◆A：機械ＣＡＤ/ＮＣ加工科 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

歯科衛生士〔歯石除去、ブラッシング指導、
アシスタント業務、小学校にて集団指導、受
付業務など〕【10年】

0209Ａ01

ＣＡＤオペレータ
女 47 機械製造
機械加工

長野市

長野市
須坂市

普通自動車第一種免許
歯科衛生士免許
製造業〔手作業にてベアリングの面取り、自
動車部品の組立、車エアコンボタンの塗
<取得予定>
装〕【4年5ヶ月】
ＣＡＤ利用技術者試験基礎
食品物流業〔各店舗へ卸すためのチルド類
仕分け〕【1年8ヶ月】

0209Ａ02 男 41 製造全般

0209Ａ03

品質保証
資材管理
男 60 倉庫管理
施設警備など

0209Ａ04

機械加工
機械オペレータ
男 44 ＣＡＤオペレータ
設計・開発
検査

上田市

長野市

中野市

坂城町
千曲市

製造業〔機械加工（平面研削盤、ＮＣプロ
普通自動車第一種免許
ファイル、汎用旋盤、フライス盤、ＮＣ旋盤、 研削砥石(グラインダー）取扱講習
ＮＣフライス盤、ＭＣ〕【21年】
クレーン運転（5ｔ未満）技能講習

製造業〔部品購入、外注管理などの購買管
理、経理、人事、固定資産、給与システム
長野県北信 の管理運用、オンラインプログラムのテスト 中型自動車第一種免許（8ｔ限定）
など銀行システム開発、組立、塗装、機械
運転〕【33年】

長野県北信

自動車整備業〔自動車の整備、メンテナン
ス、洗車、受付〕【13年】
製造業〔鍛造〕【10年】

普通自動車第一種免許
フォークリフト運転技能講習
大型自動二輪車免許
３級自動車整備士

アピールポイント

いくつかの工場勤務があり、機械製造の仕事が自分に
は向いていると思っています。
良いものを決められた期限できちんと作ろうという意識
があるので、責任を持って作業ができます。前職は派遣で
したが、とても高い評価をいただきました。
ＣＡＤ関係の仕事は初めてですが、新しい知識をどんど
ん学ぶことが楽しいです。
日常会話程度の英会話ができます。

機械加工や難削材加工の経験、知識が多く、扱える機
器も多いので工程設計を自身で行い、多能工として作業
を進めることができます。
冶工具の構想が得意なので、冶具、冶工具の設計、作
製を行い、加工だけではなく組立や測定など幅広く作業を
円滑に進めることができます。
今後、難削材加工作業はもちろん、冶具、冶工具の設計
など多能工の方向で仕事をしていきたいです。

製造分野で長く勤務していましたので、現場での作業に
は慣れています。事務全般から、実際に現場の作業まで
広く扱ってきましたのでオールマイティに製造分野を理解
しているつもりです。この経験を活かして施設内の軽作業
などを行わせていただけたらと考えています。
また、別の業種でも品質管理や施設警備等、どんな仕
事でもチャレンジしていきたいと思います。

一つのことに集中して長時間行うことができます。前職
ではＮＣ加工や簡単な電気配線修理、溶接の機械メンテ
ナンスをしていました。
現在、ポリテクセンター長野で２Ｄ・３ＤＣＡＤ、機械加工
を学んでいます。
今後は、ＣＡＤ・機械加工で学んだスキルを活かして機
械加工の職に就きたいと思います。
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◆A：機械ＣＡＤ/ＮＣ加工科 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

運送業〔引っ越し作業、配送業務〕
【2年3ヶ月】
組立

0209Ａ05 男 27 ＮＣオペレータ

須坂市

農業

0209Ａ06

CADオペレータ
設計開発
男 32 機械加工オペ
レータ

千曲市

飯山市
中野市
須坂市
長野市

普通自動車第一種免許
アーク溶接特別教育
ガス溶接技能講習
製造業〔精密板金加工、溶接、穴あけ、ネ
フォークリフト運転技能講習
ジたて、仕上げ、溶接、溶断、組立、容器の
Ｍｉｃｒｓｏｆｔ Ｏｆｆｉｃｅ Ｓｐｅｃｉａｌｉｓｔ Ｗｏｒｄ
洗浄〕【2年6ヶ月】
2010
Ｍｉｃｒｓｏｆｔ Ｏｆｆｉｃｅ Ｓｐｅｃｉａｌｉｓｔ Ｅｘｃｅｌ
農業〔ぶなしめじの栽培、収穫、リンゴの剪
2010
定後の枝拾い〕【2ヶ月】

中型自動車第一種免許（8ｔ限定）
アーク溶接特別教育
ガス溶接技能講習
フォークリフト運転技能講習
床上操作式クレーン運転技能講習
危険物取扱者乙種第４類
有機溶剤作業主任者
二級自動車整備Ｇ・Ｄ
建設機械整備業〔建築に関わる重機、発電
二級建設機械整備士
機、転圧機、水中ポンプなど多様な機械の
可搬型発電機整備技術者
長野県北信 整備〕【6年3ヶ月】
高所作業車検査員
長野県中信
小型移動式クレーン技能講習
自動車整備業〔自動車の整備、フレーム修
玉掛け技能講習
理、旧車のマフラー自作など〕【5年】
低圧電気取扱者特別講習
ローラー運転特別講習
研削砥石取扱特別講習
丸鋸等取扱特別講習
高所作業車運転技能講習
車両系建設機械（整地・運搬・積み込み及
び掘削・解体）運転技能講習
不整地運搬車運転技能講習

アピールポイント

私の長所はまじめな所であり、ものごとを途中で諦めず
に粘り強く頑張れるところです。
また、規則を守り、責任と自愛がある行動をとります。
助言や命令に素直に従うことも大切だと考えています。
今後、ポリテクセンター長野で学んだことを活かしていき
たいです。

今まで経験してきた職種では、PCを使った作業は入力
作業程度しかやってきていませんが、プライベートで自作
PCを組んだりするくらいにはPCへの理解があり、現訓練
内容には余裕をもって課題に取り組むことができていて、
時間外にも課題をトレースしてスキルアップに励んでいま
す。
また、Excel、Wordに関してもショートカットを使って操作
できます。(タイプスピードは1000文字/分ほどです。）
加工に関しては、二級建設機械整備士の試験で県一位
の成績を取ったことがあり、溶断、溶接、ボール盤、タップ
ダイスなどには自信があります。
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アピールポイント

製造業〔半導体加工装置及び付属装置の
組立・出荷用梱包作業、ガスメーターの分
解、組立それに付随する作業〕【4年4ヶ月】
放送業〔テレビ番組の制作（準備・進行な
ど）、取材テープの編集・管理〕
【3年9ヶ月】

0209Ａ07

機械加工
ＮＣ旋盤
男 38 マシニングオペ
レータ
製造・組立

長野市

普通自動車第一種免許
清掃業〔病院・老人ホーム・マンションで床 Word文書処理技能認定試験 ２級
長野県北信 をメインに定期清掃〕【1年11ヶ月】
Excel®表計算処理技能認定試験 ２級
Access®ビジネスデータベース技能試験
サービス業〔コンビニエンスストアで夜間の ２級
接客・レジ打ち・商品補充〕【9ヶ月】

私の強みは向上心です。仕事上のミスで怒られた事が
ありますが、その後、コミュニケーションを取りミスを無くす
努力しました。その他では次にどの様な作業をするのか
考え行動する事で学び実行した結果、先輩に良い動きを
するようになったと褒められました。現状に満足するので
はなくより良い仕事をする上で学び行動する事の大切さ
が分かりました。この強みを仕事で活かし日々向上心の
気持ちを忘れず頑張っていきたいです。

配送業〔本社と支店で、書類などを配送処
理〕【3ヶ月】
精米作業〔精米の袋詰め、伝票記入、出荷
作業〕【3ヶ月】

人材派遣〔社会人マナーや設計や評価等
の基礎〕【4年3ヶ月】
評価〔車のドラムブレーキを様々な評価試
験機で評価し、報告書にまとまる〕【1年】
設計開発

0209Ａ08 男 26 CADオペレータ
評価

長野市

長野県北信 設計〔AutoCADを使ってITS情報装置の筐
長野県東信 体設計〕【4ヶ月】

普通自動車第一種免許 (AT限定)
情報処理技能検定試験 表計算２級
実用英語技能検定試験 ３級

＜取得予定＞
設計〔切削加工機に搭載されているモータ 品質管理検定(QC検定) ３級
の設計開発〕【1年9ヶ月】

私は今まで設計と評価等の業務を行ってきました。与え
られた業務を必ず達成する使命感と意欲が強いと思いま
す。仕事に対し自分なりにスケジュールを立て、納期を意
識して取り組み、最後まで諦めずに「できる」と信じて業務
に取り組みます。
また、私は報告書や書類作成時に、何度も見直すように
しています。この見直す姿勢を生かして、業務でもミスが
ないように取り組みます。

設計〔CATIAを使って電気自動車のワイ
ヤーハーネスの設計〕【4ヶ月】
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性

年

ﾘｸｴｽﾄNo. 別 齢

0209Ａ09

希望職種

ＮＣ旋盤オペ
レータ
男 45 マシニングオペ
レータ

CADオペレータ

0209Ａ10 女 44 組立加工

0209Ａ11

検査・組立
事務（製造・一
女 25 般）
医療事務
販売業

住所

飯田市

希望勤務地

主たる職務経歴〔年月〕

サービス業〔パチンコ店でホールスタッフ、
長野県北信
接客、ゴルフ場でフロント接客〕【14年】
長野県東信
飯田市

一般事務〔スキー場の総務、経理、接客〕
【10年】

主たる免許・資格

普通自動車第一種免許
初級システムアドミニストレータ

アピールポイント

生産ラインでの経験はありませんが、黙々と一日中仕事
をこなす事に興味があります。
接客の仕事、管理職の経験があるので、お客様対応や
他部署とのコミュニケーションや気配りにも自身があり対
応できます。
また、基本的なPCスキルもあり、PCを使ったシステムに
は順応に対応できる自信があります。

千曲市

福祉・介護支援業〔高齢者の総合相談や要
普通自動車第一種免許
介護・要支援高齢者の在宅生活の支援、特
ホームヘルパー2級
養に入居する高齢者の食事・排泄・入浴な
長野県北信
ホームヘルパー１級
ど介護や生活支援〕【20年】
長野県東信
介護福祉士
介護支援専門員
販売業〔コンビニエンスストアで商品の販
主任介護支援専門員
売、陳列、接客、品出し〕【3年】

長年、社会福祉の分野に従事していましたが、製造業に
興味を持ち転職を希望しています。
前職では苦手なことや自分に向いていないと思うことも
多々ありましたが、長年、仕事を続け苦手なこともできるよ
うになり、研修を企画したり講師として人前で話をするまで
に成長をしました。
現在、職業訓練の通じて、作図を行うことが楽しく、今
後、図面を作成する仕事に就けたらと思っています。
覚えたり慣れるまでに時間がかかることはありますが、
自己研鑽に努め、苦手なことにもコツコツ努力を行うこと
ができます。

長野市

販売業〔品出し、商品発注、棚替え、前出
し、掃除、在庫管理、レジ打ち、接客、客注
処理、商品案内、棚卸し(準備含む)、免税
長野県北信
処理、調理補助、オープン準備、電話対
長野県東信
応、合鍵作成、時計電池交換、ベルト交
換、カード受付、説明販売、商品レイアウ
関東圏
ト、ＰＯＰ作成、切売り販売、家具組立、高
所作業、灯油販売、データ入力〕【3年9ヶ
月】

同じ職場の人やお客様とのコミュニケーションを取るた
めに相手が求めていることや自分がどう動けば相手のた
めになるかを考えるよう心がけています。相手のことを考
えながら仕事をすると効率が上がり、スムーズに進むと協
調性が大事なことだと体感しました。
積極的にコミュニケーションを取り、成果につながる仕事
をしていきたいと思っています。
現在ポリテクセンター長野の機械ＣＡＤ/ＮＣ加工科で製
造の勉強をしています。ここで覚えた知識を活かし就職に
役立てたいです。

普通自動車第一種免許
全商珠算・電卓実務検定１級
医療事務検定試験
調剤報酬請求事務技能検定試験
ケア・コミュニケーション検定
全国商業高等学校協会主催ビジネス文書
実務検定試験３級
簿記検定３級

