
令和４年度８月入所生 （訓練修了日　令和５年２月２１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

04DS0801 埼玉県川口市 29  電気工事

人材派遣
・勤怠管理
・備品管理、発注
・給与、売上計算
・技能実習生サポート

接客
・接客、レジ業務
・商品管理、発注
・PC管理、保守
・新人教育

物流
・集荷、配達
・仕分、積込

コミュニケーション能力はどの職種でも求められるスキルと考え
ています。年齢や性別、人種などに関わらず様々な人達と接する
中で多角的な視点からコミュニケーション能力を培ってまいりま
した。この経験は職務を行う上だけでなく、人生においても役立
つものと考えております。

準中型自動車免許(5t限定)
低圧電気取扱業務に係る特別教育

第二種電気工事士（取得予定）

04DS0802 埼玉県所沢市 38  ・ビルメンテナンス業務

【ラーメンチェーンの店舗スタッフ】（5年間）
①接客・レジ業務
②厨房での調理業務
③商品・食材の管理

【印刷会社での印刷及び封入封減業務】（13年間）
①印刷された製品の目視点検
②冊子等の印刷物の糊付け張力チェック
③印刷機の機械オペレータ業務
④印刷部の糊付け機の機械オペレータ業務

ビルメンテナンス業務での必要な「見る目」を前職で学び、コ
ミュニケーションに必要な「積極性」を接客作業で学んできまし
た。
そして自分の中に持っている言葉で【一は全とならず、全は一と
なる】というものがあります。これは物事や人にも通じることな
のですが一部を知ったとしてもその物事やその人の全てではな
く、全てを知ったとしてもほんの一部しか知れていないという意
味です。
探求心を怠らず、様々な業務に対しても、学ぶ姿勢を忘れずに取
り組んでいきます。

実用英語技能検定３級
日本漢字検定３級
情報処理検定３級
日商簿記３級
低圧電気取扱業務に係る特別教育

第二種電気工事士（取得予定）

04DS0804 埼玉県富士見市 43

 
●電気設備施工・保守・保全業務
●電気工事業務
●電気・制御設計業務
●自動車電装業
※自宅から一時間圏内を希望しま
す。
※可能であれば車通勤を希望しま
す。

【複合商業施設での警備・保安】(６年間)
◇出入管理
◇施設内の駐車場での車両誘導
◇アルバイト教育

【営業職】(３年間)
●不動産売買仲介営業
◇物件の紹介・案内
◇物件の役所調査
◇契約書類等の作成
●生命保険・損害保険営業
◇テレマーケティングによる保険の提案・販売

【コンビニエンスストア店舗従業員】(13年3ヵ月)
◇店長(約8年)
◇新人教育
◇スタッフのシフト作成・出退勤管理
◇在庫管理(商品・備品の発注、棚卸)
◇閉開店(精算)業務、売上日報作成
◇レジ・接客・品出し・清掃

生活に欠かすことのできない電気業界に携わり、施工・保守に携
わりたいと考え、訓練を受講し電気工事士取得を目指していま
す。
これまで広い視野を持って状況を把握し、常に「気付き」を意識
することで、思い込みによる判断・行動をしないように、確認・
注意することを心がけて仕事をしてきました。
また、接客応対で培った傾聴や受容、共感、そして伝え方に注力
して、双方が気持ち良い環境を作れるように配慮していました。
興味や関心を持った事には、自分が納得するまで粘り強く取り組
み、工夫や改善に努める事が強みです。

・普通自動車第一種運転免許
・MOS(Word 2007)
・MOS(Excel 2007)
・低圧電気取扱業務に係る特別教育

・第二種電気工事士筆記試験合格、
　技能試験受験予定

04DS0805 埼玉県川越市 48
 
設備管理
計装

ダイレクトブロー成型、インジェクションブロー成型によるボトルの製
造及びフォークリフト作業

前職では主に製造に従事し、安全と生産性のどちらにも気を配り
仕事をしてまいりました。生産性を上げるため、周りと協力し、
生産方法の見直しや生産条件の変更おこない、成果を出してきま
した。日々の訓練を通して、これまでの経験や仕事を通して学ん
だことは、電気設備の分野においても応用が利くと感じておりま
す。一日も早く活躍できるように知識・技術の習得に努力してま
いります。

・普通自動車一種運転免許
・フォークリフト技能講習
・玉掛け技能講習
・クレーン運転業務特別教育
・低圧電気取扱業務に係る特別教育

・第二種電気工事士取得予定

電気設備技術科(企業実習付きコース)

(照会期間：公開日～令和５年４月末日) ※このコースは１月１２日～２月６日まで企業実習を行っております。指名求人への回答は２月９日以降となりますのでご了承ください。

Administrator
スタンプ

Administrator
スタンプ

Administrator
スタンプ

Administrator
スタンプ



04DS0806 埼玉県朝霞市 37

 
・ビルメンテナンス業務

※自宅から1時間圏内を希望
※夜勤も可能

【ラーメン店での店舗スタッフ】（3年）
①接客・調理
②スープの製造
③製麺業務
④アルバイト教育

【寝具及び絨毯のクリーニング業】（7年）
①乾燥車による寝具乾燥作業
②絨毯を専用のポリッシャーやバキュームによる洗浄作業
③新入社員教育
④乾燥車両の清掃及びメンテナンス

常に学ぶ姿勢を忘れず前向きに成長して行きたいと考えていす。
私にとって仕事とは社会に・人に役に立てる機会だと考えていま
す。社会の安全、人々の生活の安心・安全を支えられ貢献できる
よう、私の強みである我慢強さを生かし、誠心誠意職務に努めて
まいります。

・中型自動車第一種運転免許
・低圧電気取扱業務に係る特別教育

・第二種電気工事士（取得予定）
・乙種第4類危険物取扱者受験予定

04DS0807 埼玉県久喜市 31 ビルメンテナンス業務

【常駐警備員】（1年2か月）
①受付・来客対応
②監視・巡回業務

【ビルメンテナンス業務】（4年7か月）
①施設内巡回点検、検針、営繕業務
②年間スケジュールに基づく日次、月次、年次点検業務
③受付業務、工事業者立ち合い

前職でビルメンテナンス業務は経験しておりますが、現場によっ
て対応や必要な項目が変わってきてしまう面があり、バランス良
く業務に対応する事が出来ない場面が多くありました。
その経験から、現場で関わる事の多い電気に関する訓練を基礎か
ら学びなおしたいと考え、訓練を受講しています。
日々の業務クオリティを上げ、お客様はもちろん自分に対しても
満足できるように努めてまいります。

・低圧電気取扱業務に係る特別教育
・第二種電気工事士筆記試験合格
　(実技12月受験予定)

04DS0808 埼玉県川越市 40

 
・制御盤製造
・設備管理(メンテナンス、修理、設
置工事など)
・機械製造(精密板金加工
AP100CADCAMオペレータ レーザ加工
機タレットパンチオペレータ ベンダ
曲げ Tig,半自動,アーク,アセチレン
ガス溶接,機械設置工事,修理メンテ
ナンス)

【業務用洗浄機メーカー】(8年間)
・製造部所属
・主にコンビニ弁当製造工場や外食業界向けの洗浄機、洗浄ラインの製
造組立と設置工事担当
①AP100を使用した展開作業
②レーザ加工機オペレータ
③ベンダ曲げ加工
④溶接組立、客先設置工事

【精密板金加工の会社】(10年間)
・主に制御盤外装　空調設備　街灯照明器具の板金加工とフレームの製
造
①受注手配、材料手配、売上管理
②AP100展開作業タレットパンチオペレータ
③ベンダ曲げ加工
④溶接組立、出荷納品

【市委託のごみ収集業務】(3年間)

私にとって会社とは、自身を成長させる場所、仕事とは自分を表
現できる術と考えております。これまで、機械製造精密板金加工
の分野で身に着けてきた知識、技術と、訓練校にて学んだ電気の
基礎知識を加え、更なる自身の技術向上を目指し、仲間と知識を
共有し競い合い、組織へ貢献できる人材となるべく日々努力いた
します。

・普通自動車第一種運転免許
・普通自動二輪車免許
・アーク溶接等特別教育
・自由研削砥石特別教育
・ガス溶接技能講習
・プレス機械作業主任者
・刈払機取扱作業従事者安全衛生教育
・低圧電気取扱業務に係る特別教育

取得予定
　第二種電気工事士

04DS0809 さいたま市北区 48

 
・電気設計
・制御盤設計
・設備管理 兼 事務作業
・ビルメンテナンス業務
・制御盤作成

【事務職（経理・人事・総務）】（通算12年1ヵ月）
　請求書・見積書作成（Word、Excel）弥生会計の端末入力
  受発注業務（電話、FAX、メール）　 BIG販売管理の端末入力
　マンニュフェスト伝票作成・端末入力・ 給料計算・郵送物手配
　社会保険手続き・雇用保険手続き　勤怠管理、離職票作成
　新卒・中途入社書類作成・研修・内定者フォロー
　面接オリエンテーション・HP作成及び更新
【接客業務】（通算11年11ヵ月）
　会場案内・貴重品以外の荷物管理・飲食・飲料提供
　電話応対・顧客管理

迅速かつ正確で丁寧な仕事をするように心がけていました。
給与や社員の個人情報を扱っていましたので情報を扱う時は、注
意深く慎重に行う必要がありました。

相手の立場に立って物事を考えるように心がけていました。
取引先や同じ職場で働く仲間に対しても同じように考えて行動す
ることによって良い人間関係を築き良い仕事ができると思います｡

これからも、お客様だけでなく一緒に働く同僚にも気を配りコ
ミュニケーションを大切にしてまいります。

・普通自動車第一種運転免許
・日本商工会議所主催簿記検定初級
・日商電子会計実務3級
・日商原価計算
・低圧電気取扱業務に係る特別教育

・第二種電気工事士(取得予定）



04DS0810 埼玉県宮代町 23
 
ビルメンテナンス
設備管理

【娯楽施設】
①お客様対応
②台のエラー点検
③ホールの見回り、清掃
④カウンターでの景品交換

経営不振による事業縮小で退職勧奨を受け退職。現在は電気工学に興味
を持ち、職業訓練校に入所し、電気関係の仕事で役立つ知識や技術を学
んでおります。

私は何事も最後までやり遂げる、粘り強い性格をしています。前
職では複雑なエラーやトラブルが起きたときに、率先して取り組
み、解決することで仲間からの信頼を得ていました。仲間が困っ
ているときは、お互いの意見を交換し、チームワークを培ってい
ました。積極的な施設で仕事に取組み、忍耐力があります。集中
して仕事に取組むことができます。

・準中型第一種自動車免許？
・準中型自動車免許(5t限定)？
・フォークリフト運転
・小型移動式クレーン運転技能講習
・玉掛け
・低圧電気取扱業務に係る特別教育

・第二種電気工事士(取得予定)

04DS0811 東京都練馬区 19

 
・ビルメンテナンス業務
・電気設備保全管理業務
・設備管理業務
・制御設計業務

ありません。

進路を変え職業訓練校に通うと決心した時に、未経験でも取得で
きる資格を取ろうと考え、乙種第4類危険物取扱者と二級ボイラー
技士免許に挑戦し合格しました。生涯を通して目指す資格がある
ビルメンテナンスに魅力を感じています。向上心、吸収力が高
く、新しいことへの適応が早いので、仕事に慣れる早さも人一倍
だと自負しております。特に有接点シーケンスの授業では理解が
誰よりも早く、周りを助ける役割を率先して行っておりました。
さらに職業訓練校では、特に「安全」を重視しており、丁寧で確
実な仕事をすることを学びました。

高等学校卒業程度認定試験
二級ボイラー技士免許
乙種第4類危険物取扱者
低圧電気取扱業務に係る特別教育

第二種電気工事士（取得予定）
第三種電気主任技術者　受験予定


