◆Ｃ：ビル設備サービス科 １０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〕

製造業〔日展などに出品する書を、額縁や
掛け軸に表装〕【1年5ヶ月】

設備管理

0210Ｃ01 電気工事

長野市

長野県北信
長野県東信

製造業〔精密機器・大型機器の梱包、輸送
までの物流作業〕【9年8ヶ月】

主たる免許・資格

普通自動車第一種免許
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
接客業〔ガソリンスタンドでの接客、ﾀｲﾔ・ｵｲ
二級ボイラー技士
ﾙ交換などの各種作業〕【1年3ヶ月】
危険物取扱者乙種第４類
消防設備士乙種第４類
接客業〔パチンコ店での接客、店舗運営の
補助業務〕【8年5ヶ月】

農業〔実家の農業〕【4年9ヶ月】

設備管理

0210Ｃ02 施設警備

須坂市

清掃

施設管理

0210Ｃ03 総務全般
事務

長野市

普通自動車第一種免許（AT限定）
フォークリフト運転技能講習
介護職〔訪問介護員として、身体介護・生活
介護職員初任者研修
長野県北信 援助〕【4年8ヶ月】
長野県中南信
＜取得予定＞
製造業〔タッチパネルの製造ライン作業、冷
消防設備士乙種第４類
凍機の製造・組立作業、ネジの自動選別機
危険物取扱者乙種第４類
のオペレータ〕【3年11ヶ月】

金融業〔営業および融資審査、営業推進企
画、証券運用、支店管理〕【29年10ヶ月】
普通自動車第一種免許
宅地建物取引士
産学官コーディネータ〔産学官による技術開 第三級アマチュア無線技士
発のための企業支援、各種研究会の企画 甲種防火管理者
開催、国内外の研修視察の計画および実 第二種衛生管理者
長野県北信 施〕【2年】
貸金業務取扱主任者
クレジット債権管理士
建築業〔総合建築設計事務所で総務部門
長および担当役員〕【3年11ヶ月】
＜取得予定＞
危険物取扱者丙種
金融業〔クレジットカードの利用枠審査、顧 消防設備士乙種第４類
客からの各種照会への対応〕【5年7ヶ月】

アピールポイント

ビル設備サービス科を受講したことで、今までの職歴と
は別の分野に視野が広がったと考えています。
一から新しい知識や技能・技術の修得になりましたが、
各種資格試験取得を目標として、新業種へのステップに
活かしたいと考えています。

介護の仕事では、仲間とのコミュニケーションを取りなが
ら配慮の行き届いたサービス提供を常に心掛けました。
製造ラインの業務では、スムーズな作業を行うために必
要な段取りや、工程管理への提案も積極的に行いまし
た。
チームワークを大切にし、臨機応変に対応しながら業務
を遂行していける事が、自分の強みだと考えております。

職務経歴は、金融業のほか総務部門やクレジットカード
業務の審査関連が中心でしたが、建築設備の管理・メンテ
ナンス業務の技術を習得したく、ポリテクセンターに入所し
ました。
金融や総務部での総務全般の業務管理の経験もあり、
施設管理から総務、経理関係の業務も視野においており
ます。

◆Ｃ：ビル設備サービス科 １０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

証券業〔支店での事務及び営業〕
【8年7ヶ月】

ビル・建物管理

0210Ｃ05 ホテル・旅館

軽井沢町

（フロント）

普通自動車第一種免許
中型自動車第一種免許
小型車両系建設機械運転特別教育
宿泊業〔ホテルでのフロント・予約・営業企
日本商工会議所主催簿記検定２級
画・レストラン〕【19年9ヶ月】
第ニ種衛生管理者
長野県東信
危険物取扱者乙種第４類
娯楽業〔ゴルフ場でのフロント・マスター室〕
管理業務主任者免許
【1年10ヶ月】
マンション管理業〔支店でのフロント（管理
組合運営サポート）・建物設備管理〕【7ヶ
月】

＜取得予定＞
消防設備士乙種第４類
ニ級ボイラー技士

アピールポイント

人と接する事が好きで社交的です。お客様やお取引会
社・社員と良好な関係を築きながら業務を円滑に行う事が
出来ます。
社内では、リーダーシップを発揮して報告、連絡、相談、
面接をして情報を共有し、良いチームを作りムードを大切
にして明るく働いてきました。
情熱やスピード感を持って取り組み、お客様や社員の意
見をもとに改善改良を行い、良い施設や良い職場環境を
目指します。

中型自動車第一種運転免許（８t限定）
販売業〔衣料品・雑貨販売、接客〕【14年】
設備管理
0210Ｃ06 電気工事

長野市

長野県北信

サービス業〔飲食店において調理・ホール
サービス、接客〕【4年】

建設業〔積算〕【1年】
CADオペレータ
0210Ｃ07 事務・管理
設備管理

須坂市

IT・通信業〔営業事務〕【1年3ヶ月】
長野県北信
長野県東信 金融業〔コンサルティング、総務、経理、業
務改善企画〕【5年6ヶ月】
飲食業〔料理、接客〕【6ヶ月】

＜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
第二種電気工事士

接客の仕事の経験が長いので、人とのコミュニケーショ
ンには自信があります。
現場だけの作業の仕事だけではなく接客、営業などの
業務があるような仕事にも対応できます。

日本商工会議所主催簿記検定３級
接客や女性の多い職場を経験したことから、コミュニ
３級ファイナンシャルプランナー技能検定 ケーション能力には自信があります。
普通自動車第一種免許
また、社内規定の改正・社内情報を扱う場面の多い部門
にいたことにより、高い規範意識を持つようになりました。
＜取得予定＞
業務改善に取り組んだ経験から、結果が出るまで粘り強
危険物取扱者乙種第４類
く仕事を行えます。
消防設備士乙種第４類
身体障害者手帳（２級）を持っていますが、日常生活に
CAD利用技術者試験２級
は支障がなく、激しい肉体労働以外の仕事には就業可能
第二種電気工事士
です。

◆Ｃ：ビル設備サービス科 １０月生 受講者情報
ﾘｸｴｽﾄNo.

希望職種

0210Ｃ08 ビル設備管理

住所

須坂市

製造業

0210Ｃ09 電気工事

0210Ｃ10 設備管理

小諸市

上田市

希望勤務地

主たる職務経歴〔年月〕

主たる免許・資格

普通自動車第一種免許
プラスチック製品製造業〔成形作業、社内や
１級射出成形技能士
海外工場でのスタッフ教育、新製品のため
長野県北信
玉掛け技能講習
のライン立ち上げに伴う人員選びや帳票類
二級ボイラー技士
の作成および品質管理〕【42年8ヶ月】
危険物取扱者乙種第４類

小売業〔スーパーマーケットにて、青果部
長野県東信 門、日配部門中心に、売場づくり、発注業
長野県北信 務、商品管理、販売管理、部門メンバーの
管理〕【22年5ヶ月】

アーク溶接特別教育
ガス溶接技能講習
車両系建設機械技能講習
危険物取扱者丙種
中型自動車第一種免許
大型特殊自動車免許
第二種電気工事士

中型自動車第一種免許（８t限定）
大型自動二輪免許
電子部品製造業〔アルミ電解コンデンサー 第二種電気工事士
製造工程の品質管理・品質保証〕【２年７ヶ 危険物取扱者乙種第４類
長野県内全て 月】
第三級陸上特殊無線技士
可能
第四級アマチュア無線技士
運輸サービス〔鉄道用電気設備全般の保守 ガス溶接技能講習
関東圏に転勤 管理〕【９年４ヶ月】
可能
＜取得予定＞
工作機械製造業〔ペットボトル用ブロー成形 第三種冷凍機械責任者
機PLCプログラムの設計〕【１年１ヶ月】
消防設備士甲種第４類
二級ボイラー技士
第一種電気工事士

アピールポイント

前職では、技術者として経験を積み、工場長も経験いた
しました。作業効率を常に考え改善を行い、作業者より作
業が楽になったと喜ばれました。
また、様々な難題にも対応してきたため、頼りになるとよ
く言われました。
しかし、いつまでもできる仕事ではないため、定年後は
設備管理の仕事をしたいと考え、仕事と並行して資格取
得等の準備をしてきました。現在訓練校で、さらに知識・技
能を身につけています。

前職のスーパーマーケットではおいしく、新鮮な商品をお
客さまに提供すべく、日々の業務に励んでまいりました。
地元密着型の会社であり、多くのお客さまと多くの物量
を相手とした活発な日常から健康と体力を授かり、現在で
も「元気」は私の自慢の一つです。
たくさんの方々から学べた「チームワーク」の大切さを胸
に、接客も可能な「電気工事士」としての再出発に向けて
準備中です。

電気に関連した仕事は、コンピューターの情報処理関係
以外のほぼ全てを経験し、幅広い電気関係の知識があり
ます。今まで四人前後のチームで仕事をする場面が多々
あり、同僚や上司、関連業務先とのコミュニケーションを密
にして、仕事を円滑に進めることの重要性を理解しまし
た。
取得予定の第一種電気工事士は筆記、実技ともに合格
済みです。今後は電気主任技術者の取得も目指し、勉強
しております。

◆Ｃ：ビル設備サービス科 １０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

営業〔化粧品メーカーで売上管理、代理店
管理、運営管理、セルフエステサロン運営、
新規代理店開拓〕【5年】

施設管理
別荘管理
0210Ｃ11 サービス管理
営業

長野県
軽井沢町
群馬県

普通自動車免許第一種免許
森林組合林産職〔森林管理、下刈り、伐採、 大型特殊自動車第一種免許
草刈、風倒木除去、薪作成、販売〕
車両系建設機械免許
【2年4ヶ月】
ホームヘルパー２級
福祉用具専門相談員
宿泊業〔ホテル支配人業務、フロント管理、 甲種防火管理者
アルバイト管理、施設管理〕【4年6ヶ月】
＜取得予定＞
不動産管理〔別荘管理、施設管理、ホテル 二級ボイラー技士
清掃管理、アルバイト管理〕【5年】
消防設備士乙種４類
キャンプ場管理〔施設管理、キャンプ場運
営、管理〕【3年】

多岐にわたるビジネスを展開してきており、新しい仕事
に取り組む際の順応能力には、自負があります。何事に
も報恩感謝の気持ちを忘れず取り組んでおります。
加えて、Ｈリゾートでの支配人業務・旅館再生・別荘管
理・キャンプ場運営・新規開拓の分野でノウハウを蓄積し
て参りました。これらの経験を活かし、即戦力として事業に
貢献して参る所存です。何卒よろしくお願い申し上げま
す。

