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0409D01

建築CADオペ
レータ
建築設計補助

千曲市
長野県北信
長野県東信

公務〔警察官として交番勤務（パトロール、
落とし物手続き、事案対応、交通取り締まり
等）〕
【1年】

社会福祉〔放課後等デイサービスでの業務
（児童対応、送迎、各運営業務等）〕
【1年4ヶ月】

普通自動車第一種運転免許
普通自動二輪車免許（小自二）
認定心理士

常に人の動きや周りの状況に配慮する業務が多かったた
め、円滑な業務のために今何をしておけばいいかを常に
考え、サポートする姿勢を持っています。またそれに伴
い、他人が気づかない点に気づくというのが私の最大の
強みです。今後は、その強みを以前から好きだったモノづ
くりの分野に生かしたいと考えております。

0409D02
CADオペレータ
一般事務 長野市 長野県北信

飲料製造業〔飲料原料（茶葉、添加物等）の
搬入、秤量、抽出、調合作業、業務マニュア
ル作成、、商品開発、飲料レシピ開発、製造
設計書作成、製造立会、顧客打ち合わせ、
見積書・規格書手配及び修正依頼、派遣・
中途社員教育〕
【3年】

普通自動車第一種運転免許(AT限定)
フォークリフト運転技能講習

＜取得予定＞
建築CAD検定2級
コンピュータサービス技能検定ワープロ部
門2級
コンピュータサービス技能検定表計算部
門2級

商品開発の仕事では、顧客の真のニーズを引き出すこと
を心がけて商品試作に取り組み、数多くの契約獲得に繋
げてきました。また、商品レシピ決定後も原料メーカー及
び他部署と積極的に情報共有を行い、製造前に現場と打
ち合わせをするなど無事製造できるよう最後まで責任を持
ち仕事に取り組んできました。相手の要望を正確に理解し
形にする力、コミュニケーション能力は業務を円滑に進行
する上で大いに役立つと考えております。

0409D03
CADオペレータ
一般事務
営業事務

長野市 長野県北信

情報サービス〔プログラム開発（言語：
COBOL）〕
【4年8ヶ月】

医療業〔がん検診検診票作成・データ入力・
結果作成〕
【6年2ヶ月】

一般・営業事務〔庶務全般・契約書類・受発
注業務・納期管理・請求書作成〕
【12年1ヶ月】

普通自動車第一種運転免許
MOS　Word2003エキスパート
MOS　Excel2003エキスパート
MOS　ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ2003
日本商工会議所主催簿記検定3級
建設業経理士検定2級
第二種電気工事士

＜取得予定＞
建築CAD検定試験3級

誰に対しても明るく接し、相手の要求を即座に理解して迅
速に対応することを心がけてきました。前職では、柔軟な
対応力で庶務、営業事務など多岐にわたる業務を一人で
こなし、社内が円滑に回るようサポートしてきました。ま
た、積極的に資格取得を目指すことで業務の知識を深め
理解度を高め業務に貢献してきました。

◆D：建築CADデザイン科　９月生　受講者情報
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0409D04
CADオペレータ
一般事務
経理事務

長野市 長野県北信

接客業〔宿泊フロント受付、事務処、ブライ
ダルサロンにてプランニング業務、カラオケ
店にて店舗運営、営業、イベント企画、〕
【8年6ヶ月】

一般事務〔通信会社にて窓口対応、見積、
請求書作成、在庫管理、マニュアル、資料
作成、建築・木材関連の会社にて営業事
務、経理業務、在庫管理〕
【9年5ヶ月】

普通自動車第一種運転免許
Word文書処理技能認定試験2級
Excel表計算技能認定試験2級

＜取得予定＞
建築CAD検定3級
簿記3級
宅地建物取引士

これまで接客を伴う一般事務に従事してきました。在庫管
理や伝票処理などの事務処理能力を身につけ、Wordでの
書類作成（見積書など）や、Excelでのデータ入力、集計作
業にそのスキルを活かしております。どのようにしたらもっ
と効率よく成果があげられるかを常に考え、新規事業の立
上げにも取組んできました。ゆくゆくは経理や会計の仕事
にも携わりたいと考えておりますので、簿記3級の取得に
向けて勉強しております。

0409D05
ＣＡＤオペレータ
事務
工場（生産）

須坂市 長野県北信

建築業〔窓、扉の取り付け〕【8年5ヶ月】

土木業〔道路の白線引き〕【5年7ヶ月】

営業〔薬の営業〕【6ヶ月】

アーク溶接特別教育
自由研削といし特別教育
高所作業車運転技能者
足場の組立て等作業従事者特別教育
職長・安全衛生教育責任者教育
玉掛け技能講習

＜取得予定＞
建築CAD検定2，3級

週6で仕事をしていたので体力には自信があります。前の
仕事から、現場職長として柔軟な思考が大切でした。ゼネ
コン（施工主）の考え、現場の状況などを加味して結論を
出せたことが、問題なく仕事が出来た要因だと考えていま
す。それを活かして新たな業種でも頑張りたいです。

0409D06 リフォーム業 長野市
長野県北信
長野県内

リフォーム業〔賃貸アパート・住宅の退去精
算・リフォーム・電気工事・現場管理〕
【7年6ヶ月】

介護業〔特別養護老人ホームにて介護業〕
【4年6ヶ月】

飲食業〔ピザ配達店舗でアルバイトマネー
ジャー〕
【7年6ヶ月】

普通自動車第一種運転免許
危険物取扱者　乙種　2,3,4,5類
第二種電気工事士
色彩コーディネーター3級
建築施工管理技士補2級
介護福祉士

＜取得予定＞
日本語ワープロ検定試験2級
情報処理技能検定試験表計算2級

リフォーム現場で、電気工事と施工管理を行ってました。
施工順序や段取り、職人さん達との連携を取って納期に
間に合うように管理していました。
接客の経験もあり、施主・入居者等への丁寧な対応がで
きます。
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0409D07

不動産営業
ショールームス
タッフ
インテリアコー
ディネーター

須坂市
長野県北信
長野県東信

販売業〔自動車販売店の受付事務来店客
お出迎え、お茶出し、事務処理、HP更新、
営業マン・サービス補助、店内POP作成、
店内装飾、雑用等〕【2年3ヶ月】

飲食業（アルバイト）〔喫茶店ホールスタッ
フ、開店準備、オーダー受け、商品提供、店
内清掃、食器洗い、レジ、食器下げ〕【1年
6ヶ月】

普通自動車第一種運転免許（AT限定）
損害保険募集人一般試験基礎単位
損害保険募集人一般試験自動車保険単
位

自動車販売店の受付事務では多くの業務に携わってきま
した。お客様と従業員との橋渡し的なポジションだったの
で、お客様と接する機会にも恵まれ従業員との関係も良
好で、両者から感謝されやりがいがありました。細かい作
業やセンスの問われる仕事は得意で自ら率先して仕事を
することを心がけていました。入社間もない時、サービス
コーナーを装飾し店長や本部の役員の目にとまり、店内
装飾関係を任されるようになりました。

0409D08
営業事務
CADオペレータ 長野市 長野県北信

電機メーカー営業、経理事務｛営業部門で
は取引先に対し商品説明・展示、売場提
案・改善、ＰＯＰ演出、イベント販売応援な
ど。経理部門では仕入れ,売上などの経理
事務、電話来客応対、イベント応援など〕
【24年】

住宅メーカー営業事務〔住宅展示場におい
て、電話・来客応対、商品説明、書類・チラ
シ作成、住宅模型作成、イベント応援など〕
【1年】

普通自動車第一種運転免許
全国商業高等学校協会主催　簿記検定
工業簿記1級
全国商業高等学校協会主催　簿記検定
会計簿記２級

＜取得予定＞
全国建築ＣＡＤ連盟主催　建築ＣＡＤ検定
コンピューターサービス技能評価試験
ワープロ部門
コンピューターサービス技能評価試験　表
計算部門

取引先やお客様に対して、要望を伺い提案する仕事に長
年携わってきました。相手の話をよく聴き、コミュニケーショ
ンをとることを大切に仕事を進めてきました。チームワーク
での業務経験もあり、接客対応力とその知識を活かした
業務に対応できます。現在、建築CADデザイン科で習得
中の新たな知識や技術をを活かし積極的に取り組み今後
に生かして参ります。

0409D09
建築設計補助
ＣＡＤオペレータ
建築系事務

長野市 長野県北信

マーケティング（商品開発）〔観光地・道の
駅・大型小売店で販売する化粧品・かまぼ
この商品化やリニューアル、販売促進業務
等。2年間は主任として勤務。〕【6年6ヶ月】

広報［ホームページ・会社案内パンフレット
の内容構築・管理］
経理［仕訳、月次・年次決算業務、予算昨
年対比表、資金繰り表作成。※１年４ヶ月は
責任者｝
総務〔給与計算、年末調整、労務管理、申
請書作成。※責任者として１年半｝【11年3ヶ
月】

2級カラーコーディネーター
美術　中学校・高等学校教諭第1種免許状
（更新講習未受講）
日商業簿記3級
普通自動車第一種運転免許

＜取得予定＞
インテリアコーディネーター

高い向上心と粘り強さで結果を出すのが強みです。特に、
ものづくりの世界に情熱があります。マーケティングによる
商品開発では、質が高く、よりニーズにあった商品を発売
する為に締切寸前まで調査を重ね改良を加えました。商
品の売上を2億6千万から4億6千万円に増やす等、数々の
実績を残し、在職6年間で4回表彰を受けました。総務・経
理も300人規模の会社で責任者も含め一通り経験したの
で、大方の事務は対応できます。

3 / 5 ページ



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

◆D：建築CADデザイン科　９月生　受講者情報

0409D10
設計補助
CADオペレータ
内装・設備

小布施町 長野県北信

販売業〔洋菓子販売店での接客販売、接
客、在庫管理、売上管理、等〕【2年3ヶ月】

専門サービス業〔山岳ガイド、山道の整備、
ゴミ拾い〕【2年8ヶ月】

製造業〔食品の製造、検査作業〕【3年】

サービス業〔社員食堂にて、盛り付け作業〕
【5年1ヶ月】

限定中型自動車第一種運転免許（８ｔ限
定）
MOSマイクロソフトオフィススペシャリスト
Excel2003 Word2003

以前、販売職では店長職を経験したことがあり、ラッピン
グを工夫したり、売り場のセッティングやお客様に直接提
案し、目標を達成することができました。前職では過酷な
職場だったので、チームワークとコミュニケーションは欠か
せませんでした。皆と話し合いどうしたらよいか上に報告
し、よりよい職場になるようにリーダーシップを取りました。
また昔から、スポーツをやっているので我慢強く、負けず
嫌いです。

0409D11
ＣＡＤオペレータ
設計補助
事務

長野市 長野県北信

販売〔百貨店において民芸家具、システム
キッチン、作家小物の接客販売〕【7ヶ月】

大学助手〔授業補佐、学生指導、建築模型
などの見本制作、学術研究〕【3年】

専門学校広報〔高校生や保護者への広報
活動、事務局長秘書役〕【1年】

地方公務〔県庁において事務補助〕【4ヶ月】

普通自動車第一種運転免許（ＡＴ限定）
衣料管理士2級

＜取得予定＞
建築CAD検定2級

大学では家政学を専攻し、建築と被服について広く学び、
２級建築士の受験資格があります。卒業後はものづくりに
関わる仕事に就きたいと思い、家具店店員や建築を学ぶ
学生への教育を経験しました。サポート業務が得意であ
り、助手や秘書役をしていた頃には誰が何を求めている
か瞬時に判断し、その時にできる最善の解決策を実行す
る力が身に付きました。今後は建築を学び直し、より専門
性の高い仕事に従事したいと考えております。

0409D12
設計補助
ＣＡＤオペレータ
一般事務

長野市 長野県北信

土木・一般測量〔（測量補助・建物補償業
務）〕
【1年5ヶ月】

受付・運営業務〔（音楽教室において・受付・
教室運営・募集、イベント企画運営・顧客管
理・チラシ作成）〕
【5年3ヶ月】

普通自動車第一種運転免許
測量士補

＜取得予定＞
コンピューターサービス技能評価試験表
計算部門2級
建築CAD検定3級

学生時代、土木工学を学び測量会社では、主に建物の補
償業務に携わり現場での経験もあります。現在、officeを
学び直し、CAD（JW・Auto・BIM）のスキルを習得する為、
検定に向け勉強中です。前職では、様々な年代の方と接
し要望に応える為、知識、コミュニケーションスキルを磨き
信頼関係を築く事ができました。どんな事にも、誠実に丁
寧に対応することをいつも心掛けています。

4 / 5 ページ



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

◆D：建築CADデザイン科　９月生　受講者情報

0409D16

リフォーム
リノベーション
製造・製作
印刷

長野市 長野市

医療〔総合病院にて正看護師として看護業
務、療養型病床にて正看護師として看護業
務〕
【36年1ヶ月】

介護〔有料老人ホームにて夜勤専従で介護
業務に従事〕
【3年】

看護師
普通自動車第一種運転免許

長年、医療介護に携わってきたため、障害者、老人の特
性等を把握している。作ることが好きなことや時々ポス
ターやイラストなどを頼まれ製作したり、簡単な画像処理
をする。
家では、お風呂場の混合水栓を交換したり壁紙の部分リ
メイク、照明器具や障子のデコレーション、玄関キー、ドア
の取っ手の交換等を行っており、住宅のリフォームに関心
がある。
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