
令和４年度８月入所生 （訓練修了日　令和５年２月２８日）

求職番号 住所 年齢 希望職種 主たる職務経験 アピールポイント 資格・免許

04ＩＣ0801 埼玉県所沢市 31

 
システムエンジニア
プログラマ
その他IT系職種

歯科医療業務主に診療補助業務（９か月)
①歯科医療業務における診療補助業務
②カルテ入力
③歯科助手への指導
【歯科医療業務】　（１年)
①一般的な歯科保険診療業務
②歯科助手への指導
【歯科医療業務】（１年８か月)
①一般的な歯科保険診療業務
②自費診療業務
③自費売上向上のためのコンサル
④新人歯科助手への指導
⑤カルテ入力、レセプトチェック

私の強みは常に知識と技術のアップデートを必要とする専門職を
してきたため、新しい知識、技術の習得に柔軟に対応していける
ことです。また医療業務においてチーム医療を行ってきたため
様々な人と連携し仕事を円滑に進められるよう努めて参りまし
た。
以前から日常で触れるアプリや業務で使用していたシステムの便
利さから、IT業界に興味を持ち、転職を機に今後はIT業界で活躍
したいと考えました。また、積極的な自己学習を通じて必要な資
格や知識、技術の習得に取り組んでいきたいと考えております。

実用英語技能検定2級
日本漢字能力検定2級
普通自動車第一種運転免許（AT限定）
ITパスポート試験
歯科医師国家免許

JAVA資格習得に向けて勉強中

04ＩＣ0802 さいたま市緑区 24

 
・プログラマ
・システムエンジニア
・WEB開発・WEB制作
・アプリケーションエンジニア

【医療事務】
①窓口対応(患者対応)
②レセプト処理
③電話対応
④レジ業務
⑤検診業務(受付・案内)

私の強みは周りの方と連携を計り、業務を円滑に進めることがで
きることです。主に、外来窓口などでは医療スタッフとコミュニ
ケーションをとり、病院の運営が円滑に回るよう努めて参りまし
た。
今後のキャリアプランとしては、早期に活躍できるようにいち早
く開発チームの一員として会社に貢献したいと考えております。
そのためにはITパスポートを資格取得し、主体的に業務に取組み
わからないことはそのままにせず、その日のうちに解決させるな
ど日々の積み重ねで取り組んでいこうと考えています。

・MOS(Excel 2013)
・MOS(Word 2013)
・普通自動車第一種免許(AT限定)

・ITパスポート　合格に向けて学習中

04ＩＣ0803 埼玉県越谷市 24

 
プログラマ
システムエンジニア

可能であれば自宅から1時間程度の
勤務地を希望

【物流倉庫における各種作業】3年10ヶ月(同じ会社でのアルバイト含む)
　①商品の仕分け作業
  ②仕分け時のデータ入力
　③フォークリフトを使用して商品を搬送する作業
　④商品の入出庫作業

前職では、危険な作業もあったため、安全を第一を意識して仕事
に取り組んできました。
この経験は、異なる業種においても応用できるのではないかと考
えております。
今後はプログラマとして経験を積み、将来的にはシステムエンジ
ニアとして幅広い工程に関われるように自己研鑽に励んでいきた
いと考えています。

・普通自動車第一種運転免許
・フォークリフト運転技能講習

04ＩＣ0804 埼玉県熊谷市 25

 
・プログラマ
・システムエンジニア
・ネットワークエンジニア
・サーバ運用・監視
・ヘルプデスク
・インフラエンジニア
※手当、補助があれば転勤も可能
※勤務時間は特に希望なし、夜勤、
シフト制等も可能

【アンケート調査スタッフ】(3ヵ月)
 ①アポ無しでのお宅訪問してアンケート調査
 ②調査結果の入力

【コンビニエンスストアのアルバイトスタッフ(夜間)】(2年間)
 ①接客･レジ業務･電話対応
 ②品出し
 ③店内、トイレ清掃
 ④新人教育

【金属加工工場･保守メンテナンス業務】(9ヵ月)
 ①見積書等の書類作成
 ②保守点検・緊急対応・その他事務作業

以前よりIT業界に興味がありましたが、業界未経験のため職業訓
練校にてITについての基本的な知識や技能を学び、ITスキルを身
に着けるため、訓練を受講しています。
現在は訓練と並行してITパスポート試験の勉強をしています。
業務経験が不足しているからこそ人一倍努力することを意識し、
まずは自分でも出来そうな課題から一つ一つ着実に達成してい
き、確かな技術を身につけ、一人前のエンジニアとして活躍でき
るよう日々成長していく所存です。

･普通自動車第一種運転免許(AT限定)

ＩＣＴエンジニア科（導入訓練付コース）

（照会期間：公開日～令和５年４月末日)

Administrator
スタンプ

Administrator
スタンプ

Administrator
スタンプ



04ＩＣ0805 埼玉県行田市 27

 
・プログラマ
・システムエンジニア
・サーバ運用・監視

※自宅から1時間30分圏内を希望

【生花店（フラワーコーディネーター→店長）】（３年８ヵ月）
・結婚式のフラワーコーディネート
・生花管理、仕入れ、制作、設置、デザイン提案
・在庫管理、売上予算管理、シフト管理
・新人スタッフ教育
・業績分析、企画提案運営

【自動車教習所の受付事務】（３年３ヵ月）
・来客対応、電話対応、クレーム対応
・各法定講習の案内、書類作成
・修了証、卒業証明書、仮免許証発行
・配車業務（教習指導員のタイムスケジュール、教習予約管理）

前職では、納品日に間に合うように分担して作業を行うチーム力
が大切でした。その為常に周りの状況を気にかけながら、スタッ
フのモチベーションが上がるような声掛けを行い、チームが円滑
に回るよう努力しておりました。その経験から、様々な立場や年
齢の人とうまく付き合うことが得意となり、自分の強みであると
感じております。また業務改善も常に考え実行してきました。提
案ツールとデータ管理の見直しを行い、業務効率化に繋げまし
た。このような経験は、業種は異なりますがチームで働く上で活
かすことのできる力だと思っています。

準中型自動車免許(5t限定)
文部科学省後援　色彩検定３級

04ＩＣ0806 埼玉県東松山市 33

 
・プログラマ
・システムエンジニア
・ネットワークエンジニア
  など幅広くチャレンジしていきた
いと考えております。

【正社員型派遣エンジニア社員(約2年8か月)】
①英文レポート作成など(外資系自動車部品企業)
→Word・Excelを用いた報告書の作成(英文の読み書きを含む)
②一般事務(大手化学企業子会社)
→Word・Excel(マクロも含む)を用いたデータ集計・資料作成、新人教育
(PC操作やWordExcelのトラブル対応も含む)などを担当
③社内用教育資料の作成
→理工系向け英語資料、CCNA学習資料、ドローン学習資料、などを作成

①自ら進んで学ぶ力
→前職在籍中～現在まで自己研鑽を積むため、積極的に資格取得
に挑戦。業務ではデータ処理の工数削減、分かりやすい入力画面
の実現に活用。特に英語は現在まで学び続けており、自信があり
ます
②分かりやすい表現・コミュニケーション力
→前職ではデータ入力から報告書作成までの業務フロー作成を担
当。大型案件であったが、複雑な業務手順や膨大なデータを丁寧
に整理し、分かりやすい新業務フローを構築
→新人教育では話しやすい雰囲気を醸成することを意識。業務時
間以外でも気軽に会話できる関係に至る

普通自動車第一種運転免許（AT限定）
TOEIC L＆R公開テスト 800点
Python3エンジニア認定基礎/エンジニ
アデータ分析
技術英語能力検定
(旧工業英語能力検定)2級･1級(取得見
込み)
プログラミング英語検定
ドローン操縦士(基礎技能修了)
基本情報技術者　Java SE、Bronze

04ＩＣ0807 埼玉県越谷市 27

 
・システムエンジニア
・プログラマ
・ソフトウェアエンジニア

【産業機械の設計・施工管理】
①設計業務の補佐

【中古輸入車の清掃・回送業務】
①中古輸入車の清掃
②中古輸入車の回送

【自動車整備】
①定期点検
②法令点検
③故障探求

今まで業務にあたるうえで、正確でできるだけ短時間で作業がで
きるように心がけておりました。
また前職在職中は、業務終了後勉学を重ね、社内で必要な資格取
得を達成するなど勤勉さもあると自負しています。
自動車整備士をとしての経験から、同僚社員とコミュニケーショ
ンをとり、チームワークを大切にすること、体力、細かい作業が
できる点に自信があります。
入社後は、一日でも早く成長し若手や新人を引っ張っていけるよ
うな、会社の中核を担うような人材に成長したいと考えています｡

剣道初段
実用英語検定準二級
準中型自動車第一種免許
アーク溶接特別教育
電気自動車等の整備業務特別教育
普通自動二輪運転免許
二級ガソリン自動車整備士
二級ジーゼル自動車整備士

04ＩＣ0808 群馬県前橋市 26

 
・プログラマ
・システムエンジニア
・ネットワークエンジニア
・サーバ運用・監視
・ヘルプデスク
・カスタマーサポート
・サーバエンジニア
・インフラエンジニア
・人事・営業
（転居可）

【IT通信業の営業職】（2年0か月）
・情報機器(PC,プリンター等)の仕入れ、販売、設置
・介護ソフトの他社リプレイスやクラウド化への移行
・官公庁での情報機器に関する入札、導入
・情報機器の障害対応
・お客様先でのPC設定やネットワーク整備(SEに同行)

お客様の要望や課題を把握し、解決することができます。前職で
は、お客様との雑談で日頃からデータ管理の負担を減らしたいと
いう不満を感じていたことを聞き出し、サーバーのハウジングを
提案することになりました。打ち合わせを通しハウジング後のメ
リットを説明することで納得していただきクロージングに繋がっ
ただけでなく、以前よりも様々な面で相談をいただくようになり
ました。御社でもお客様の考える理想へ少しでも近づけるよう活
動していきたいと考えます。

・普通自動車第一種運転免許
・TOEIC公開テスト 780点

04ＩＣ0809 埼玉県春日部市 32

 
プログラマ
システムエンジニア等
幅広くチャレンジしていきたいと考
えています。

【小売業】(約6年)
総菜売り場担当
・厨房の清掃
・品出し
・資材の発注
・店内の消毒など

【小学校の用務員】(1年3か月)
・清掃
・見守り
・ポスティングなど

前職でも前々職でも周囲からは丁寧な仕事ぶりを評価されまし
た。自分では粘り強く仕事に取り組み少しずつ改善をしていくこ
とのできる人間だと思っています。
IT業界を志望している理由は専門的な技能を身に着けたいと考え
たからです。現在は職業訓練を受けながらJavaの資格取得を目指
して自習しています。
業界はまったくの未経験ですが、将来は開発の道に進み、実践的
な技術と経験を得られるよう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

Administrator
スタンプ

Administrator
スタンプ



04ＩＣ0810 埼玉県上尾市 28

 
・プログラマ
・システムエンジニア
・ネットワークエンジニア
・サーバエンジニア
・インフラエンジニア
・サーバ運用・監視

 ※夜勤・転勤も可能

【個別指導塾講師アルバイト】(学生時2年間)
 ● １対２の個別指導授業
 ● 指導カリキュラム・報告書作成
 ● 教材の作成、準備
 ● 新人講師のフォロー

【郵便局員(集配営業)】(3年10ヶ月間)
 ● 郵便物・荷物の配達、集荷
 ● 切手・年賀はがき・その他商品の営業販売
 ● 対面・電話でのお客様対応

◎誰にも負けない向上心

自分の目標もしくはライバルと思える人を見つけて切磋琢磨する
ことに楽しさや面白さを感じてきました。また、常に自分を成長
させたいと思う向上心があり、そのために必要なことや課題に対
して愚直に取り組める素直さも自分の強みです。

◎ 多くの人と接して培ったコミュニケーション力

前職では様々な方と接する機会を頂きました。その中で相手との
関係性を考慮しつつ、良い印象を与えることができる話し方・声
のトーン・表情などを考え、コミュニケーションを円滑に図るこ
とを大切にしてきました。

・準中型自動車第一種免許(5t限定)
・普通自動二輪車免許
・ITパスポート試験
・基本情報技術者試験

04ＩＣ0811 埼玉県所沢市 34

 
・プログラマ
・Webエンジニア
・システムエンジニア
・インフラエンジニア
・サーバエンジニア

【CADオペレータ】
・空調設備の図面修正・技術計算補助
・事務作業全般

【Webデザイナー】
・スマホアプリのイベントページ作成・自社サイト更新業務
・ゲームアプリのカード画像の処理・バナー画像作成など

【新聞配達業務】
・担当区域配達・集金・営業・クレーム対応
・新人教育担当・販促物管理者など

【その他】
・官公庁での警備業務(受付や不審者初期対応)
・出版社での広告物作成や事務・発送管理業務など

◇コミュニケーション能力◇
 約400件のお宅に配達・訪問販売クレーム対応や、官公庁では1日
1000人以上の来館者対応受付業務など接客経験で培ったコミュニ
ケーション能力があります。

◇デスクワークの実務経験が豊富◇
 Excel・Word・Photoshop・illustrator・T-fas・Rebroなど様々
なソフトを使用したデスクワークの実務経験があります。チーム
ワークを第一に必要な技術を学習し業務に活用していく事ができ
ます。

Webクリエイター能力試験 上級
ITパスポート試験
全商簿記実務検定2級
全商珠算・電卓実務検定(電卓)1級
全商商業経済検定1級

Oracle Certified Java
Programmer,Silver SE11
(資格取得に向けて学習中)

04ＩＣ0812 埼玉県川越市 26

 
・システムエンジニア
・インフラエンジニア
・ネットワークエンジニア
・データベースエンジニア

【インフラ系(ガス)施工管理】4年間
・現場踏査および工程管理
・現場にて安全管理、品質管理
・現場完了後の書類作成
・原価管理、支払い業務
・後輩指導係

学生時代は7年間続けたラグビーからコミュニケーション能力や仲
間と同じ目標に向かって努力することの大切さを学び、前職の現
場監督では、苦戦しながらも、リーダーシップの重要性学ぶこと
ができました。現場監督1人に対し職人10人前後で仕事をしていた
為、意見の食い違いやモチベーションの低下が起こりうるので、
自分の意見を一方的に押し付けるのでは無く、相手の意見を聞き
つつ折衷案をだし、お互い納得できるよう様々な事を工夫し、実
践しました。
今後は、これまでの経験と訓練で学んだ知識を活かし、IT業界で
活躍できるように挑戦していきたいと思います。

・準中型第一種運転免許
・玉掛け技能講習
・地山の掘削及び土止め支保工作業主
任者技能講習
・酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者

04ＩＣ0813 さいたま市岩槻区 21
 
・プログラマ
・システムエンジニア

なし

　私の強みは意思の堅固さと情熱です。
　高校生の頃に原因不明の病を患い、一時は通学もままならない
程でしたが、強い信念のもと学業と治療を両立し無事に高等学校
を卒業する事が出来、病気も完治しました。そしてその時に私を
助けてくれた医療システムこそが私がIT業界を志す動機となりま
した。
　業界研究を進める中で、様々な業種を知り、今では私の情熱は
医療にとどまらず「ICT」即ち人と人を繋ぐ技術全体に及んでおり
ます。
　学んだ知識を基に、情熱と最後までやり遂げる信念で直接シス
テムの構築に携わりたいと考えております。

・普通自動車第一種免許（AT限定）
・Oracle Certified Java Programmer,
Bronze SE

・Oracle Certified Java Programmer,
Silver SE 11
（取得に向け現在学習中）

Administrator
スタンプ

Administrator
スタンプ

Administrator
スタンプ



04ＩＣ0814 埼玉県朝霞市 33

 
・プログラマ
・システムエンジニア

【専門商社の営業】
・新規開拓営業
・既存顧客の販路拡大
・メーカーとの商談
・施工業者及び依頼者との現地調査
【金融・クレジット信販会社の営業及び審査】
・新規開拓営業
・既存顧客の販路拡大
・顧客への審査・融資業務
・課内マネジメント
【通信インフラのコールセンター】
・オペレーター管理業務（応答効率・対応品質について指導等）
・重篤クレーム対応
・システム部門との調整業務

　以前の業務経験にて開発と現場の認識の違い・すり合わせの大
変さなどを感じ、それをきっかけに社内システムの開発に興味・
関心を持った為職業訓練校にて基礎知識を学んでいます。
これまで養ってきた業務マネジメント力や問題解決力、様々なス
テークホルダーと積極的に図ってきたコミュニケーション力は業
務の円滑化や効率化において強みになると考えております。それ
らを活かし他者や社会との関わりを大切にし、自身に持ち合わせ
ていない知識や価値観を学び自身及び周りの成長の助けとなれる
ような働き方をしたいと考えております。

・普通自動車第一種運転免許
・普通自動二輪免許
・フォークリフト運転技能講習

04ＩＣ0815 さいたま市北区 32  プログラマ

【土木作業用接着剤の研究補助員】(３年間)
①試験体の作成、性能評価
②試験データの収集と分析
③実験器具の準備片付け

【地質分野における素材研究補助員】(３年間)
①実験作業の事前準備や後片付け
②実験データの収集と入力
③計器類のメンテナンス

【自動車部品の研究補助員】(２年間)
①化学物質の調合作成作業
②実験用試験体の作成
③データ採取のための簡単な実験作業

私は生涯にわたり働き続けていたいと考えています。
今後ますます発展しなくてはならない分野だと考えてIT分野の職
業訓練を志望しました。
訓練期間も半ばで資格取得も叶い、この分野での業界に向いてい
るのではと自負しています。
企業やまたそのお取引様に求められる人材に成長できるよう今後
も精進を続けていくつもりです。

普通自動車第一種運転免許
日本漢字能力検定　2級
Oracle Certified Java Programmer,
Silver SE 11

04ＩＣ0816 埼玉県新座市 28

 
・ネットワークエンジニア
・サーバ、ネットワーク運用・監視
・プログラマ
・インフラエンジニア
※夜勤可能

【指定障害者支援施設（施設入所支援）介護職員】（5年5か月）
①身体介助（食事、入浴、排せつ等の介助）
②支援計画の作成
③レクリエーションの企画・実行
④人工呼吸器・液体酸素気化式供給装置の管理
⑤通院、入院の支援
⑥夜勤

前職は全く別の職種でありITの知識や技術では未熟ですが、
私にはコミュニケーション能力と向上心があります。
前職では利用者様、介護士、看護師、理学療法士、先生、栄養士
と様々な立場の人たちの間に入り仕事をしていました。
誰であろうと、どこであろうと馴染める適応能力があります。
以前よりIT業界に興味がありましたが、転職を機に、職業訓練校
にて確かな技術を身につけて、将来はエンジニアとして頑張りた
いと考えています。

・普通自動車第一種運転免許(AT限定)
・介護職員初任者研修
・介護福祉士

04ＩＣ0817 さいたま市北区 28

 
・プログラマ
・データベースエンジニア
・システムエンジニア
・翻訳者

・自宅から１時間圏内を希望

【歯科助手・受付アルバイト】（1年半）
・予約受付、レジ管理、レセプト入力、カルテ作成
・診療アシスタント、患者さまの誘導、器具の滅菌消毒、診療器具の準
備

【社長秘書・経理】（3か月）
・スケジュール管理、会議の手配、準備、出張手配、資料作成、各種書
類管理、交際事務（礼状作成、年賀状手配など）
・請求書作成、会計ソフトへの手入力作業、小口現金管理、取引先への
請求・支払い

【営業・企画事務】（3年）
・デザイン進行、スケジュール管理、資料作成（社内・社外用）、ブロ
グ記事作成、ストアチェック

英語が得意なため、英語を活かせる仕事がしたいと考えていまし
たが、自身の市場価値を考えた際に英語だけでは強みにならない
と感じ、+αの能力を身に着けたいと考え、以前から興味のあった
IT業界への転職を決めました。
学生のころから知識を増やすことが好きなので、情報更新の多い
IT業界でも日々知識や技術を吸収し、業務に取り組みたいと考え
ております。また、入社後も与えられた業務だけではなく、資格
取得など様々なことに挑戦していきたいです。

・実用英語技能検定2級
・TOEIC790点
・フランス語検定3級
・TCF　317（B1)
・日本化粧品検定1級

【取得予定】
・Java Programmer　Silver SE11
(2月までの資格取得に向けて学習中)
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