
令和４年度１０月入所生 （訓練修了日：令和５年３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

 04CN1001  埼玉県熊谷市 51

 製造業
・組立
・CAD/CAMオペレータ
・レーザー加工機オペレータ
・マシニングセンタオペレータ
・検査工

自宅から1時間以内希望
夜勤　不可

製造業（金属加工）12年
　①CAD/CAMオペレータ
　②レーザー加工機オペレータ
　③NC旋盤オペレータ
　④プレス加工オペレータ
　⑤マシニングセンタオペレータ
　
製造業（機械組立）2年
　部品入出庫管理
　組立工程管理
　クリーンルーム内作業経験有り
　
製造業（食品製造）12年
　飲料用充填機オペレータ

前職では、食品製造に携わっていましたが、金属加工などものづく
りに携わっていた頃のほうが充実や達成を感じることができていた
と感じています。再度ものづくりに挑戦したいと考え、以前の知識
を再学習することと、経験のない機械やCADを学ぶ事により、スキル
アップを目指せると思い訓練を受講しています。今後も、新しい機
械や技術を学ぶことを心掛けてまいります。

普通自動車第一種運転免許
メンタルヘルス・マネジメント検定試
験　Ⅱ種（ラインケアコース）

 04CN1002  埼玉県さいたま市 36

 
・マシニングセンタオペレータ
・CADオペレータ
・CAD/CAMオペレータ

【医療・福祉】（14年間）
・受付/会計・電話対応
・診察手術補助/検査業務

【製造業】（1年間）
・検品
・測定
・受発注/納期調整

ものづくりに携わりたいと考え訓練を受講しています。
仕事をする上で大切だと思っていることは、定められた時間や期
日の中でも、ミスを起こさぬよう慎重に業務を進める事です。
その為にも、受講中に学習した事はしっかりと習得していけるよ
う日々心掛けています。

・普通自動車第一種運転免許（AT限
定）
・医療事務管理士
・実用英語技能検定2級
・ワープロ実務検定2級
・電卓実務検定2級
・情報処理検定3級

 04CN1003  埼玉県久喜市 49

 
・NC旋盤工
・NC旋盤オペレータ
・CADオペレータ
（PCと連動した業務を希望しており
ます。）
※自宅から1時間30分圏内を希望

【ゲーム開発スタッフ】（6年間）
コンシューマーゲーム開発
・メインデザイナーとして全般のデザイン担当
・3Dモデリング、モーション作成
・設定画、パッケージ、宣伝用イラスト作成

【パソコンメーカースタッフ】（16年間）
パソコン修理
・パソコン修理、パーツの補修担当
・業務効率向上プロジェクト担当

デザイン制作
・自社Webサイトの用のCG作成
・量販店用のPOP関連作成
・Web広告用のCG関連作成

EC営業
・自社サイトの運用管理
・各種CG画像の作成
・各種情報の分析、対策

常に心掛けていることは「より良いものを、より早く」です。

精度の高い業務を遂行するため、作業中に複数回のセルフチェッ
クをおこない内容に
相違が無いかを意識して業務をおこなっています。

また、業務の効率化を実現するため作業工程を意識して業務にあ
たり問題や改善すべき点を
見つけた際には周囲に相談し実現可能な最適解を導き出しながら
業務に努めてきました。

常に積極的なコミュニケーションを取り、「報連相」をおこなう
ことで発生するリスクの
回避、減少をモットーとし業務に取り組んでいます。

・普通自動車第一種運転免許
・大型自動二輪車免許

ＣＡＤ・ＮＣ技術科

　(照会期間：公開日～令和５年５月末日)

Administrator
スタンプ

Administrator
スタンプ



令和４年度１０月入所生 （訓練修了日：令和５年３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

 04CN1004  埼玉県さいたま市 54

 CADオペレーター
 CAD・CAMオペレーター
 マシニングセンタオペレーター
 
※通勤時間、車で1時間程度

【CADオペレーター】
 承認図作成(約3年)
 加工図作成(約3年)
 改修工事修正図面作成(約2年半)
 レイアウト図作成(3ヶ月)
 寸法チェック(ノギス等)
【営業・作業】
 現場調査、打ち合わせ、見積書作成、契約書作成、データ収集等
【会計業務】
 関与先の月次決算、本決算等
 関与先の給与計算、年末調整等

ものづくりに携わりたいと思い、訓練校を受講しております。
仕事は、同じグループの人達とのコミュニケーションを密にし最
後まで責任をもって進めていました。
クレームを最小限に抑える為に、正確性に気を配り業務を遂行し
ていました。
グループ内検図時点でのミス発見数最多で表彰されました。
私は、向上心があり常に学びたいという気持ちをもっています。
現在も、Excel、PowerPoint等短期の講習に参加しております。

CAD利用技術者試験2級取得
建築CAD3級取得
第二種電気工事士取得
日本商工会議所主催簿記検定2級取得
文部科学省公演秘書技能検定2級取得
実用英語技能検定3級取得

 04CN1005  埼玉県越谷市 32  機械設計業務

・チームの開発プロジェクト進行業務
・2D-CAD(AutoCAD)、3D-CAD(SOLIDWORKS)ソフト、EDAツール（OrCAD）に
よる設計業務
・筐体設計/構造検討/開発業務
・量産資料作成、量産工場先への折衝業務
・顧客折衝経験あり
・BOX PCの周辺機器の調達性の調査、量産調達の可否検討

2015年4月～2022年5月まで業務用PCの開発業務を行っていまし
た。そこでは、CPUボードの評価及び、筐体設計を担当していまし
た。また、設計業務以外にも、プロジェクトのサブリーダーを務
め、社内評価スケジュールの管理や、協力会社・製造工場への調
整業務、顧客との仕様折衝も担当していました。
2022年5月に退職後、2022年6月より自動車販売業に従事しており
ましたが、再びものづくりに関わる仕事に就きたいと考え、機械
基礎と加工機の操作を学ぶため、職業訓練校にて勉強しておりま
す。

普通自動車第一種運転免許

 04CN1006  埼玉県さいたま市 30

 
・一般事務
・CADオペレーター

※自宅から1時間圏内を希望。

【通信工事業務】（2年間）
・データ入力
・電話線・LANケーブル敷設作業
・電話受付
・事務作業（Word、Excel）

【設備保守点検業務】（3か月）
・機械設備保守
・故障対応

　私は、キャリアチェンジと自身の強みになる技術を身に着けた
いと考えてCAD・NC技術科の職業訓練を受講しました。元々、コツ
コツと少しずつ積み上げていって何かを作るのが好きだったの
で、退職を機に思い切って別の業界にチャレンジしよう考えまし
た。この職業訓練を通じて業界で必要な知識と技術を身に着け、
腰を据えて落ち着いて勤められる会社に入社して貢献できる人材
になれるよう頑張りたいと考えております。

・準中型第一種自動車免許
・ITパスポート試験

 04CN1007  埼玉県さいたま市 36

 ・金型工
・CAD/CAMオペレータ
・NC旋盤オペレータ
・マシニングセンタオペレータ
・CADオペレータ

※勤務地近くへの転居希望

＜講師・小中学生対象受験塾＞（11年間）
以下を並行して担当
①教室長業務（4年間）
・授業、質問対応
・生徒・保護者とのやり取り、面談
・スタッフ育成、1on1 等
・保護者会イベントでのパワーポイントを使ったトーク
・校舎運営全般
②理科教科長業務（10年間）
・教材作成（Word等）
・指導方針の作成と共有
③その他
・テスト成績データの分析
・社内ツールの作成
（Excel、VBA）

※大学、大学院生時代、化学系の研究室で実験（化学合成・測定）をし
ていた経験があります（3年間）

職人になり専門的知識・技能を追究していきたいと思います。目
に見えるモノづくりへの興味があり、理系人間として培ってきた
目にみえないものを想像する経験が役立つと考えたため、金属加
工の職業訓練を受講することにしました。現在、受講内容を体に
叩き込むようにして励んでいますが、この先も生涯にわたって知
識・技能を磨き続けていきます。
前職の経験やそのために磨いたコミュニケーション力を活かし
て、将来にわたり長く会社に貢献し続けたいと考えています。

・普通自動車第一種運転免許（現8t限
定中型）
・普通自動二輪車免許
・毒物劇物取扱責任者（応用化学に関
する学科修了による）

ＣＡＤ・ＮＣ技術科

　(照会期間：公開日～令和５年５月末日)

Administrator
スタンプ

Administrator
スタンプ

Administrator
スタンプ

Administrator
スタンプ



令和４年度１０月入所生 （訓練修了日：令和５年３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

 04CN1008  埼玉県新座市 52

 
CADオペレーター
CAD/CAMオペレーター
旋盤工
NC旋盤工
マシニングセンターオペレーター
金型工

スーパーマーケットチェーン　青果担当　（８年間）
・販売、接客、陳列、売場作り、商品管理
・野菜、果物の発注、数値管理、利益管理、棚卸、販売計画
・、パート、アルバイト、新入社員教育
・、野菜、果物のカット、野菜、果物のパック

靴の販売員　（７年間）
・靴の販売、接客、販売、売場ディスプレイ、商品管理
・棚卸、商品の搬出搬入

オーダーメイドのスーツの製造（５年間）
・スーツ生地のカット、棚卸
・新入社員教育

主に販売、接客の仕事をしてきました。　前職でのものづくりに
通ずる作業業務が活かせると思います。自分の手で高品質なもの
づくりに携わりたいと思い職業訓練校を受講しています。未経験
ではありますが、訓練後に早期に戦力になれるように試行錯誤し
習得しています。これから先も志を高く持ち習得していきます。

特記事項なし

 04CN1009  千葉県松戸市 39

 
・CADオペレータ
・CAD・CAMオペレータ
・マシニングセンタオペレータ

【某自動車メーカーの整備士】13年間
①ディーラーの整備士
②カーナビゲーション取り付け、福祉車両架装業務
【某派遣会社社員】6年6ヶ月
①某重機メーカーでのサービスマニュアル作成
②某フィルターメーカーでの開発試験

自動車の整備士や重機メーカーに勤務をしていたので、機械知識
や工具の使い方を熟知しており、コツコツとした作業が得意で
す。
手先が器用な方で細かい作業が得意です。

・中型自動車第一種運転免許（８ｔ未
満限定）
・乙種第４類危険物取扱者
・低圧電気取扱者
・ボイラー取り扱い技能講習修了
・アーク、ガス溶接技能講習修了
・2級ガソリン、ディーゼル自動車整備
士

 04CN1010  埼玉県鴻巣市 21

  CADオペレーター
マシニングオペレーター
生産組立
設計
（Live2Dを活かせる仕事）
できれば在宅ワーク希望

EMCの電波測定ポジショナーの製品を取り扱うメーカーで勤務しておりま
した。
AutoCADでの作図、出図から組立、さらに納品までのものづくりにおいて
の全体的な作業を経験しております。
作業の中で気を付けていた点が２つあり、
１、加工屋に見やすく加工しやすいか考えて作図する。
２、組立では0.2mm程度のずれをノギスを用いて直し、部品のつなぎ目の
ツラを合わせ組み立てており,ネジ締の際に0.2mm以上ずれることがよく
あるため、仮締めして少しずつ均等に締めながら組立てるようにしてお
りました。

大切にしたい価値観として、自分自身が抱いた関心や興味を無駄
にしないことです。
仕事で大切にしていた事は、作業をどう効率よく進めるかです。
組み立てを行う際、治具を作り今後同じ作業があっても効率よく
作業を終わるようにしました。
自分の強みは、少しでも興味が出たらチャレンジする行動力で
す。
今までチャレンジしてきた中で、アウトドアではキャンプなど、
インドアでは３DCADソフトのFusion360でモデル作りをしておりま
した。

普通自動車第一種普通自動車免許
マルチメディア検定　ベーシック級
2次元CAD利用技術者試験　2級
パソコン検定Excel　3級
パソコン検定Word　3級

 04CN1011  埼玉県さいたま市 51

 
旋盤工
NC旋盤工
NC旋盤オペレーター
マシニングセンターオペレーター
CADオペレーター
CAD・CAMオペレーター
金型工
検査工
組立
製缶

リラクゼーションサロン3年間
鍼灸マッサージ１８年間
電気工事8年間

接客業時のお客様にものづくりについての話を聞き、興味やあこ
がれを持っていました。退職を機に「ものづくり」に人生を懸け
てチャレンジしようと、ポリテクセンターでの訓練受講を決めま
した。訓練を受講し、毎日が楽しくこの業界が自分に合っている
と感じています。１日も早く現場で貢献できるよう訓練に励み技
術や知識を習得するため努力をしています。

普通自動車第一種免許
第二種電気工事士
はり師・きゅう師免許

　(照会期間：公開日～令和５年５月末日)

ＣＡＤ・ＮＣ技術科

Administrator
スタンプ

Administrator
スタンプ

Administrator
スタンプ




