
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 希望職務 主たる職務経験 アピールポイント 資格・免許

 04DI1001 さいたま市桜区 29

・製品企画・開発スタッフ
・製品デザインスタッフ
・ＣＡＤオペレーター
・ヘルプデスク
・金型工

※転居可

【電気設備工事】(1年間)
①携帯電話基地局(ビル局)の新設・改修工事
②新築マンションの電気・通信設備工事
③既存宅内電気設備工事

【電気・通信設備設計】(8年間)
①意匠・建築設計事務所との打ち合わせ
②電灯・動力・高圧・通信・自火報等の設計
③AUTO CADを用いた図面の作図
④自治体役所への情報の確認
⑤EXCEL・WORDを用いた書類作成・設計に係る計算ツール作成
⑥空中線・機器を設置する支持柱・架台の設計
⑦職場内のAUTOCADの操作についての質疑への回答

　自分の携わった製品で人を笑顔にできるような企画・開発に関
わる仕事に就きたいと考え訓練を受講しています。
　
　AUTOCADの操作には自信があり、以前の職場では他の方から操作
に関する質問を受ける事が日常茶飯事でした。訓練校では
SolidWorks、イラストレーター、フォトショップ等を勉強してお
ります。勤務先が他の2D-CAD、3D-CADでもこの経験を生かして頑
張っていく所存です。

第二種電気工事士
第一種電気工事士(学科・実技試験合格済。
実務経験不十分の為免状未発行)
普通自動車第一種運転免許(MT可)

 04DI1002 さいたま市南区 31
 設計アシスタント
 CADオペレーター

飲食店業務（12年間）
・調理
・接客
・宅配
・アルバイト指導

訓練校にてCADを用いた作図等を学んでいます。

未経験でしたが、訓練で２次元ＣＡＤや３次元Ｄを使った作図な
どができるようになりました。訓練で学んだことを再就職で活か
したいと思っています。
訓練後すぐに実践できるよう、この経験を忘れず、しっかりと自
分の技術にできるように、基礎から学びつつ、訓練外でも自分か
ら積極的に学ぶことを心掛けています。

普通自動車第一種運転免許（AT限定）

 04DI1003 埼玉県鶴ヶ島市 38

・3D-CADオペレータ
　(SOLIDWORKS、CATIA)
・2D-CADオペレータ(AutoCAD)
・製品設計・開発
・商品企画・デザイン
・グラフィックデザイナー
　(Illustrator、Photoshop、
　AfterEffects)

【プロダクトデザイン】(8年間)
・乗用車の内装部品の形状デザイン開発
（ステアリング、シート、エンブレム等）
・内装全体のコンセプトデザイン開発
・ブランド全体の内装デザイン戦略立案業務
（トレンド調査、試作モデル制作）

【自動車内装部品開発】(2年間)
エンジンスタートやハザード等のスイッチ製品の開発業務・設計補助
・設計図面作成
・出図等オペレーション業務
・設計検証用資料作成
・金型要件・流動解析結果との整合
・外観仕様(調色手配)、照明成立性検証
・海外拠点と英文メールで連携業務

ものづくりが好きで、これまでプロダクトデザイン職と製品設計
職で製品開発の現場を経験してきました。
Illustrator、Photoshopは大学時から使用経験があり、前々職で
活用していました。前職ではCATIAを使用して、モデリング、作図
業務に携わりました。
職業訓練ではさらにSOLIDWORKS、AutoCADを習得しております。
業務に強く打ち込めることが強みです。製品形状の作り込みや、
ビジュアル資料作成、読み易い図面作成等で発揮してきました。
手先の器用さを活かした製作作業も得意です。

・３次元CAD利用技術者試験１級
・TOEIC公開テスト 800点
・色彩検定２級
・普通自動車第一種運転免許

 04DI1004 埼玉県新座市 40

 
・CADオペレータ
・製品企画・開発スタッフ
・製品デザインスタッフ
・設計スタッフ

※夜勤不可

【地理情報処理・測量・調査】2年
OS:Windows 使用ソフト:MicroStation/ArcGIS（地図情報システムソフ
ト）/Excel
データ入力業務

【情報処理事業】8年
OS:Windows 使用ソフト:Excel/Word
データ入力及び編集業務・業務の進捗管理・パートへの作業指示

【アニメーション制作】7年
OS:Macintosh 使用ソフト:Retas！（アニメ制作ソフト）
/Photoshop/AfterEffects
着彩及び検査作業・色指定作業・コンポジット作業

これまでデータチェックを必要とする仕事に多く携わり、長い間
文字や画像と接してきた為、チェック作業に対するノウハウの蓄
積や根気と正確性が鍛えられた事が私の強みです。
印刷物では人目に触れる為、線一本まで丁寧さの追及や微細な陰
影を目視で確認、何度も調整・チェックを繰り返す事でより精度
を高めました。文字においては論理チェックやダブルチェックを
行いつつ、注意すべき文字は個別に抽出しチェック用として書体
を変えるなど品質向上に貢献しました。
訓練校でのCAD経験と合わせてお役に立ちたいと考えております。

普通自動車第一運転免許
普通自動二輪（AT）運転免許
色彩検定3級
MCAS 2007 Word/Excel/PowerPoint

デジタルものづくり技術科

　(照会期間：公開日～５月末日)

Administrator
スタンプ

Administrator
スタンプ

Administrator
スタンプ



 04DI1005 埼玉県飯能市 22

 
・CADオペレーター(第一希望)
・マシニングオペレーター
・製造工程管理
・一般事務
勤務先は埼玉県内　東京都内を希望
転居可。

水処理施設の維持管理、常駐職員
・市へ提出する書類の管理、作成
・小工事。作業立ち合い
・浄水処理場および取水施設等の日常点検
・下水処理場およびポンプ場の日常点検、保守

前職での仕事も充実していて約1年半の短い期間で水処理施設の点
検、保守、小工事、工事立合い等様々な現場の業務を体験しまし
た。学生時代に興味のあった設計、製図分野への就職を目指した
いと考え訓練を受講しています。訓練では特に2DCAD、3DCADに注
力し日々受講に当たっています。

・普通自動車運転第一種免許（AT限定）
・農業技術検定3級
・実用英語技能検定3級
・一般毒物劇物取扱責任者
・特定化学物質及び四アルキル鉛など作業
主任者
・有機溶剤作業主任者
・酸素欠乏作業主任者

 04DI1006 さいたま市浦和区 40

 ・CADオペレータ
 ・製品企画、開発スタッフ
 ・製品デザインスタッフ
 ・一般事務、受付
 ・データ入力、PC操作

【食品、水質分析業務】（２年間）
①水質及び食品検査の分析における検体採取業務（水質は外勤）
②検体の検査のための前処理
③報告書作成（Word,Excel）
④お客様との電話、メール、FAXでのやりとり

【水質及び食品の検体採取業務】（５年間）
・水質及び食品の検体採取業務（外勤）
・PCによる内部資料の作成
・報告書作成
・外部に提出する資料作成（Word、Excel、PowerPoint）
・営業補佐業務

機械化が進む中、人の手でものづくりの分野に興味をもち、訓練
を受講しました。前職では、お客様の立場にたって物事を考える
ことが非常に大切だと学びました。コミュニケーションをとって
いく中で、お互いに信頼関係を築くことができました。訓練で
は、すぐに仕事に活かせるよう、試行錯誤しながらではあります
が、日々勉強中です。今までの経験と新たに訓練で得た知識や技
能を身につけて、お客様から要求される図面や必要とされている
製品をデザインできるような業務で活躍したいと思います。

・普通自動車第一種運転免許
（AT限定）
・実用英語技能検定２級
・ビーズアート
・中学校教諭二種免許状（英語）
・環境管理士２級

 04DI1007 埼玉県和光市 53

 ・商品企画、開発スタッフ、製品デ
ザインスタッフ、また製品作製、組
立等の業務
（特に玩具や小物の製作を希望して
おります。）

【広告デザイン会社】（約1年間）
主に住宅販売等の新聞折り込みチラシのデザイン業務をしておりまし
た。

【国家公務員の医療関係】（約27年間）
国家公務員用の医療施設にて診療業務や健康診断、医療用補給業務に
従事しておりました。

【不動産管理会社】（約3年間）
賃貸ビルの修繕調整や管理レポートの作成等をしておりました。

　今まで様々の仕事に携わってきましたが、最も自分がやりたい
ことは、玩具や便利グッズ等の色々な商品開発だと再認識し、現
在デジタルものづくり技術科で学んでおります。
これまでやってきた仕事の中で共通して意識したことは、他のス
タッフとの人間関係を大事にし、チームワークをよくすることで
す。今まで得た幅広い知識と経験を活かして、人の喜ぶ商品の企
画、開発に貢献したいと思っております。

・普通自動車第一種運転免許証
・普通自動二輪車第一種運転免許証
・大型自動車第一種免許証
・准看護婦（士）免許書
・労働安全衛生法による技能講習修了証
（特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任
者技能講習）

Administrator
スタンプ

Administrator
スタンプ



 04DI1008 さいたま市北区 28

 
・印刷オペレーター
・CADオペレーター
・CAMオペレーター
・印刷オペレーター
・製品企画・開発スタッフ
※公共交通機関を使用して通勤可能
な職場希望

【倉庫内軽作業】
（パートタイム：1年10ヶ月）
倉庫内で検品・分類・分解・梱包作業

【スーパーの店舗スタッフ】
（アルバイト：1年5ヶ月　正社員：1年）
①接客
②商品発注
③商品の補充・メンテナンス
④店舗内ディスプレイ・売り場の構築
⑤アルバイトの育成

一日のタスクを整理し、時間配分を考え行動することを心がけて
います。
特に前職のスーパーでは1日の仕事量も多く、お客様の対応等のイ
レギュラーも発生します。そのため、タイムスケジュールを常に
考えながら働いておりました。以前から興味があったものづくり
の分野で、訓練で学んだ技能・技術を活かし、時間とクオリティ
を意識し生産性を向上できるよう努力していきたいと思います。

・普通自動車第一種運転免許（AT限定）
・MOS(Excel 2010　スペシャリスト）
・MOS(Word 2010　スペシャリスト）
・Photoshopクリエイター能力認定試験エキ
スパート

 04DI1009 埼玉県朝霞市 40

 
・製品企画スタッフ
・開発スタッフ
・製品デザインスタッフ
・CADオペレーター
 現在職業訓練中
AutoCAD,SOLIDWORKS,IIIustrotr,Pho
toshop

①工務店事務(１年）
　電話対応、データ入力、現場安全管理補佐、プレカットCAD補佐
②高齢者介護業務
　(約１４年、デイサービス、デイケア、老健、ケアマネージャー）
　日常生活援助、イベントの企画・作成・開催、ケアプラン作成

幼いころから工作や手芸、絵を描くことが大好きで、前職ではレ
クリエーションや制作活動の企画開催には積極的に取り組み障害
の有無に関係なく皆様が楽しめるように創意工夫をし周囲とのコ
ミュニケーションを大切にしつつ日々の業務にあたってきまし
た。前々職ではプレカットCADを教わり自分が携わったものが出来
上がっていくことに感動した事が忘れられず、ものづくりがした
いと強く思い転職を決意しました。今までの経験と新たに学んだ
知識を活かし良い製品を届ける仕事がしたいです。

・日商簿記検定２級
・サービス接遇検定２級
・販売士検定３級
・全商ワープロ検定２級
・全商情報処理検定２級
・介護福祉士
・介護支援専門員
・普通自動車第一種運転免許

 04DI1010 さいたま市大宮区 43

 
製品デザイン
製品企画
製品製造

【写真館の接客スタッフ】(2年6か月)
・接客・会計
・撮影アシスタント
・写真の仕上げ
【就業支援事業の事務】(2年)
・支払・振込手続き、小口現金管理
・伝票・請求書・領収書作成、書類管理
・給与・旅費計算、年末調整
・受付
【公共施設(児童関連)の職員】(10年11か月)
・利用者対応
・行事の企画・準備・運営
・館内装飾・行事使用品・手作りおもちゃ等制作
・環境整備、安全管理
・事務
・新人・実習生指導

前職では行事で行う工作や使用する小道具等について、対象者(乳
幼児親子、小学生等)の興味や作業レベル、安全面に配慮してアイ
デアを考え試作や材料づくり、制作をしていました。全てアナロ
グ作業だったため、訓練の高度な技能、知識を身に着けていける
ように、さらに、ものづくりの分野で何ができるのかを考えなが
ら日々学んでいます。
また、多くの方と接する仕事の中で試行錯誤を重ね、コミュニ
ケーション技術を培ってきました。チームとして仕事をする意識
を持ち、情報共有や報連相を的確に行うよう心がけています。

訪問介護員2級
保育士

 04DI1011 埼玉県北葛飾郡 44
 マシニングセンタオペレーター
 CADオペレーター
 CAD・CAMオペレーター

【インテリア用品販売店の店舗スタッフ】(5年間)
①接客・レジ　②商品発注・陳列
③お客様宅へ行き採寸やレール等の取り付け
④POP制作

【物流倉庫等でのフォークリフトを使った搬送業務】(15年間)
①トラックからの荷下ろし、積み込み及び搬送
②自動倉庫等への格納　③ピッキング

【製造工場での入出庫管理業務】(1年間)
①入荷対応　②出荷準備
③ドライバー対応　④PC作業

自宅でレーザー彫刻機と卓上CNCを使い木材やアクリル等にPCでデ
ザインしたものを彫刻したりモノ作りを趣味にしています。
マシニングセンタやCAD/CAMの業務に携わったことはありません
が、訓練校で学んだことや独学で卓上CNCを使えるようになった経
験やチャレンジ精神を仕事に活かしていきたいと考えておりま
す。
接客業ではお客様、入出荷管理業務では配送ドライバーや本部と
のやりとりの中でコミュニケーション能力を活かし、円滑な業務
や改善に役立ててきました。

･中型自動車第一種免許(8t未満限定)
･フォークリフト運転技能講習(1t以上)
･漢字検定2級

Administrator
スタンプ

Administrator
スタンプ

Administrator
スタンプ

Administrator
スタンプ



 04DI1012 さいたま市浦和区 28

 
・製品企画・開発スタッフ
・デザイン関係
 (Webデザイン、グラフィックデザイ
ン、プロダクトデザイン)

※自宅から1時間圏内を希望
 (埼玉県、東京都)
※夜勤不可

【精肉店の惣菜調理スタッフ】
①弁当・惣菜の調理と販売
②食材・備品の発注
③棚卸

【飲食店の店舗スタッフ】(3年6ヵ月)
①和食・洋食業態の調理・接客
②期間限定商品の企画
③スタッフの教育、シフト作成
④新店の立ち上げ

【惣菜の店舗スタッフ】
①弁当・惣菜の調理
②量り売り商品の接客
③店舗の衛生管理
④スタッフの教育

これまでのサービス業での経験を活かし、コミュニケーションを
取ることを大切にしています。ものづくりのプロセスに関する理
解を深めること、また自分で企画やデザインを考えたものづくり
に携わりたいと思い訓練を受講しています。
製品の企画・デザイン分野で活躍したいと考え、デザインの専門
学校に週１回通学しています。
これまでに名刺、ロゴ、ポスター、Webデザインの企画から考案
し、デザインしました。
見た目のデザインの良さとともに、実際の使い勝手の良さや機能
性も兼ね備えた製品作りを目指します。

・製菓衛生師免許
・食品衛生責任者

 04DI1013 さいたま市大宮区 56

 期間雇用を希望しています。技能的
な給与が期待でき、かつ継続的に複
数年の雇用が得られればと考えてい
ます。
・3DCADによる設計補助等
・撮影画像処理・レタッチ等

※現在大宮区に居住していますが、
令和５年４月以降は転居も含めて考
慮いたします。

・音響機器輸入代理店にて回路修理・基盤実装（測定からハンダ付け作
業）など、保全全般の実務経験有り。
・出版社にて取材・撮影・画像処理・版下編集作業全般の実務経験有
り。
・競技用自転車フレームの部材切削・溶接・組み立て、及び修理・販売
等の実務経験有り。
・精密金属加工業にて組み立てや部品の精度測定・QCなど実務経験有
り。

比較的に多様な業界・業態において、生産現場から営業販売・広
報・接客に至る総合的な知見と実務経験があります。組織全体を
見渡して生産性と品質を上げるサポートに配慮できるのが強みと
思います。特に精密機器の品質維持や製造等に志向と経験があり
ます。
現在は、職業訓練にてSolidWorksやAutoCAD等の習得に努めており
ます。

・大型自動二輪免許
・普通自動車第一種運転免許
・アーク溶接等の業務に係る特別教育
・自由研削砥石特別教育
・ガス溶接技能講習修了
・自転車技士免許取得(一般財団法人日本車
両検査協会)
・自転車安全整備士免許取得(公益財団法人
日本交通管理技術協会)

 04DI1014 埼玉県坂戸市 48

 ・CADオペレータ
(AutoCAD、SolidWorksを使用した二
次元及び三次元図面の作成)

※片道一時間内の距離で勤務希望で
すが、独身一人暮らしなので会社の
近くに引っ越し可能です。

[外食チェーンのスタッフ](2年9か月)
①接客及びクレーム対応
②アルバイトの面接・採用・教育
③シフト表作成、労務費の管理、食資材の発注と在庫管理

[工場のライン業務](8年2か月)
①カーエアコン用部品組立

[鋸刃の研磨業](7年)
①丸鋸(チップソー)の再研磨
②鋸の客先への販売、再研磨品の配送・引取

[機械工具設置業](6年)
①発電所のタービン周りの大口径ボルトのメンテナンス
②油圧工具・冶具の改善・改良に伴うCAD図面作成

・私の強みは美術大学在学中から継続している絵画制作によって
得た忍耐力と細かい作業に対する繊細さにも自信があります。
・絵が描ける事とアイデアを出すのが好きなので、出したアイデ
アをすぐに絵に描いて見て頂けます。
・サービス業をしていた経験からきちんと挨拶ができ、人と接す
ることができます。
・中学三年間、父親の仕事の関係で米国で暮らしていたので英語
が得意です。

・普通自動車第一種運転免許

Administrator
スタンプ

Administrator
スタンプ

Administrator
スタンプ



 04DI1015 埼玉県越谷市 31
 ・営業職/総合職
(将来的には商品の企画、開発にも携
われる職種を希望しています。)

【貿易商社】
・商品の受注、発注
・新商品の企画、開発、サンプル確認、納品までの段取り調整
・不良品等の対応、手直しの段取り
・検査機関への依頼、手配
【製造業】
・NC旋盤、マシニングセンタ等による生産
・新商品の冶具作成、プログラミングの入力
・納期管理、在庫管理、検品、書類作成
【派遣業】
・食品会社への派遣、紹介予定派遣、請負業
・新規業務のヒアリング、書類作成、求人掲載、面接、案内、給与計算

前職勤務中お客様のイメージを具現化する為に独学で3DCADの勉強
をはじめました。
訓練校ではデジタルものづくり科を受講中の為、ものづくりに関
する考え方がより一層深まりました。
業務をスムーズにする為に、新しいスキルを身に着ける事を意欲
的に出来ると自負しています。

・普通自動車第一種運転免許

 04DI1016 埼玉県川口市 27

 
・CADオペレーター（2次元・3次元）
・モデリングオペレーター
・製品デザイン
・事務

【給与計算・労務業務】（2社で合計2年8ヶ月）
・月次給与計算
・年末調整
・賞与計算
・退職金計算
・入退社手続き
・社会保険手続き
・住民税年度更新業務

【経理業務】（1年9ヶ月）
・現金実査、
・預金口座の入出金チェックと仕訳入力
・支払い業務
・伝票整理
・源泉所得税の納付

これまで2社で給与計算、労務、経理といったバックオフィスの仕
事を経験してきました。
ミスがなくて当たり前、毎週締切りがある仕事だったため、余裕
をもって期限に間に合うようスケジュール管理と、内容のチェッ
クを徹底していました。細かい作業も集中して取り組むことがで
きます。
日々の業務でExcel、Wordをはじめ様々なソフトを使用することに
は慣れているので新しいソフトの操作を覚えることにも抵抗はあ
りません。
CADを使用する仕事に挑戦したいと考えており、前職で培った集中
力や注意力を活かしたいです。

日商簿記3級 92点 （2016年11月）
TOEIC 605点 （2015年11月）
普通自動車第一種運転免許 （2015年5月）
ITパスポート試験(2018年10月）
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