〕【3ヶ月】
建築〔特定建物調査の補助〕【8ヶ月】

主にシステム開発に携わってきました。
「仕事は早く丁寧に！」を目標に、ミスゼロ・手戻りゼロそ
してスピーディーに作業をこなせるよう「段取り八分」を心
掛けています。
また、お客様や同僚とコミュニケーションを取りながらよ
り良いシステムを構築できるように努めています。

◆Ｄ：建築ＣＡＤデザイン科 ９月生 受講者情報
性

年

ﾘｸｴｽﾄNo. 別 齢

0209Ｄ07

希望職種

住宅ＣＡＤオペ
レータ
女 48 インテリアコー
ディネータ

住所

長野市

希望勤務地

主たる職務経歴〔年月〕

長野市

建設業〔住宅展示場アドバイザーとして来
場者への案内業務、顧客管理資料作成、
展示場の清掃・維持管理、インテリアコー
ディネーターとして新築・リフォームの内外
装、衛生設備、照明、カーテンの打合せ、
業者への見積依頼、仕様書、仕様ボード等
作成〕【27年】

主たる免許・資格

普通自動車第一種免許
インテリアコーディネーター
＜取得予定＞
建築ＣＡＤ検定試験３級・２級

プログラマー〔CAIソフト開発（中学二年国
語、英語、高校数学Ⅰなど）〕【2年】

CADオペレータ

0209Ｄ08 男 52 事務

長野市

ＩＴ関連

初級システムアドミニストレータ
危険物取扱者乙種第４類
２次元CAD利用技術者試験２級
販売員〔販売、在庫管理、発注、クレーム対
長野県北信
普通自動車第一種免許
応〕【2年1ヶ月】
＜取得予定＞
製造〔半導体シリコーンウェハー製造、品質
建築CAD検定試験３級
管理業務〕【28年9ヶ月】

販売員〔登山用品の販売〕【3ヶ月】
不動産営業

0209Ｄ09 女 31 不動産事務

坂城町

CADオペレータ

長野県北信 漫画家〔漫画制作、漫画制作のアシスタント
普通自動車第一種免許（AT限定）
長野県東信 業務、背景の作画、仕上げ作業等〕
【9年4ヶ月】

営業〔自社発行新聞の広告募集営業、物件
記事作成〕【1年6ヶ月】
設備管理

0209Ｄ10 男 51 接客・販売
施工工事

中野市

サービス業〔アミューズメント施設での機器・
長野県北信
普通自動車第一種免許
金銭管理、接客、機器保守点検〕
長野県東信
第二種電気工事士
【20年8ヶ月】
小売業〔担当品番の発注・棚卸管理、機械・
自転車修理・受付〕【2年6ヶ月】

アピールポイント

人とのコミュニケーション作りに自信があります。これま
での経験から新築、リフォーム工事の施工上の部材納ま
り、その商品の長所、短所を理解しています。契約前のお
客様へのプレゼンテーション資料作成も行ってきました。
経験を活かしつつ、ＣＡＤオペレータとして仕事ができる
よう、資格取得を目指して勉強しています。

製造担当時、作業長として、進捗、安全上の指示、教育
など行ってきました。品質管理では、出荷承認業務まで担
当していました。機能検査、異常時の対応に加え、反応炉
の運用管理を任せられ無事故で操業してきました。
また、社内安全衛生委員として環境改善などの活動も
積極的に行いました。
コミュニケーション能力を生かし他部署と連携し業務を
行ってきました。仕様書から製造装置へ数値化も行い、
ユーザーの意図を読み取りものづくりをしてまいりました。
これらの経験もＣＡＤに活かし取り組みます。プログラム
経験もあり、ＰＣ業務も行っていました。ＩＴ関連にもお役に
立てます。

責任感があり、根がまじめです。フットワークが軽く、興
味がある事はすぐに調べて行動します。
漫画家をしておりましたので、絵が得意です。日常的に
PCを使用しているのでPCの基本的な操作は問題なく行え
ます。
現在、職業訓練校にて業務に生かせるようにWord・
Excel・ＡｕｔｏＣＡＤ・Ｊｗ_cadを学んでいます。

接客、営業の職歴が長く中高齢であり職種経験に偏り
がありますが、必要となる知識や技術は一から学びたい
初心の心構えを常に持っています。
常に真摯に取り組み、真面目さと責任感だけはあると自
負しております。
また、人との調和を大事にすることをモットーにしており
ます。
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◆Ｄ：建築ＣＡＤデザイン科 ９月生 受講者情報
性

年

ﾘｸｴｽﾄNo. 別 齢

希望職種

住所

希望勤務地

主たる職務経歴〔年月〕

主たる免許・資格

アピールポイント

接客〔パチンコ店にてホール、カウンタース
タッフ〕【3年2ヶ月】
販売〔コンビニのレジ、品出し、会計業務〕
【3ヶ月】
中型自動車第一種免許(８ｔ限定)
日本商工会議所主催 簿記検定 4級

0209Ｄ11

事務職
女 37 接客業

長野市

インターネットショップスタッフ〔注文管理、
在庫管理、発送業務、商品ページの作成〕
長野県北信
【4年】
＜取得予定＞
建築CAD検定試験３級
ルート配送スタッフ〔担当地域の顧客管理、 日本商工会議所主催 簿記検定 3級
顧客への営業、新規顧客獲得の営業、会
計〕【5ヶ月】

接客業など人と関わる事が多かった為、人と関わる事が
好きで協調性もあります。反面、一人でコツコツやる細か
い作業等も好きなので毎日のルーティン業務等も責任を
もって取り組むことができます。
書類の作成では早めの提出を心掛け確認をして間違え
のない仕事を心掛けておりました。

事務〔勤怠管理、給与計算、取引先への請
求書、領収書発行、労務管理〕【1年】

0209Ｄ12

建築関連
・CAD
・設計補助
・内装
・事務
女 35 製造関連
・ＣＡＤ
・ライン
・事務

長野市

製造業〔ガスメーターの製造ライン、ガス漏
れ検査、積荷作業、工事用電光掲示板の
現場作業（板金組立て・配線・半田付け）、
電子部品管理、発注、購買業務、営業サ
全国珠算教育連盟珠算検定３級
ポート〕【4年10ヶ月】
情報処理検定 ビジネス部門２級
全商簿記検定３級
営業推進〔illustratorやPhotoshopを使い
普通自動車第一種免許
POPなどの製作及び、専用ソフトにて商品・
長野県北信 顧客管理、来客応対等〕【3ヶ月】
＜取得予定＞
建築CAD検定試験２級、３級
販売業〔モバイル通信機器の販売、接客〕 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ技能評価試験ﾜｰﾌﾟﾛ部門
【1年2ヶ月】
２級
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ技能評価試験表計算部
一般事務〔請求書作成、送付、仕入帳記
門２級
入、電話・来客応対、見積書・契約書作成、
墓石字彫りの確認、ゴム切マシーンでの
カッティング〕【5年2ヶ月】

私は責任感が強く、とても明るい性格で元気がいいと周
りからよく言われます。コミュニケーションをとる事が得意
で人と接する事が好きです。話をしていて、笑顔になってく
れる事が自分にとっての喜びです。
仕事をする事も好きで、どんな事に対しても努力すること
は苦になりません。身体を動かす仕事、デスクワーク、細
かい作業なども得意で、節目の現年齢を最終就職とし、こ
れまでの経験や現在訓練で身につけた知識を活かす事
のできる仕事に就きたいと思っています。

◆Ｄ：建築ＣＡＤデザイン科 ９月生 受講者情報
性

年

ﾘｸｴｽﾄNo. 別 齢

希望職種

住所

希望勤務地

建築工事

0209Ｄ13 男 51 農業

長野市

軽作業

長野市

主たる職務経歴〔年月〕

主たる免許・資格

製造業〔搬送設備の開発設計、海外製造工
中型自動車第一種免許（８ｔ限定）
場での設計技術指導、現地化設計推進、
製品企画、業務進捗管理〕【28年9ヶ月】

アピールポイント

前職では設計実務者から実務リーダー、若手指導、管
理職や部門内業務・費用管理まで経験しており、仕事を
進める上での色々な場面に対応できます。
既成のやり方だけでなく改善や効率化のために別のや
り方がないかを常に考えるようにしています。
海外勤務の経験から、異文化や異なった価値観のメン
バーへの理解が比較的でき、仕事が進められます。
業務の上流から下流まで把握・理解し、最適解を目指す
よう心掛けています。

調理〔調理・ホールサービス、接客〕【6ヶ月】
販売〔土産物接客販売・発注、接客〕
【1年6ヶ月】
一般事務〔納品書・請求書作成送付、電話・
食品衛生責任者
来客応対、消耗品備品管理発注、勤怠管
普通自動車第一種免許（AT限定）
理・給与計算補助〕【3年4ヶ月】

事務

0209Ｄ14 女 44 設計補助

長野市

今までの業務の中では様々な経験をし、沢山の人と関
わってきました。新しいことに前向きに素直に努力する事
＜取得予定＞
営業事務〔電話問合せ応対・取次、資材準
を心がけてきました。
長野県北信
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ技能評価試験ﾜｰﾌﾟﾛ部門
備、ファイリング〕【2年3ヶ月】
また、人との関わりが大切であると考え、円滑な人間関
２級
係を築く努力をしてきたことが自分の強みだと思っていま
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ技能評価試験表計算部
購買事務〔納品確認、入力照会、電話応
す。
門３級
対・発注・棚卸集計補助・原価集計補助〕
建築CAD検定試験３級
【1年】
経理事務〔日計表作成（照合、作成、報告）
小口現金出納・入金確認、仕訳伝票、納品
伝票入力・請求書作成、送付・月次決算補
助〕【1年10ヶ月】
普通自動車第一種免許（AT限定）
保育士資格
幼稚園教諭二種免許
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長野市

前職では保育の中で行う活動を考え、発想力を評価さ
れることがありました。子どもによって個性が違うので一
人ひとりに合わせて成長できるよう保育を行っていまし
長野県北信 保育士〔５歳児副担任、０歳児担任、行事 ＜取得予定＞
た。一度気になったことはそのままにせず理解できるまで
長野県東信 計画、指導案作成、保育記録〕【1年3ヶ月】 建築CAD検定試験２級
探求するところが私の長所だと思います。
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ技能評価試験ﾜｰﾌﾟﾛ部門
前職とは違う分野の職種に就きたいと思っていますが精
２級
一杯頑張りたいと思います。
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ技能評価試験表計算部
門２級
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