ＩＣＴエンジニア科（導入訓練付コース）
(照会期間：公開日～令和４年１月末日)
求職番号

03IC0501

03IC0502

03IC0503

住所

埼玉県熊谷市

埼玉県川口市

年齢

27

22

さいたま市南区 33

令和３年５月入所生
希望職務

①プログラミング制作・開発(PG)
②システム、ソフトウェア開発
③システムエンジニア
④製品などの組立・調整・検査
を希望しています。

フロントエンドエンジニア
アプリケーションエンジニア
バックエンドエンジニア

さいたま市南区 35

<製造業>
・製品の加工、切断、梱包
・製品の検査、検品

＜不動産投資用マンションの販売営業＞
①電話による新規見込みの獲得、既存見込み・顧客へのアプローチ
②家族、収入に応じてそれぞれに合った資料作成
③物件の選定
④対面による新規顧客の獲得、既存顧客の買い増し営業

令和３年１１月２６日）
アピールポイント

お客様からの依頼を基に製品を切断加工する工程を担当。数ミリ
の誤差が異常を生んでしまうため、常に丁寧な仕事を心掛けまし
た。限られた材料で発注された数を仕上げなければいけないこと
も多々あり、材料の在庫管理にも気を使い、効率の良い仕事をす
るようにしていました。
これからも、これらの仕事に対する姿勢を大切にし貢献していき
たいと考えています。

未経験の業務に就くにあたり、目標を高く揚げ「フルスタックエ
ンジニア」とし、その第一歩として最初に学ぶ言語はJavaScript
が最適だと考え、勉強を始めました。これまでJavaScriptライブ
ラリであるReactの開発やWebアプリケーション作成に取り組みま
した。今後は、ReactNativeを用いてスマートフォンアプリケー
ション作成やバックエンドにも本格的に取り組み、仕事に活かし
貢献していきたいと考えています。

資格・免許

・普通自動車第一種運転免許
・実用英語技能検定準二級

普通自動車第一種運転免許

（取り組み事例）
・HTML,CSSを用いてのLP作成
・JavaScriptを用いてのWebアプリケーション作成
・Reactを用いてのSPA作成

◎真面目で責任感があります。
決められたことを守るのは当たり前ですが、その当たり前を常に心が
◎和食を中心とした調理・提供・接客
・食品衛生責任者
け、責任感を持ちつつも人や物事に対し柔軟に動けることが大事だと思
主に調理・接客を担当しておりました。効率的に料理を提供するためにも従業
・ファイナンシャル・プランナー技能検定３
◎ネットワーク分野、インフラエンジニア
い常に心がけています。
員同士、円滑なコミュニケーションをとれるよう全体を見つつサポートを意識し
級
を希望しています。
前職から訓練校に至るまで無遅刻無欠勤です。
働いておりました。
・ITパスポート
・基本情報技術者試験
訓練校でネットワーク構築を学ぶ中、
◎新しい知識を学ぶのが好きです
◎社労士事務所での事務全般
10月取得に向け勉強中
ネットワークの重要さや遣りがい、楽し
学生時代より創作が好きで機械・建築・航空・電子と学んできました。
社労士事務所での各種保険の申請チェック、電話対応、顧客対応、
・LPIC レベル1 11月取得に向け勉強中
さを知りネットワークインフラ業務に携
今でも知らない知識があると納得するまで学び、理解したくなり大体毎
HTML/CSSなどHPの更新などの業務を任されていました。
・CCNA 取得に向け勉強中
わる仕事に就きたいと思っております。
日1冊分ほどの読書をしております。
保険のシステムや、人事業務について日々勉強しつつ事務全般に携わってい
・AWS認定クラウドプラクティショナー
ました。
取得に向け勉強中
◎体力に自信があります
柔道を6年やっていたため体力に自信があります。

プログラミング制作・開発業務系
RubyやJava等のバックエンド開発
を希望します。

03IC0504

主たる職務経験

（訓練修了日

＜ボウリング場リーグ運営・インストラクター＞
・健康ボウリング教室としてチーム対抗戦を運営
・表彰式や打ち上げのお店の手配業務
・投球フォーム指導等のインストラクター業務

＜営業開拓・販売促進企画＞
・飛び込みやテレアポによる光回線や携帯電話販売
システムエンジニアリング系
・契約後の工事スケジュール管理
データベースやネットワークエン
・回線や携帯設定業務
ジニアを希望します。
・それに付随する特典やサービスの考案
※職場への通勤時間は特に希望は御
＜鉄道・営業＞
座いません。
・改札での清算業務
※遠方の場合は、近隣の転居を検討
・車椅子やお忘れ物対応
致します。
・定期券販売やイベント時の混雑対応
・始業閉業業務
・教育係として新人教育業務

コミュニケーションを重視
これまでの職務経験で、色々なお客様とコミュニケーションを図
り、ご年配の方から学生の方までご納得して戴いた経験は、先輩
方やお客様と軋轢を生まずとても良い関係を築く事に活かしてい
けると確信しております。
IT業界への挑戦・やる気
独学にてRuby on RailsやMySQL、AWSのS3を利用したアプリを開発
現在は基本情報技術者試験やOracleSilverSE11認定資格を受験予
定の為勉強中
習得後はAWSを受験予定
知識を貪欲に吸収し職務に活かしていきたいと思います。

歯科技工士免許
準中型自動車第一種運転免許
（5t限定）

03IC0505

埼玉県和光市

23

・プログラマ
・システムエンジニア

等

＊自宅から１時間圏内を希望。

03IC0506

03IC0507

03IC0508

さいたま市南区 32

埼玉県川越市

埼玉県加須市

＜調理＞
ラウンジ販売商品、レストラン提供菓子の製造全般。
衛生管理
商品開発
受注・発注
レストラン部門商品会議

＜テーマパーク＞
・園内の飲食店舗の営業
エンジニア業務（ネットワーク運用 ・アルバイトの受け入れ、教育
保守業務）を希望します。
・遊具の運転、お客様への案内、安全管理
・イベントの企画、運営
・売上管理

＜私立小学校教員＞11年間
①教科指導
②毎年の学校紹介のリーフレット作成、ICカードのデザイン担当
③学校ウェブページの運用
④IT機器管理及び運用
⑤教職員、保護者来校時の駐車場管理及び運用
⑥毎月の全校保護者配付物の作成・管理
⑦学年の主任教諭

36

・プログラミング制作・開発
・システムエンジニア
・webデザイナー
・イラストレーター

31

<機械メンテナンス・設置業務>
・プログラマ
・パチンコ、スロットマシンのメンテナンス、販売、取り付け。
・アプリ開発系業務を希望します。 <配達・営業>
・ゆうパックの配達、集荷、年賀はがきやお歳暮の営業。

職人気質なところがあり、一人で黙々とこなす作業が好きです。
集中すると夢中で業務をしておりましたので、周囲や時間にも注
意するよう心がけています。
新しいことに挑戦することがすごく好きなので、未経験の分野で
はありますが、様々な経験をし、学びながらスキルアップを図
り、１日も早く貢献できるよう頑張っていきたいと思っておりま
す。

普通自動車第一種運転免許（ＡＴ限定)
ワープロ検定 準２級
食物調理技術検定 １級
調理師免許

私のアピールポイントとしては行動力のあるところです。この行
動力のおかげで前職では自分の所属部署以外のことでも積極的に
仕事を覚えるように取り組んでいました。それによって自分の所
属部署以外の同僚からも頼りにされ活躍していたと自負しており ・中型自動車第一種運転免許取得
ます。また英語を勉強したいと思いカナダに約２年間行っていま
（8ｔ限定）
した、その内1年間は田舎の方でカナダ人に囲まれながら仕事をし ・ＣＣＮＡの資格を取得のため勉強中
ていました。私は今まで積極的に新しいことに挑戦し、様々なこ
とを学んできました。この姿勢はこれからも忘れずに取り組んで
いこうと考えています。

自分が成長し続けること、改善し続けることを考えながら職務を
行ってまいりました。
ICTは私たちの生活を豊かに、便利にしてくれる現代になくてはな
らない技術です。これからも必要とされる技術に携わることがで
きることを大変嬉しく思い、今後の仕事にやりがいを感じられる
のではないかと思っています。日進月歩の速さで進化していくICT
に関して、新しいことを学ぶことを怠らず、研究を怠らないよう
常に心がけています。
学生時代からillustratorやphotoshopを使って作品制作を行って
おり、リーフレットの作成が可能です。

・普通自動車第一種運転免許
・小学校教諭専修免許
・中学校教諭第二種（美術）免許状
・ITパスポート試験

臨機応変な対応が求められる職場だったので対応力はあります。
営業に関しては、やみくもに進めるのではなく過去のお客様の対
応、規模、性格などを考えてある程度範囲を決めながら営業して
きました。
これらの経験や姿勢をこれからも大切に頑張りたいと考えていま
す。

普通自動車第一種運転免許

03IC0509

03IC0510

埼玉県川口市

埼玉県上尾市

25

33

・開発プログラマ(言語問わず)
・システムエンジニア

ネットワークエンジニア
プログラミング制作・開発（PG)
システムエンジニア（SE）
＊自宅から2時間圏内希望
＊近隣への転居可

03IC0512

埼玉県白岡市

25

テスター
ITサポート事務
その他

WEBデザイナー
HTML/CSSコーディング

03IC0513

埼玉県川口市

26

＊通勤は一時間半以内を希望しま
す。

【営業及びスタッフ管理、イベント運営業務】
■家電量販店でのモバイル等の獲得業務
・光回線、モバイル訴求
・PCやTV等の家電販売
■新規開拓営業
・営業リスト作成
・テレアポ
・トークの見直し、改善
■クレジットカード獲得業務
・イベント形式や目標設定
・スタッフ募集、求人作成、面談
・スタッフへの知識研修、現場OJT
・シフト作成、管理
・実績の集計、分析
【取り組み姿勢】
・スタッフと良好な関係を築くため、常に話し方や言い回しなどに気
を付け、コミュニケーションをとるよう心がけた。

＜販売員＞通算9年10カ月
●シフトリーダー（時間帯責任者）
・店長補佐（不在時のクレーム対応、フロアコントロール）
・店舗運営補佐業務（新人教育、QSCの徹底）
●メディア業務
・レンタル、販売、買取
●モバイルエキスパート（モバイル責任者）
・モバイルスタッフ育成
・マニュアル作成
・メディア業務兼務
●モバイル業務
・通信契約、販売、買取

＜ソフトウェアの保守＞
NW・サーバ関連の運用保守とドキュメント作成を行った。
Vmware WindowsServer2012 WindowsServer2016。
＜WEBシステム開発＞
OJTとして参画。
Java、HTML、Apache。

<自動車整備業>5年8カ月
・6ヶ月点検
・12ヶ月点検
・(24ヶ月)車検整備
・整備に付随したおすすめ作業(エンジンオイル添加剤・エアコンガス交
換・エンジン洗浄等)
・6ヶ月ごと（最大5年）に点検を受けられる点検パックの案内
・30分毎の点検スケジュールに合わせた点検の動き

強みは「試行錯誤」のできる点です。この強みを今後も活かし
ていきたいと考えています。
（経験例）
私はリーダーとしてクレジットカード獲得業務の運営行いまし
た。カードの獲得はスタッフが行い、私は研修やOJT、シフト管理 普通自動車第一種運転免許
をしました。初月の達成率は約70%と厳しい結果でした。
Python3エンジニア認定基礎試験
そこで私は目標を達成するため、より効果的な獲得方法を考
え、獲得したスタッフにどんなトークで、何が決め手かヒアリン
グし分析をしました。分析から獲得用のPOPやトークを試行錯誤
し、その結果、達成率が約110%となりました。

約10年間、販売員として多岐にわたる接客業に携わり、作業の優
先順位づけ、時間内での作業完了という行動習慣、また、複数の
作業を同時に行うことによるマルチタスクスキルが備わっており
ます。
また、責任者も務め、チーム一丸となって取り組み、考えをまと
める力もあります。
目標を達成できたことが自信となっております。

・普通自動車第一種運転免許
・メディカルクラーク（医科）
・メディカルクラーク（歯科）
・調剤薬局事務
・ITパスポート試験

ICT業界が未経験のため、現在訓練校に通い、ICTで働く上での知
識を身につけております。自身の経験と学んでいるICTの知識を活
かし、いち早くICT業界に貢献できるよう取り組んでおります。

現在、学習にて習得中の新たな専門的知識・技術を活かし、社会
貢献に携わっていきたいと考えています。

MOS(エクセル2016)
ITパスポート試験

整備士でありながら営業の方と同様に多くのお客様とお話をして
きました。
基本的な12か月点検・車検整備や、ただ車を整備するだけでなく
お客様のお車でのお困り事など親身になって対応したことで多く
のお客様から信頼が得られたと実感しています。
現在Web制作技術を学ぶためにワードプレスを立ち上げ、googleア
ドセンスやASPサービス等に登録し、まだ始めたばかりですがわず
かに収益を上げることができました。
また、HTMLやCSSを学ぶために訓練校での内容や本等を参考に学習
を進めています。

・乙種第４類危険物取扱者
・有機溶剤作業主任者技能講習
・二級自動車ガソリン・ディーゼル
整備士
・普通自動車第一種運転免許
・職業訓練指導員免許(自動車整備科)

03IC0514

埼玉県川口市

32

プログラマ
社内SE
＊自宅から１時間圏内を希望

03IC0515

埼玉県朝霞市

22

＜問い合わせ対応（BtoB）＞
・在庫、納期確認
・新人社員研修
・アフター手配、指示
・チームリーダー（人数：8名）
・マスタデータ管理

・プログラミング制作・開発、シス <コールセンター業務>
テムエンジニア
・受架電を行い、開通工事日程の調整開通までの期間のフォロー
特に、Java、C++
・未完了案件、長期化案件に関してのご意見対応
・インターネット接続など、開通後のアフターフォロー窓口誘導
＊通勤時間については自宅から一時 ・上記内容について上席として対応
間程度を希望

優先順位をつけ、作業を進めることが得意です。
誤った手配をしてしまうと二次クレームへと繋がる恐れがあり、
お客様から信頼をも失ってしまうため、誠実丁寧な対応を心がけ
ておりました。
迅速な対応や手配が求められていたため、作業の効率化、人員配
置など、改善できる点は部署内に報告相談し、改善を進めてまい
りました。
これからも、業務に対するこれらの姿勢を大切に貢献していきた
いと考えています。

『まとめる力』
自身が考えていることや現状起きていることを、自分の持てる言
葉でわかりやすく的確に纏める力です。
業務上でもデスク全体のお客様対応平均時間より 3 分の短縮に役
立っていたほか、上席への口頭連携、工事担当部署への書面対応
にも活かしていました。
また、対応結果について履歴を残す際のテンプレートも作成し、
自分だけでなく他スタッフにも利用いただきました。
業務上では、現状認識や質問事項の整理など、臨機応変な対応に
活かせると感じています。

普通自動車第一種運転免許(AT限定)

応用情報技術者
Microsoft Office Specialist
Excel2016
普通自動車第一種運転免許(AT限定)

１.地方公務員：大学院卒業後から1年2か月
・個人情報取扱業務

03IC0516

03IC0517

03IC0518

埼玉県川口市

さいたま市浦和区

埼玉県蕨市

２.ADAS車両開発向け計測器の輸入販売（ベンチャー企業）
社員：6名 総売上：6億円 営業利益：2億円超
・ソリューション営業（新規顧客で年間営業利益1、000万以上達成）、
・フィールドエンジニアリング（月3～5回程度）
・マーケティング（カタログ・広告の作成）
・テクニカルサポート（メール・電話）
・管理（部下3名の育成）
・計測器の修理
・英語でのメール（平均して1日数通のやりとり）
・英語での電話（平均して数か月に1回程度）

目標に向かって猛進し、結果を出せます。
素早く社会的戦闘力を身に着けたく公務員からベンチャーに転職
し、技術力と傾聴力を武器に営業成績TOPを達成しました。
製品を販売する上では、お客様が納得するように自社製品を説明
すること、お客様が現状抱える課題の解決の提案が必須です。
プロとして製品理解を深め、課題解決のためにお客様と共に協創
することを目標とし、猛進した結果、最適なソリューションを提
案できるようになり、営業成績TOPとなりました。
この経験・努力はIT分野でも通用すると考えています。

28

・WEB系のエンジニア
・業務システム系のエンジニア
・ネットワーク系のエンジニア
・IT系のコンサルタント

21

建築や飲食業務など様々な職種を経験して転職を決意しまし
た。そのため大げさかもしれませんが、今回の転職で人生を変え
①土木、建築（墨出し）
るつもりです。そのためのやる気と、チャレンジ精神は誰にも負
・建物の位置出しから、間仕切りの墨だし、さらにレベルの基準や親墨
けません。
の管理まで、幅広く経験してきました。
プログラマー、システムエンジニア
バイトや仕事も年齢相応以上にたくさん経験してきましたの
②飲食業（店長代理）
等
で、同年代の人たちとは少し違った、物事に対する価値観、考え
・ホール業務やキッチン業務はもちろんのこと、店内のPOP作成(Word)
方で動けると自負しております。
や、シフト管理(Excel)、在庫管理から発注までを一人で担当していまし
新しいことにチャレンジするので、経験値や知識では、これか
た。
らのところがあると思いますが、その分学んだこと、見たこと感
じたことすべて吸収するつもりで頑張っていく所存です。
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・プログラマー
・システムエンジニア

〈飲食店経営業〉
・新店舗立ち上げ(飲食店 内装工事～着任)
・店舗売上管理
・在庫管理
・販促活動(ポップ作成、SNS運用)
・シフト管理
・スタッフ育成
・マニュアル作成
〈イベント業〉
・イベント作成(ゲスト出演交渉、会場選定、衣装調達、編曲、タイム
テーブル作成)
・振付／演出
・舞台監督
・カメラリハーサル
・各小中学校でのダンス授業

私は様々な物事を「基礎」の観点から捉えるようにしています。
例えば、知識外の注文があった際などは、これまでの基礎となる
知識や経験を活かし、試行錯誤する中で、問題解決につなげるこ
とが出来るからです。
基礎から様々な応用に対応できるよう基礎作りの反復練習と、そ
の先の学びを常に向上させる事を意識し、現在、訓練校で訓練に
取り組んでいます。
また、これまでの経験から様々な年齢、立場、環境、国籍の方達
とコミュニケーションをとれる楽しさを学んできました。今後も
人との出会いを大切にしていきたいと考えています。

普通自動車運転免許（2012年8月）
TOEIC 655点（2015年2月）
ITパスポート（2021年8月）

普通自動車第一種運転免許

ITパスポート試験
食品衛生責任者
防火・防災管理者講習
普通自動車第一種運転免許(AT限定)

