
                       クレーン運転科 (令和４年１０月入所生 ） 求 職 者 リ ス ト

☆　取得資格 （1）移動式クレーン運転士免許　 （2）クレーン・デリック運転士免許 　（3）玉掛け技能講習　 （4）フォークリフト運転技能講習　
（5）フルハーネス型墜落制止用器具特別教育

☆　訓練修了日 令和４年10月入所～令和５年３月修了
（クレーン運転科１/３）

Ｎｏ 希望職種 住　所 主  な  職  歴 資　   　  格 ア  ピ  ー  ル  ポ  イ  ン  ト 備考
クレーン運転 自動車修理（2年2ヶ月） 1.上記「☆取得資格」　取得見込み 好奇心が豊富なので、新しい仕事も早く覚えることができます。
フォークリフト運転 生産設備修理（40年） 2.中型自動車運転免許（8ｔ限定）

3.危険物取扱者乙種４類
4.ガス溶接技能講習

天井クレーン 劇団の運営（20年内舞台大道具（10年）） 1.上記「☆取得資格」　取得見込み 大学時代より演劇を続け、表現・コミュニケーション・体力に自信があります。

フォークリフトオペ 建築荷揚・雑工・運輸（10年） 2.中型自動車運転免許（8ｔ限定） 30代からは建築現場の仕事にたずさわり、現場への適応力も高いです。

3.高所作業車（10ｍ未満） 精神的に打たれ強く、新しい仕事もどん欲に吸収し身に付けていきたいです。

大型トラックドライバー 業務用厨房機器の修理・営業 1.上記「☆取得資格」　取得見込み 小学校から水泳を続けており、体力に自信があります。
倉庫 （2年8ヶ月） 2.大型自動車免許　3.けん引免許　 接客と営業経験があり、コミュニケーション能力に自信があります。

鉄スクラップ・産業廃棄物回収・処理 4.大型特殊自動車運転免許　　5.高所作業車 学習意欲・責任感があり、仕事にこだわりをもって目標達成をします。

（6年9ヶ月） 6.危険物取扱者乙種４類
7.高圧ガス移動監視者取得見込み

IT関連 システムエンジニア（14年） 1.上記「☆取得資格」　取得見込み これまでIT系の仕事をしてきました。
教員（7年6ヶ月） 2.中型自動車運転免許（8ｔ限定） ポリテクで得たクレーンのスキルを加えて幅広い分野で

3.ネットワークスペシャリスト 貢献したいと思います。
4.データベーススペシャリスト
5.情報処理安全確保支援士

港湾関係 総合解体（8年4ヶ月） 1.上記「☆取得資格」　取得見込み 小学校から野球を続けており、体力には自信がります。
2.大型自動車免許　3.車両系建設機械 機械に乗り、仕事をすることが好きです。
4.大型特殊自動車運転免許取得見込み 周囲を見て自分のやることを考えての作業を心がけています。

港湾関係 倉庫内作業（1年） 1.上記「☆取得資格」　取得見込み 中学からバスケットボールを続け、体力に自信があります。
2.普通自動車免許 接客経験があり、コミュニケーション能力に自信があります。
3.大型特殊自動車運転免許 責任感が強く、最後までやり通します。

遺跡関係 生産技術（35年） 1.上記「☆取得資格」　取得見込み 機械系技術者として約40年働いてきました。
製造関係（設備保全） 2.中型自動車運転免許（8ｔ限定） パソコンは私物として1980年より使用しています。

3.研削砥石取替等特別教育
4.MOS　Word/Excel　2002Expert
5.CAD利用技術者2級（学科）

1 日進市

2 清須市

3 天白区

4 中村区

7 緑区

8 港区

9 清須市



                       クレーン運転科 (令和４年１０月入所生 ） 求 職 者 リ ス ト

☆　取得資格 （1）移動式クレーン運転士免許　 （2）クレーン・デリック運転士免許 　（3）玉掛け技能講習　 （4）フォークリフト運転技能講習　
（5）フルハーネス型墜落制止用器具特別教育

☆　訓練修了日 令和４年10月入所～令和５年３月修了
（クレーン運転科２/３）

Ｎｏ 希望職種 住　所 主  な  職  歴 資　   　  格 ア  ピ  ー  ル  ポ  イ  ン  ト 備考
クレーンの運転 マシニングセンター 1.上記「☆取得資格」　取得見込み 好奇心があり、どんな仕事でも楽しんでできます。
フォークリフトの運転 　・プログラマー（12年7ヶ月） 2.中型自動車運転免許（8ｔ限定） オペレーター経験により、機械操作の呑み込みが早いです。

　・オペレーター・フォークリフト運転 前職でフォークリフト運搬作業の経験があります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（20年7ヶ月）

港湾関係 陸上自衛隊（1年） 1.上記「☆取得資格」　取得見込み 高校の時に資格を多く取得しました。
電気工事士（1年9ヶ月） 2.準中型自動車運転免許（5ｔ限定） 物覚えに自信があり、理解力があります。

3.第2種電気工事士 コミュニケーション能力に自信があります。
4.危険物取扱者乙種４類
5.大型特殊自動車運転免許取得見込み

天井クレーン フォークリフト運転（2年11ヶ月） 1.上記「☆取得資格」　取得見込み 手先が器用で細かい作業が得意です。
製造関係 半自動溶接（1年） 2.準中型自動車運転免許（5ｔ限定） 接客経験があり、コミュニケーション能力には自信があります。

3.アーク溶接　4.ガス溶接　5.床上操作式クレーン フォークリフトの運転を10年経験し、車両の運転には自信があります。

6.大型特殊自動車免許　7.車両系建設機械
8.大型自動車・けん引運転免許取得見込み

産業機械業界 産業機械営業（24年3ヶ月） 1.上記「☆取得資格」　取得見込み 海外駐在の経験が15年以上あり、順応力・対応力があります。
営業（4年8ヶ月） 2.大型自動車第2種免許 大学では体育会の主将経験があり、統率力に自信があります。

3.けん引免許取得見込み
4.大型特殊自動車運転免許取得見込み

倉庫関連 営業（22年1ヶ月） 1.上記「☆取得資格」　取得見込み 信用・信頼を基にしたコミュニケーションを大切にしています。
営業 2.中型自動車運転免許（8ｔ限定） 粘り強さや協調性を強みにし、前向きに行動します。

効率を考えながらスピード感ある動きを心がけています。

天井クレーン 製品検査（6ヶ月） 1.上記「☆取得資格」　取得見込み Excelの基本操作ができます。
フォークリフト 製品テスト・物流システム設計（6年9ヶ月） 2.準中型自動車運転免許（5ｔ限定） 素直な性格です。

3.大型特殊自動車運転免許 健康に気を使っています。

クレーン関係 マシニングセンターオペ（7年） 1.上記「☆取得資格」　取得見込み 工場勤務の経験から安全第一に考えた行動ができます。
フォークリフト 2.中型自動車運転免許（8ｔ限定） 品質・生産性を常に考え迅速・丁寧な作業を心がけます。

年齢に関係なく職場でコミュニケーションが取れます。

11 岡崎市

12 中川区

13 豊明市

14 天白区

15 港区

16 千種区

17 知立市



                       クレーン運転科 (令和４年１０月入所生 ） 求 職 者 リ ス ト

☆　取得資格 （1）移動式クレーン運転士免許　 （2）クレーン・デリック運転士免許 　（3）玉掛け技能講習　 （4）フォークリフト運転技能講習　
（5）フルハーネス型墜落制止用器具特別教育

☆　訓練修了日 令和４年10月入所～令和５年３月修了
（クレーン運転科３/３）

Ｎｏ 希望職種 住　所 主  な  職  歴 資　   　  格 ア  ピ  ー  ル  ポ  イ  ン  ト 備考
移動式クレーン 印刷・製造（1年） 1.上記「☆取得資格」　取得見込み コミュニケーション能力には自信があります。

2.普通自動車運転免許 苦手なことでも挑戦する意欲が高いです。
3.大型特殊自動車運転免許 責任感が強く、最後までやり通します。

港湾関係 フォークリフトオペレーター（1年4ヶ月） 1.上記「☆取得資格」　取得見込み 15年間サッカーを続けており、体力には自身があります。
2.普通自動車運転免許
3.大型特殊自動車運転免許取得見込み

港湾関係 ラインオペレーター（1年） 1.上記「☆取得資格」　取得見込み 小学校から高校までサッカーをしていたので、体力に自身があります。

2.普通自動車運転免許
3.大型特殊自動車運転免許取得見込み

天井クレーン 自動車製造（3年7ヶ月） 1.上記「☆取得資格」　取得見込み ジムに通っており、体力には自信があります。
2.準中型自動車運転免許（5ｔ限定） 責任感が強く、どんなことでも最後までやり遂げます。
3.ガス溶接技能講習　4.アーク溶接特別教育 まじめな性格で、周りと協調して仕事ができます。
5.自由研磨といし特別教育
6.プレス金型取替作業者特別教育

移動式クレーン 自動車板金塗装（4年4ヶ月） 1.上記「☆取得資格」　取得見込み 身体を動かすのが好きで、体力に自信があります。
自動車整備・レースメカニック（6年6ヶ月） 2.中型自動車運転免許（8ｔ限定） 集中力・忍耐力・責任感が強く、どんなことも最後までやり通します。

3.二級ガソリン整備士資格 コミュニケーション能力に自信があり、どんな現場でも対応できます。

4.大型特殊自動車運転免許取得見込み

天井クレーン運転 現場監督（2年） 1.上記「☆取得資格」　取得見込み 過去の健康診断では常に良好であり、体は丈夫です。
運送業 舞台業務（21年） 2.大型自動車運転免許　3.けん引免許 接客経験があり、コミュニケーション能力に自信があります。

清掃・産業廃棄物処理業（6年） 4.危険物取扱者乙種４類 規範意識が高く、誠実です。

機械設置 設計・据付・メンテナンス（4年10ヶ月） 1.上記「☆取得資格」　取得見込み 汚れる現場も気になりません。
電気工事施工管理 搬送機据付・施工管理（2年4ヶ月） 2.中型自動車運転免許（8ｔ限定） 朝早い集合時間でも遅刻はしません。
機械工・電気工事士 3.第一種電気工事士　4.消防設備士甲種4類 設計はJW-CADができます。

5.高所作業車運転技能講習

建設・不動産関連 ライン作業（7年4ヶ月） 1.上記「☆取得資格」　取得見込み 営業経験があり、コミュニケーション能力に自信があります。
クレーン関係 溶接作業（7年） 2.中型自動車運転免許（8ｔ限定） 学生時代は柔道部に所属しており、体力があります。

不動産管理（１年） 黙々と作業することに抵抗がありません。

18 一宮市

22 緑区

23 港区

24 港区

25 日進市

29 熱田区

27 港区

28 港区


