◆Ｂ：電気設備技術科 ７月生 受講者情報
ﾘｸｴｽﾄNo.

希望職種

0207Ｂ01 電気工事士

住所

長野市

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
危険物取扱者乙種第1、2、4、6類
製造業〔ウレタンゴムの生産・加工、菓子の
長野県北信
第二級陸上特殊無線技士
製造オペレータ、精密部品の製造オペレー
長野県東信
タ〕【11年】
<取得予定>
第二種電気工事士

アピールポイント

今、職業訓練校に通い、電気設備の勉強をして、電気設
備関係の職に就きたいと思っています。
製造業で学んだ機械の知識や一つ一つ丁寧に作業し、
かつスピードを意識して仕事をしてきた経験を活かして努
力していきたいと思っています。

飲食業〔アイスクリームの接客販売、調理〕
【1年7ヶ月】

制御関係（配線・

0207Ｂ02 PLC）

中野市

サービス業〔レンタルショップでウィンタース
ポーツのレンタル契約、調整セッティング、 準中型自動車第一運転免許（５ｔ限定）
シフト管理〕
高所作業車運転技能講習修了
長野県北信 【10ヶ月】
＜取得予定＞
接客業〔パチンコ店で接客業務、新台設置 第二種電気工事士
と配線作業、新人教育、クレーム対応〕
【4年5ヶ月】
塗装業〔高所作業車の清掃塗装〕【1年】

自分は学生時代にアルバイトで繁盛店で働いて以降、
幅広い業務をこなしてきました。そこで得た様々な経験は
自分の長所と考えています。特にレンタルショップでは店
長として１シーズン勤務し、シフト管理やアルバイト面接な
ど後の仕事に役立つ事が多く、新人教育を任された際もと
ても役に立ちました。
自分のより高いものを目指し努力する強みを生かし仕事
の簡略化や質の向上などを常に意識しています。

◆Ｂ：電気設備技術科 ７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〕

サービス業〔ガソリンスタンドにて接客、給
油、タイヤ交換、オイル交換〕【3年5ヶ月】
自動車整備業〔車検、整備〕【2年3ヶ月】

0207Ｂ03 製造業

長野市

長野県北信

フォークリフト整備業〔年次検査、月次検
査、出張検査〕【8年】
製造業〔自動車に使用するリレーの製造〕
【17年】

製造業

0207Ｂ04 電気設備
貨物輸送

千曲市

主たる免許・資格

大型自動車第一種運転免許
大型特殊自動車運転免許
フォークリフト運転技能講習
三級ガソリンエンジン自動車整備士
フォークリフト検査官
ガス溶接技能講習
移動式クレーン運転業務特別教育

大型自動車第二種免許
大型特殊自動車免許
農耕者限定牽引免許
大型自動二輪車免許
アーク溶接特別教育
製造業〔ブラウン管テレビ、モニター、ノート
ガス溶接技能講習
パソコンなどの調整指導や修理、建設機械
玉掛け技能講習
のサービス業務〕【35年6ヶ月】
フォークリフト運転技能講習
長野県北信
クレーン運転特別教育
設備工事〔一般家庭の上下水道の工事及
小型移動式クレーン運転技能講習
び設計、立会検査〕【5年】
高所作業車運転技能講習
車両系建設機械技能講習
旅客運送〔タクシー業務〕【3ヶ月】
車両系建設機械(解体用）技能特別講習
第二種電気工事士
認定電気工事従事者
給水装置工事主任技術者
下水道排水設備工事責任技術者

アピールポイント

これまで自動車に関連する業務を長く続けてきました。
特に、リレーの装置は細かい作業でしたが、ミスを出さな
いようコツコツと真剣に取り組みながら期日に間に合わせ
てきました。
これまでの経験と現在学んでいる電気の知識を活かして
働きたいと思っています。

製造業では、作業効率改善に努め、修理業務では、再
発や他に不具合がないかを注意して作業をしてきました。
現在は、電気設備技術を受講し、シーケンス制御やＰＬＣ
制御、エクセル、ワードの操作を学び概ね習得しました。
車の運転は大型二種免許を取るときに、相手が悪くて
も、事故にならない運転を学び、今まで実行してきました。
これからも事故をしないように運転をしたいと思います。
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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〕
運送業〔長野～関東間の運行、荷役作業〕
【8年6ヶ月】

0207Ｂ05 PLC

長野市

長野県北信

建設業〔戸建住宅やアパートのサイディン
グ施工作業〕【2年3ヶ月】
サービス業〔ガソリンスタンドで接客業務〕
【2年9ヶ月】

電気工事

0207Ｂ06 エアコン取付

電気工事関連
0207Ｂ07 電気機器製造

長野市

須坂市

主たる免許・資格

大型自動車運転免許
フォークリフト運転技能講習
<取得予定>
第二種電気工事士

アピールポイント

どのような仕事であっても、自分一人でできる仕事はな
いと思うので、人への気遣いや協調性を大切にしていま
す。人見知りな部分はありますが、積極的に人とコミュニ
ケーションを取るように心がけています。
現在は、職業訓練にて少しでも多くの知識や技術を身に
つけるため勉強しています。

建築業〔建築現場代理人として公共物件写 普通自動車第一種運転免許
真管理、新築・リフォーム現場の大工職人 高所作業車運転技能講習
長野県北信 の手伝い〕【2年6ヶ月】
玉掛け技能講習
長野県東信
宿泊業〔ホテル内の客室清掃、スキー場リ ＜取得予定＞
フト係、接客、裏方〕【1年5ヶ月】
第二種電気工事士

私は、幼いころから体を動かすことが大好きで運動やス
ポーツを続けてきました。
また、建築現場での経験を通し、外に出て体を動かしな
がら仕事をするのが苦にならず好きです。
長所としては元気で明るく、ＯＮ・ＯＦＦの切り替えがとて
もはっきりできるところです。
高校時代ソフトテニスでのインターハイ出場や多数の全
国出場の経験もあります。

普通自動車第一種運転免許
パソコン関連機器製造〔出荷検査及び品質
長野県北信
管理、顧客クレーム対応〕【41年9ヶ月】
＜取得予定＞
第二種電気工事士

一つの仕事に就いてこられた事により、つらいことにも耐
えることを学ばせていただきました。
また、顧客と直接向き合っての仕事だったため、相手の
立場と、自社の立場を踏まえた対応もこなしてきました。
私生活では、薪ストーブを20年間使用する中で、自前で
薪を調達し、チエンソーと斧での薪作りを行っています(薪
ストーブ以外の暖房はありません)。
また、薪小屋も自作し、出来ることはチャレンジしていま
す。

◆Ｂ：電気設備技術科 ７月生 受講者情報
ﾘｸｴｽﾄNo.

希望職種

住所

0207Ｂ10 電気工事

主たる免許・資格

アピールポイント

長野市

上田市

中型自動車第一種運転免許（８ｔ限定）
シーケンス設計〔一般産業機械装置の電気
回路及びPLCプログラム設計に関する業
長野県東信
＜取得予定＞
務〕【25年11ヶ月】
第二種電気工事士

現在、電気工事に関する知識、技能を学んでいます。
今まで培ってきたシーケンス知識や技術と機械装置を立
ち上げてきた経験を踏まえ、現場だけではなく設計もでき
る電気工事士として活躍をしていきたいと思っています。

上田市

製造業〔自動車工場でエプロンのナット、ボ
普通自動車第一種運転免許
ルト溶接、電線工場で検査、箱詰め〕
大型自動二輪車免許
長野県北信 【3年】
長野県東信
<取得予定>
小売業〔ス-パーマーケットで品出し、レジ打
第二種電気工事士
ち〕【1年】

私の強みは、丁寧な作業です。工場勤務の時は誤品を
後工程に流すことがないように心がけ、実践してきました。
また、周りをよく見て作業していたので、ケガをしたことが
ありません。
希望職種以外の仕事にも挑戦していきたいと思っていま
す。

営業

電気工事関連業
務
0207Ｂ09 電気設備関連業
務

主たる職務経歴〔年月〕

何事も期限を定めて実行することをモットーに、周囲の
大型自動車免許
人間を巻き込んで、全員の成果としての実績を大切にす
全国商業高等学校主催 簿記実務検定試 ることが、よりよい職場環境を充実させることだと実践して
サービス業(廃棄物処理）〔収集運搬業務、
験１級
きました。
長野県北信 営業、営業管理、プラント建設とマネジメン
目前の利益も必要ですが、それ以外の為に、その時々
ト〕【41年】
＜取得予定＞
で何が収益につながるのかの判断力があると思っていま
第二種電気工事士
す。
年齢よりは、心は未だ若く元気です。

プロセス設計

0207Ｂ08 プロジェクト管理

希望勤務地

◆Ｂ：電気設備技術科 ７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

新聞業〔新聞社の報道部・営業部にて雑務
日本漢字能力検定２級
全般の補助〕【4年】
実用英語技能検定２級
TOEIC 785点
出版業〔出版社の在庫管理・物流調整〕
準中型自動車免許
【1年】
ビルメンテナンス

0207Ｂ11 電気保安

電気工事士
映像・音響・イベ
0207Ｂ12 ントスタッフ
半導体製造

アピールポイント

長野市

長野県北信 小売業〔書店の商品補充・接客〕【3ヶ月】

私の強みは、丁寧な仕事ぶりとコミュニケーション能力の
大きく2つです。もともとの几帳面な性格ともあいまって、丁
寧に正確に作業したり、整理整頓することが得意です。
また人と接する際、相手の話をよく聞くとともに、情報を
整理して相手に伝えることができます。

長野市

普通自動車第一種運転免許
半導体製造〔製品の品質管理、新たな装置 高等学校教諭一種免許状(農業)
長野県北信 の立ち上げ、トラブル箇所の回収処理等〕 食品衛生管理者及び食品衛生監視員
長野県東信 【1年2ヶ月】
牛の家畜人工授精師
牛の家畜受精卵移植業務
東京
演出スタッフ〔映像・音響機材の運搬、設
営、撤去、LED修理等〕【1ヶ月】
＜取得予定＞
第二種電気工事士

私の強みは正確性と探求心です。技術者として、主に半
導体製造の品質維持、横展開をする部署で製品製造のた
めのレシピの入力や製造前のテストを行っていました。ミ
スが許されないという強い責任感を持ち、作業全てに
チェックリストを利用、ダブルチェックを徹底し、従事した1
年間はミスした事がありません。
また、細かい作業も得意です。前職では映像・音響機材
の運搬・設営・撤去・LED修理を行っていました。

＜取得予定＞
消防設備士乙種第４類
危険物取扱者乙種第４類
教育〔中高生が対象の個別指導学習塾に
第二種電気工事士
て英語の授業を担当〕【6ヶ月】
二級ボイラー技士
第三種電気主任技術者
宿泊業〔ゲストハウスのマネージャーとして
日本商工会議所主催 簿記検定２級
宿泊業務全般を管理〕【6年3ヶ月】

◆Ｂ：電気設備技術科 ７月生 受講者情報
ﾘｸｴｽﾄNo.

希望職種

電気系職種

0207Ｂ13 製造業

住所

小諸市

希望勤務地

主たる職務経歴〔年月〕

主たる免許・資格

中型自動車第一種運転免許（８ｔ限定）
危険物取扱者丙種
畜産業〔競走馬の生産、育成、調教〕
全国経理教育協会簿記能力検定試験３級
【10年8ヶ月】
コンピュータサービス技能評価試験表計
算部門３級
サービス業〔コールセンターの受発信業務、 コンピュータサービス技能評価試験ワープ
長野県東信
レンタカーの洗車業務【2年3ヶ月】
ロ部門３級
コンピュータサービス技能評価試験情報
製造業〔携帯電話の基盤製造、繊維機械内 セキュリティ部門単１級
のヒーターコイル製造〕【3年3ヶ月】
＜取得予定＞
第二種電気工事士

アピールポイント

畜産業では、体力や観察眼を鍛えられ、サービス業では
対人スキルを養うことができました。いろいろな分野で働
いた経験は、自分の強みだと思っています。
まずは第二種電気工事士の資格を取得し、学んだ知識
や技術をこれからさらに活かして働きたいと意欲に燃えて
います。

