◆Ｇ：機械オペレーション科 ５月生 受講者情報
ﾘｸｴｽﾄNo.

希望職種

CADオペレータ
ＭＣ機械オペ
0205Ｇ02 レータ

NC旋盤オペレー
タ
0205Ｇ03 CADオペレータ

住所

希望勤務地

主たる職務経歴〔年月〕

主たる免許・資格

普通自動車第一種運転免許
長野市

坂城町

サービス業〔スーパーでの接客、陳列、品
長野県北信
出し〕【1年】

土木作業員〔住宅基礎・型枠生成・コンク
長野県北信 リート作業・土木作業全般〕
【1年5ヶ月】

<取得予定>
３級機械検査技能士
ＣＡＤ利用技術者試験２級

全国珠算連盟暗算検定２級
普通自動車第一種運転免許

アピールポイント

サービス業で様々な人と接してきた経験から、礼儀を大
切にしながら誰とでもよい関係を築くことができます。
コミュニケーション力を活かして製造業の分野で貢献した
いです。

製造業の仕事を希望したきっかけは、幼少期から細かい
ものを作ることが好きだったためです。
前職では、型枠の生成などの細かい作業に取り組む中
で、忍耐力が培われました。また、他業種の方とも連携し
ながら作業を進めることが多かったため、コミュニケーショ
ン能力にも自信があります。

◆Ｇ：機械オペレーション科 ５月生 受講者情報
ﾘｸｴｽﾄNo.

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

製造業〔プリンター組立部品の運搬および
検品〕【2年3ヶ月】

機械加工オペ
レータ
0205Ｇ04 組立工

長野市

中型自動車第一種運転免許（８ｔ限定）
普通自動二輪免許
郵便業〔自動車にて郵便物等の配達業務〕 危険物取扱者乙種４類
【7ヶ月】
日本商工会議所主催 リテールマーケティ
ング検定３級
小売業〔小売店にて販売、接客業務、食料 日本商工会議所主催 簿記検定３級
長野県北信
品の補充〕【1年5ヶ月】
東京商工会議所主催 ビジネス実務法務
長野県東信
検定３級
小売業〔家電量販店の倉庫内で商品管理、 ３級ファイナンシャルプランナー技能検定
運搬〕【5年1ヶ月】
フォークリフト運転技能講習
サービス業（警備）〔イベント会場での立哨
警備、防災訓練の指導〕
【5年6ヶ月】

＜取得予定＞
消防設備士乙種第四類

美容アシスタント〔フロント業務からスタイリ
ストの施術材料準備、リラクゼーション・痩
身施術〕【10ヶ月】
機械設計
0205Ｇ05 機械オペレータ
CADオペレータ

長野市

警備業で長時間の炎天下風雨の中での立哨（監視）を
行うこともあり忍耐力、精神力には自信があり粘り強さが
あります。
製造ラインでの業務は数名でライン全体の部品補充を
行っておりました。その中で欠員や製造個数によって柔軟
な対応が求められた場合に他の作業者とのチームワーク
やコミュニケーションの必要性を実感しました。その経験
から仕事を行う上ではチームワークを心がけて作業をす
るようにしています。

普通自動車第一種運転免許（AT限定）
長野県北信 事務職〔データの入力・照合から始まり、電 カラーコーディネーター検定 ２級
長野県東信 話でのカスタマーサポート業務〕【2年8ヶ月】 販売士検定 ２級
アロマ検定 １級
製造〔はんだ付け、機器組み立て、完成品
検査、梱包、生産工程管理、新人教育〕
【6年7ヶ月】

剣道、水泳、アーチェリーとスポーツ三昧の生活で鍛え
た集中力、継続力には自信があります。単調な仕事でも
自分なりの楽しみを見つけて取り組むので苦にはなりませ
んが、新しいことへの挑戦も大好きです。
苦手なことも、迷うくらいの気持ちが出てきたらやってみ
るようにしています。新しい環境への順応能力が高く、す
ぐに周囲に溶け込むことができます。
常に疑問を持ち、改良改善していく意欲があります。

◆Ｇ：機械オペレーション科 ５月生 受講者情報
ﾘｸｴｽﾄNo.

希望職種

0205Ｇ06 機械加工

住所

上田市

希望勤務地

主たる職務経歴〔年月〕

主たる免許・資格

食品製造業〔業務用のアイス練りこみ用、セ
ンターアイス用、飲料用の製造、18ℓ缶、9ℓ
缶充填、缶製品仕上げ、フォークリフト等を
長野県北信
普通自動車第一種運転免許
操作しての運搬、繁忙部署への応援、配合
長野県東信
フォークリフト運転特別教育
表を参考にして原料を釜の中に投入、それ
ぞれの製品にあった添加物で粘度や糖度
などを調整して製造〕【6年】

営業職〔一般家庭への剪定や消毒作業の
提案〕【4年】

機械加工オペ

0205Ｇ07 レータ

長野市

普通自動車第一種運転免許取得
大型自動車免許取得
大型特殊自動車免許取得
長野県北信
光学レンズ研磨加工〔光学レンズの成形、 フォークリフト運転技能講習修了
研削、研磨、検査作業を担当、治工具発注 有機溶剤作業主任者講習修了
や作業標準書作り〕【13年3ヶ月】
毒物劇物取扱責任者取得

長野市

普通自動車第一種免許（AT限定）
一般事務〔郵便事業における来客・電話対
実用英語技能検定２級
応、切手やはがき等の販売、金融商品の営
全国経理教育協会 簿記能力検定３級
長野県北信 業〕【6ヶ月】
日本情報処理検定協会 情報処理技術者
試験 データベース２級
県外も可能 一般事務〔卸売業で来客、電話対応、営業
MOS Excel 2010
アシスタント(Excel・Word等を使用して作
MOS PowerPoint 2010
成）〕【7ヶ月】
秘書検定３級

CADオペレータ

0205Ｇ08 機械オペレータ
事務

アピールポイント

高校卒業後、６年間食品工場内で勤務し、食品製造を学
びました。就職して３年でライン長を任され、みんなにまん
べんなくコミュニケーションを図り、指示や指導をし、環境
の良い部署になるように努めてきました。
退職を機に、以前から興味があった機械分野で手に職
をつけたいと思い、ポリテクセンター長野で訓練を受講し
ています。機械の製造をするだけでなく、メンテナンスや部
品の製造ができる多能工を目指したいと思います。

細かい作業や手先の器用さには自信があります。レンズ
だけでなく、金属製品の平面や球面加工の経験もあり自
分の強みだと考えております。検査の経験もありますの
で、一般的な測定器は扱えます。
より広い分野でのものづくりがしたいと思い、この度、ポ
リテクセンターで機械加工を基礎から学んでおります。未
経験の職種でも積極的に取り組んでいきたいと思います
ので、宜しくお願い致します。

私の強みはPCに関する知識です。大学時代にMicrosoft
社の資格取得に励み、社会人になってからは事務職に従
事し、見積書や請求書などをWordやExcelで作成したり、
営業のアシスタントとしてPowerPointを使って資料を作成
したりしておりました。
事務の経験で培った根気強さや丁寧に物事を進める力
を製造業でも活かしたいと思います。

◆Ｇ：機械オペレーション科 ５月生 受講者情報
ﾘｸｴｽﾄNo.

希望職種

住所

機械オペレータ

0205Ｇ09 機械製造

長野市

CADオペレータ

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

私は仕事に対して専門知識を持ちプロフェッショナルとし
サービス業〔フィットネスクラブ店内にて
ての自覚を持ちながら従事することが仕事に対しての敬
フィットネストレーナーとして従事
普通自動車第一種運転免許
意だと思っており、それを利用するお客様にとっての最大
（トレーニング指導・顧客管理・トレーニング
全国工業高校学校長協会主催 情報技術 のサービスだと思っています。
機器メンテナンス）〕【3年8ヶ月】
長野県北信
検定２級
私はその知識を高め、習得する為の努力は惜しみませ
全国工業高校学校長協会主催 パソコン んし、その際の集中力や取り組む姿勢は誰にも負けない
建設総合工事業〔営業部にて新築営業担
利用技術検定２級
と思っています。
当として従事（新築の営業・土地の斡旋）〕
サービス業で得たコミュニケーションスキルをものづくり
【8ヶ月】
の仕事でも活かせればと思います。

製造業〔簡単な図面をもとに板硝子の切断
や加工〕【3年2ヶ月】
登録型アルバイト〔飲食店やリゾート施設で
の接客など〕【3年】

0205Ｇ10 製造業務

飯山市

長野県北信 運送業〔2トントラックよる電化製品運搬作
業等〕【3年6ヶ月】
建設業〔建設、土木工事等〕【1年6ヶ月】
製造業〔自動チップ搭載機による基板作成〕
【17年6ヶ月】

普通自動車第一種運転免許
普通自動二輪車免許

前職では積極的に自分の考えを提案し行動してきた事
により、作業改善で賞を頂いた事があります。
根気があり我慢強く、体力面では運送業と建築業で培っ
た体力と、接客業で培ったコミュニケーション力もありま
す。
色々な職種の経験を活かしながら新しい事も吸収し、仕
事に打ち込んでいきたいと思います。

◆Ｇ：機械オペレーション科 ５月生 受講者情報
ﾘｸｴｽﾄNo.

希望職種

0205Ｇ11 製造

機械加工
0205Ｇ12 販売
営業

住所

長野市

長野市

希望勤務地

主たる職務経歴〔年月〕

長野県北信 建築〔建物内の壁や天井の施工〕
長野県東信 【3年11ヶ月】

主たる免許・資格

普通自動車第一種運転免許

販売〔バイクの販売、資格の必要ない範囲 普通自動車第一種運転免許
での整備〕【 4ヶ月】
中型自動車免許第一種免許
長野県北信
大型自動二輪免許
ルート販売、営業〔内装工事業者に対して JAVADA３級ワープロ技師
の販売、営業、納品業務〕【3年4ヶ月】
JAVADA３級表計算技師

アピールポイント

前職の建築の仕事では、細かい作業でも図面通りに仕
上げてきた経験があります。製造の仕事においても細か
い作業があるので、その経験を活かしていきたいと思って
います。
また、学生時代に続けてきた野球でも協調性や忍耐力
を培ってきたので、チームで何かをやり遂げたり、大変な
仕事でも最後までやり切れる自信があります。

前職の取引先には、幅広い年齢のお客様がいました。
私は相手に合わせた言葉使い、話題選びをすることで、ど
んなお客様ともすぐに打ち解けました。競合会社とバッティ
ングした際には「対応と人柄がいいから」と発注をいただく
こともありました。
このコミュニケーション能力を活かすことで、円滑に業務
を進め、立場や業務内容の異なる方々ともスムーズに信
頼関係を築けると考えています。

◆Ｇ：機械オペレーション科 ５月生 受講者情報
ﾘｸｴｽﾄNo.

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

リゾートホテルスタッフ〔冬季リゾートホテル
スタッフとして接客や清掃など〕【6ヶ月】
NC工作オペレー
タ
0205Ｇ13 機械オペレータ
CADオペレータ

中野市

遊戯施設スタッフ〔パチンコ店員として接
普通自動車第一種運転免許
長野県北信
客、マシンの整備、スタッフ教育・管理など〕 情報処理検定３級
長野県東信
【3年6ヶ月】
ワープロ実務検定３級
製造〔医療機器部品の製造、組み立て〕
【7ヶ月】

医療機械製造

0205Ｇ14 機械製造

上田市

アピールポイント

長年接客、サービスの仕事に携わり、幅広い年齢層の
方と共に仕事をしてきたため、コミュニケーション能力と協
調性には自信があります。
前職で生産に携わる中でものづくりの面白さと奥深さに
興味を持ち現在は基礎を学んでおります、
この業種の経験は浅いですが接客で培った主体性とコ
ミュニケーション能力を活かして積極的に仕事を取りにい
き、早急に戦力となれるよう努力します。よろしくお願い致
します。

日本に来てから医療関連のものづくりに興味を持ち、歯
歯科補綴物の製造〔歯科技工物の研究、海 財団法人国際教育支援協会 日本語能力
科技工士専門学校を卒業しました。前職で歯科業界の
外販売に関する取り込みなど〕
試験Ｎ２
CADCAMを使用した制作に携わりました。、これからも
【2年2ヶ月】
CADCAMを使用する仕事に関心を持っています。
長野県東信
<取得予定>
また、ネパール語、日本語、英語、インド語を話せますの
歯科材料の開発〔歯科材料の開発、研究、 財団法人国際教育支援協会 日本語検定
で自分の言語能力を仕事に活かせると思っています。
販売、企画、薬事申請、海外とやり取りな Ｎ１
在留資格があり、今後も日本での就業を希望していま
ど〕【1年2ヶ月】
普通自動車第一種運転免許
す。

