デジタルものづくり技術科
(照会期間：公開日～１１月末日)
住所

03DI0401

03DI0402

年齢

令和３年４月入所生
希望職務

主たる職務経験

〇商品販売（百貨店・スーパー・家電量販店、商品実演、保険外交）
〇コールセンター業務（総合窓口、ヘルプデスク）
〇営業事務（資料作成、小口計算、受発注、資料管理、スケジューリン
グ）
〇営業・マーケティング（営業開拓、顧客管理、市場調査・市場分析）
〇印刷・製本（モトヤソフトによる帳票・約款等のデータ編集、社史編
纂、DTPオペレータ、断裁）
〇経理（給与計算・社会保険手続、会計帳簿事務）
〇総務（文書管理・物品管理等、各種契約書の作成）
〇受付（美容院店舗受付、スケジューリング）

埼玉県朝霞市

〇CADオペレータ（機械・建築）
52 〇製造、評価、仕上げ等
〇営業事務、庶務事務

埼玉県さいたま市

① 設計補助、CADオペレータ
（機械メーカー、職業訓練校の経験
【システムインベーター】
から基本的な工業知識はあります）
・システムヘルプデスク業務（ユーザ問い合わせ対応/障害対応)
② 翻訳、通訳
35 （技術翻訳と簡単な会議通訳の実務
【自動車部品メーカー】
経験があります）
・社内規格/マニュアルの翻訳（日英、英日）
③ 貿易事務、営業事務
・部署アシスタント（一般事務/秘書/庶務）
（貿易実務検定の勉強をしていたこ
とがあります）

<接客業各種（アルバイト）>

03DI0404

03DI0405

埼玉県川口市

埼玉県川越市

35 建築設計

①デジタルものづくり技術科を受講
していることから、CAD、NC、金属加
工、3Dプリンタ等を活用した製造系
の仕事を希望します
47
②これまでに職務経験のあるIT関連
企業や金融・証券系の仕事であっ
て、能力や業務内容的に対応が可能
と思われる仕事であれば希望します

<工場勤務>
①100kg程度の裁断されたステンレスコイルの運搬と梱包
②運搬に利用する木製スキットの制作

①電気/通信設備のフィールドエンジニアリング
②技術事務（公共インフラシステム関連）
③金融系業界新聞・編集記者 ほか投資家向け情報サービス関連
④外為ディーラー
⑤コールセンター（IT・金融）
⑥コンビニエンスストア店員（社員・アルバイト）

（訓練修了日

令和３年９月２９日）
アピールポイント

これまでの仕事に対する実績や姿勢をこれからも大切にしていき
ます。
（実績）
〇部署内全員でスプレッドシートを共有し、誰でもリアルタイム
で営業予定を把握できるシステムを提案・採用された
〇百貨店では前年比売上150%を達成。本社部長に直々に評価され
た
〇常にお客様の笑顔、顧客満足を意識した対応。接客以外の仕事
も「その先にはお客様が」との思いから丁寧な仕事を展開
〇インテリア・プロダクトデザイン科を卒業。模型の作成・写真
撮影・プレゼン等、企画～モデル作成～提案など、ものづくりプ
ロセスを把握

今後のキャリアを製造業に絞って築いていきたいと考えており、
家庭の事情で勤務地や勤務時間に制約がありますが（通勤一時間
圏内/残業不可）、その中で上記希望職種の経験を積めるメーカー
企業を探しています。
海外ボランティア経験があるので英語でのコミュニケーションサ
ポート（翻訳、メール、電話対応、来客のアテンド他）が可能で
す。通訳経験は浅いですが、慣れるまでの時間がとれるのであれ
ば是非チャレンジしたいです。また、データの扱いやOA機器の操
作が得意なので一般的な事務業務はすぐに慣れることができま
す。

資格・免許

普通自動車第一種運転免許
MOS2016( Word・Excel)
日本商工会議所主催PC検定2級2016(Word・
Excel・Powerpoint)
生命保険募集人(一般・専門・応用過程)
損害保険募集人(基礎・自動車・火災・傷
害)

・実用フランス語検定 三級
・実用英語検定 準一級
・工業英検 二級
・TOEIC スコア 930

ＣＡＤの講習を経て製造、設計には強い「親しみ、やり甲斐」
を感じました。
今まで別の業種ではありましたが、やはり「物を作る」という
分野との相性の良さや生き甲斐を実感しています。
普通自動車第一種運転免許（ＡＴ限定）
訓練を経て製図への一層の関心を抱き、今後も製図の仕事に携
わりたいと考えています。
製図を通して、橋や建造物の設計に関わり、社会貢献であった
り地図に残る仕事に携われればと考えています。

・ヘルプデスク業務では、着実に問題解決につなげていくこと
や、単独で解決できない案件も、丁寧かつしっかりと前任者に取
次ぐ責任感ある姿勢が評価され、夜勤ワンオペを任され無遅刻・
無欠席で業務を達成しました。
・金融系新聞社や為替ディーラーの経験があるので、分析力があ
ります。
・学生時代から趣味で射撃をやっており、安全への配慮が習慣づ
いています。
これまでの実績や経験を活かしていきたいと考えています。

・猟銃所持許可（学生時代から無事故無違
反継続）
・普通自動車第１種運転免許
・証券外務員１種/金融先物取引外務員
・アナログ３種工事担任者
・第３級アマチュア無線技士
・中国語検定準４級

03DI0406

03DI0407

03DI0408

①庶務
（役員秘書・電話応対・来客対応、備品管理、近距離交通費精算、健康
保険事業、レイアウト変更、会議設営、福利厚生業務等）
②人事
（勤怠管理・社会保険・雇用保険関連、採用・離職時の手続き、年末調
整業務等）
③ホテルフロントおよびバックヤードでの事務作業
（お客様対応、予約受付、宿泊サイト運営、残室管理と販売価格設定、
その他館内施設（レストラン・フィットネスジム）の補助業務）
④営業事務
（道路資材の受発注および配車、担当営業の補佐業務全般、売上伝票起
票、請求書発行等）

東京都足立区

AutoCad、2次元・3次元CAD、ソリッ
ドワークスを使用した設計および修
正等の業務を希望します。
なお、総務・人事などの経験がある
45
為、電話応対や来客対応を含む一通
りの事務作業も可能です。
＊23区内、埼玉県、千葉県、神奈川
県は通勤可能です。

埼玉県川越市

①一般事務・営業事務・学部事務・総務事務等
①ＣＡＤオペレーター業務（業界問
②データ入力
わず）
③接客業務
53 ②事務職
④ピッキング作業、庶務
⑤ＣＡＤオペレーター（事務職含）
※希望勤務地：自宅から1時間圏内
（業界：土木系、建築）

埼玉県富士見市

・商品企画
・雑貨デザイナー
・プロダクトデザイン
・Webデザイナー
・SNSプロモーション
33
上記3段目までは、キャラクターライ
センスグッズ関連を希望していま
す。
※自宅から通勤1時間半以内希望

大手ECモール内での自社商品（スマートフォンアクセサリ）の直販サイ
ト運営に関する業務
・商品企画・製造（約2年）
→キャラクターライセンスグッズの企画・デザイン・販売
・サイト内商品ページ作成（約3年）
→バナー作成、簡単なLPページおよび商品ページ作成、商品撮影
・スタッフの育成（約5年）
→顧客対応とルーティン作業（Excel、Photoshop、Dreamweaver)の説
明およびマニュアル作成

以前より興味のあった「ものづくり」についての技能および技術
を身につけるため訓練を受講しています。いずれは、誰かの役に
立てるような商品づくりに携わることができたらと思っていま
す。自分の為だけでなく、企業の一員として、明るく責任感を
持って働いていきたいと思っております。ゼロからのスタートで
すが、先輩方に積極的に質問し、技術を一日も早く吸収したいと
思っています。業務に必要な資格等あれば前向きに取り組みま
す。前向きで、何事も諦めないところが取り柄です。宜しくお願
いいたします。

・普通自動車第一種運転免許（AT限定）

ＣＡＤオペレータとして仕事に携わることを希望しています。今
現在、ものづくりの基礎や専門知識、３ＤＣＡＤに対応できるよ
うに職業訓練デジタルものづくり技術科で学んでいます。前職で
少し経験はありますが、更なる専門性の拡大や高度な専門性を習
得するなど、深いスキルを活かせる仕事がしたいと考えていま
す。

・日商簿記3級
・普通自動車第一種運転免許
・調理師免許
・実用フランス語技能検定2級

前職ではキャラクターライセンスを持つスマートフォンメーカー
に8年勤めていました。ECサイト運営担当でしたので、簡単なバ
ナーや画像加工、コーディングについてはPCスクールでデザイン
を学び、基礎的な部分については身についています。また、キャ
ラクターライセンスグッズの商品開発に携わる機会があり、ス
マートフォンケースやスマホリング、ネックストラップなどのデ
ザインを手がけました。
これまでの実績や現在ポリテクで学んでいる内容を活かし、貢献
できるよう取り組んでいきたいと考えています。

・サーティファイ Web利用・技術認定委員
会 Webクリエイター能力認定試験上級
・日本商工会議所 簿記検定2級
・財団法人国際ビジネスコミュニケーショ
ン協会 TOEIC Listening & Reading 675
点

〈ベーカリーカフェでの接客業務〉
（パン陳列・販売、カフェ接客、ドリンク作成等）
〇早く即戦力になれるよう先輩の動きをよく観察するなどして勉強し
ました。

03DI0409

東京都荒川区

〈保育園での保育補助（0から5歳児対象）〉
商品企画、キャラクターやパッケー
（遊び、着替え、おむつ替え等）
26 ジデザイン、ものづくりに関わるも
〇周りの先生方から、細部にわたりよく気付く点などを評価してもら
の。
いました。
〈古着着物ネットオークション出品作業〉
（着物撮影、データ打ち込み等）
〇限られたスペースで効率良く作業する必要性や大切さを学びまし
た。

私は今まで様々なアルバイトをし、どの仕事も効率良く作業が進
むよう心掛けておりました。
今後はしっかりとしたスキルや経験を身につけ、安定して長く働
ける仕事に就きたいと思っています。
未経験の仕事ではありますが１日も早く仕事を覚え、戦力になれ
るよう頑張りますので、よろしくお願い致します。

高等学校卒業程度認定試験

03DI0410

03DI0411

埼玉県さいたま市

埼玉県狭山市

①機構設計
②筐体設計
③プラスチック製品の構想、設計
④３DCAD
62
SOLIDWORKS,INVENTER,OSDを使用
した構想設計、部品図作成
⑤金型設計
⑥試作、評価

21 CADオペレータ

①工作機械メーカーにて大手鉄鋼所用矯正機の設計
②建築業界でスライディングウオール用ランナー及びレール設計
③事務機器メーカーで複写機の紙送り機構設計、紙折り機設計、プリン
ターの筐体設計
（＊主な設計：樹脂部金、板金部品、ばね、筐体、搬送部品、駆動軸）
④分析機器メーカーで分析装置の筐体設計、品質評価、クレーム処理、
社内標準書作成、グッドデザイン賞受賞歴有り
⑤組み立て部門のISO担当、組み立て指導、業務管理

①2D/3D CADを使った機構設計の経験が22年、分析機器の設計経験
が5年
②特許、実用新案出願多数
③新しいことに挑戦する意欲有り
④健康状態良好
これまでの経験や実績を活かし、新しいことにも積極的に取り組
みます。

①普通自動車第１種運転免許
②漢字検定準２級
③品質管理検定３級
④知的財産管理技能士３級
⑤アマチュア無線技師電話級
⑥中型自動二輪車運転免許

＜スタイリスト＞
①美容師としてサービス業務全般
②お客様のクレーム対応
③閉店開店作業
④電話対応、予約管理、ブログ管理
⑤売上管理

美容業界に携わってきて大事にしていたことは、常にお客様への
おもてなしを持って丁寧な対応を心掛けることでした。お客様の
求めている技術を提供することで信頼関係の功徳を目指してきま
した。プロとしての技術やアドバイスはもちろんのこと常に向上
心を持って技術を提供いたしました。お客様の要望を常に読み取
り、お客様目線での満足を意識して参りました。今まで培ってき
た接客技術を活かした折衝やコミュニケーションには自信があり
ます。これからもこれまでの仕事に対する考え方や姿勢を大切に
していきたいと考えています。

・美容師免許
・ネイリスト技能検定３級
・メイクアップ技能検定３級
・プロトコール検定試験３級
・毛筆書写技能３級

＜3DCGデザイナー＞
主に3DSMAX、Unity、AfterEffects、PhotoShop、PremireProを使用して
アニメ・YouTubeの3DCG制作全般に従事しました。

03DI0413

03DI0415

埼玉県越谷市

埼玉県志木市

①機械や製品の設計・開発業務
■アセット、キャラクターのモデリング・リギング
②CADオペレータ業務を希望します。 ■3Dアニメーション制作
26
■エフェクト制作
＊通勤は1時間以内を希望します。 ■カット制作、コンポジット作業
■モーションキャプチャ操作の補助
■ライブ配信サポート
■YouTube動画企画出し
■YouTubeサムネイル作成
■Unity上での撮影環境の構築

〈鉄道模型(N,HO)メーカー〉
〇直営店で製品(完成品、キット、パーツ)販売、組立・塗装製造、問い
合わせ対応
〈研究所〉
・二次元CAD,三次元CADオペレータ
〇各種年鑑・研究書類の翻訳、研究補助
・金属、プラスチック製品加工製造
〈精密機械メーカー〉
業
〇コンパクト・一眼レフデジタルカメラ修理、見積、修理講習、海外で
48 ・紙、プラ、木材、金属素材等を活
修理センター設立支援、修理サポート
用した手加工製造業
〈その他〉
・板金作業
〇工業用塗料の製造、充填、フォークリフトで搬出
・基板ハンダ付け作業
〇真鍮製腕時計ムーブメント部品 穴あけ、切削、面取り
〇プレス各工程機械のオペレーション（加工機への材料投入、機械セッ
ティング、品質チェック等）

前職入社以前は独学で3DCGを学んでいたので、なんでも積極的に
挑戦することや、新しいスキルを身に着けることが得意です。前
職入社後はチームで仕事をする経験を通して、解決した問題を共
有することを意識するようになりました。訓練も初めて扱う内容
ばかりでしたが、要領よく学ぶことができていると感じていま
す。未経験の分野ではありますが、これまでの姿勢と変わらずス
キルアップを目指し、貢献できるよう努力してまいります。

これまでの経験や実績を活かし、貢献していきたいと考えていま
す。
○デジカメ精密機械修理・塗料製造・食品ライン作業などを経験
し、信頼あるモノ作りや手順書には無い職人技術などを学びまし
た。また、3年以上夜間勤務で腕時計金属部品の機械オペレーショ
ンにも携わりました。
○仕入・売上集計や在庫管理、製品の取扱説明書、部品表作成の
ためパソコン操作(ワード、エクセル)を日常的に行っておりまし
た。
○接客業の経験を通じ、敬語使いをはじめ、誰とでもコミュニ
ケーションがとれます。

・実用英語技能検定３級
・普通自動車第一種運転免許
・ハングル検定３級
・フォークリフト運転技能講習修了
・乙種第4類危険物取扱者
・日商簿記３級
・品質管理検定(QC検定)３級
・国家技能検定２級時計修理技能士

03DI0416

03DI0417

03DI0418

埼玉県和光市

埼玉県さいたま市

埼玉県川越市

製図工、機械設計などの業務を希望 ①接客業
しております
②警備業
24
③派遣
＊通勤時間に関しては６０分から
・倉庫業
９０分以内を希望します
・コールセンター

・AutoCAD､SOLIDWORKS､PhotoShop､
Illustratorを使用した業務
48
・VISIOを使用した業務

など

＜飲食業＞
お弁当／サンドウィッチの製造販売／レストラン等の接客
＜マニュアル作成＞
自社販売の建築ソフトのマニュアル作成（ＶＩＳＩＯでマニュアルに
挿入する図を作成）／PaintShop Proで図の加工／マニュアルをヘルプ
に変換／バグの報告／アイコンの作成等）
＜介護業務-月5回の夜勤を含む＞
食事・トイレ・入浴介助／口腔ケア／シーツ・おむつ交換等
＜事務＞
電報入力／資料受渡（外出）／資料作成／郵便物配布／備品発注や
管理／年賀状・カレンダー用意（外出含む）／来客対応等

<自動車開発>
・車のエンジン、ミッション、AT、足回りの試作開発
・エンジン、ミッションの実験評価
・開発部門、新入社員教育の講師
・QCC活動で全国制覇
3DCAD,3Dプリンタ
・ライン工場のライン設計研修
訓練を通して取得した知識を活か
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・NC3軸4軸での加工
し、商品開発関連の仕事に就きたい
・部品検査（ノギス、マイクロ、シリンダ、3次元）
と思います。
・モーターショーへ出品するカットモデル制作
<土木建設>
・山留工事、PCパイル打設
・PCパイルの載荷試験、コンクリート圧縮強度試験
・耐震補強工事

ポリテクセンターに通所し、2DCAD(Autodesk AutoCAD)と
3DCAD(Dassault SOLIDWORKS)の基本的な操作を学び扱えるように
なりました。PCの操作も一通り扱えるようになりました。
未経験の分野にはなりますが、一日も早く貢献できるようこれか
らも積極的に取り組んでいきます。

普通自動車第１種運転免許

細かい作業が得意で、根気よく続けることができます。
前職で、ソフトウェアの動作確認テストは初めてでしたが、自
発的に表を作成し、どの操作をしたら正しく動くかエラーになる
か分りやすく表示し、エラーが出たときは、どのような状況でど
のような操作をしたときかを細かく分析して報告したり、他の人
が気がつかなかったことに気がつくことができました。
今後の仕事内容で必要な資格があれば積極的に取得していこう
と思っています。

・ホームヘルパー２級
・普通自動車第１種運転免許
・調理師免許
・食育インストラクター

もともと図面の読み書きはできました。今回の訓練で幅が広がっ
たと思います。この知識をもとにより高度な大好きなモノ作りに
挑戦していきたいと考えています。
私は一つのことに対し、とことん追求するタイプで集中力はだれ
にも負けません。前職で培った経験をいかせると思います。

普通自動車第１種運転免許
中型自動二輪車運転免許
移動式クレーン免許
職長・安全衛生責任者
車両系建設機械運転者
技能講習修了（ガス溶接､玉掛け､フォーク
リフト運転、高所作業車運転）
アーク溶接等特別教育修了
車両運行管理者

