
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

 04MOHP01 埼玉県越谷市 44

 製造業全般
（保全・修理などを希望しています
が、他の職種にも幅広くチャレンジ
したいと思います）

【教育サービス業】（8年間）
①学習支援
②接客
【社会教育施設】（5年間）
①資料管理
②資料修理
③参考調査
④利用者案内
⑤利用者情報管理

できることをひとつでも増やし、就職に結びつくよう職業訓練を
受講しております。
地道にコツコツと取組み、今後、安定して長く働いていきたいと
思っています。

・普通自動車第一種免許
・アーク溶接等特別教育
・ガス溶接技能講習
・自由研削砥石特別教育
・司書

 04MOHP02 千葉県松戸市 52

 評価・テスト・検査の実施者（テス
ター）

※管理業務は希望いたしません
※自宅から90分以内程度を希望
※日勤を希望

【評価・テストの実施業務（派遣）】（3年6ヶ月）
・受信機の受け入れ評価
・アプリケーションのシステム評価
など

【通信機器等の装置開発（主にソフトウェア開発関連）業務】
（17年4ヶ月）

通信機器（ルータ、スイッチングハブ等）の装置開発業務を経験
しています。装置開発業務にて、C言語の業務経験があります。
Linuxは、ユーザランド内の開発であれば業務経験があります。

評価・テスト・検査の実施業務を行う上で、下記を訓練を通して
習得しています。
・デジタルマルチメータ、オシロスコープによる測定
・はんだ付け作業
また、組込開発のハードウェア仕様を理解する上で、アナログ、
ディジタル電子回路、基板設計の基礎を訓練を通して習得してい
ます。

普通自動車第一種運転免許
ネットワークスペシャリスト
電気通信主任技術者伝送交換
初級ソフトウェア品質技術者
Python3エンジニア認定基礎試験

 04MOHP03  さいたま市見沼区 57  電子機器の検査

事務職/一般、営業、総務、庶務、校正、コールセンター、データ入力
販売/花屋、アパレル、ペットショップ
営業/生保
食品/飲食店（調理補助、ホール、洗い場）、パン屋（製造、販売）、工
場
倉庫業務/ピッキング、仕分け、メール便
配送
保育補助
イベントスタッフ

私は、様々な職業を経験して来ました。何事も経験と捉え、あま
り先入観や拘り、雇用形態に囚われず働いて来ましたが、その分
精神的にタフになり、国籍や老若男女問わず、コミュニケーショ
ンを取る事に自信がつきましたし、様々な職場や業務内容を知る
事が出来、無駄な事は一つも無かったと自負しております。現
在、訓練校で学んでいるＩＴに関する幅広い知識を活かし、長く
活躍したいと思っています。

普通自動車第一種免許
秘書技能検定２級

 04MOHP04 埼玉県春日部市 24

 
・組込みエンジニア
・プログラマ
・回路設計開発技術者

【派遣スタッフ】（１年１０ヶ月）
近隣倉庫にて派遣歩行作業員として従事する
　●主な職務内容
　　①ピッキング作業
　　②検品・梱包補助作業
　　③方面・出荷日別仕分け作業

【倉庫作業スタッフ】（２年２ヶ月）
近隣倉庫と直接雇用契約に切り替え
商品を各方面・出荷日別に仕分けし、配送業者への引き渡し管理や出荷
部署の人員やシフト管理を担当
　●主な職務内容
　　①方面・出荷日別仕分け作業
　　②最終出荷時間の調整
　　③出荷担当人員のシフト管理

幼少の頃にレフレックスラジオを製作して以来、電子工作に興味
関心を強く持ち、オーディオ機器やファイルサーバーなど個人で
の製作をしてきました。現在はその知識や経験をより実践的にす
る為にアナログ・デジタル理論をはじめ、LTspiceシミュレーショ
ンやVerilogHDL、C言語プログラミング基礎、はんだ付け技術や
KiCADによる回路基板設計などを学んでいます。
未経験の業種となりますが、これからも絶えず学習を続け技術と
経験を積み上げながら、一日でも早く業務に貢献できるようにな
ればと思います。

電子機器組立て3級（取得予定）

組込みものづくり科

　(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

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 希望職務 主たる職務経験 アピールポイント 資格・免許

 04MOHP05 埼玉県吉川市 49  LSI電子回路設計

【電気、電子回路設計】(8年間）
回路設計(基板、LSI)
部品調達
評価、検証

【システム設計、プログラミング】(13年間）
組込み
客先交渉
仕様書作成
プログラミング
テスト仕様書作成
テスト
メンテナンス

新入社員から技術分野ではなかった為、受け身ではなく、技術を
付けるため自分から動いて収集しました。
理由も知ることが長く覚えていることにもつながり、応用もつけ
られるので、収集の仕方も自分で考えながら動けます。
その為、新しい職種やツールの使い方なども周りと比べて早いほ
うでした。

特記事項なし

 04MOHP06  埼玉県鴻巣市 29

 
・プログラマ
・組み込みエンジニア
・システムエンジニア
・保全・修理エンジニア
・回路設計、開発技術者

【外資系アパレルメーカー】（4年間）
①ビジュアルマーチャンダイザー（VMD）
②新規店舗の立ち上げ
③不採算店舗のレイアウト見直し
④在籍店舗の在庫管理、安全管理
⑤売上管理、データ入力
⑥棚卸業務
⑦スタッフの教育
⑧接客

前職では、お店を”作る”スペシャリストとしてのチームに所属
し、店舗づくりに従事していました。
チームの中にはコーディネートのセンスの良い人、手先が細かく
ディスプレイを作るのが得意な人など色々な人がいましたが、私
が強みにしていたのはコミュニケーションです。
仕事上、初対面の人と一緒に仕事をすることが多かったので、円
滑なコミュニケーションをとるために常に親しみやすい雰囲気づ
くりを心掛けていました。
現在、職業訓練でエンジニアに必要な知識や技術を身に付け、異
業種へのチャレンジをしています。

・普通自動車第一種運転免許
・全国商業高等学校協会簿記実務検定
１級
・全国経理教育協会簿記検定２級
・全国商業高等学校協会情報処理検定
１級
・基本情報技術者試験（4月の試験に向
け勉強中）

 04MOHP07 埼玉県蓮田市 31

 
・システムエンジニア
・プログラマ
・電子機器組み立て
・検査オペレータ
・ヘルプデスク

【事務職(約7年)】
・公社・官庁の委託事務
①受付業務②前裁き③データ入力④納品
水道会社での事務
①電話対応②書類作成③書類整理
【接客業(約4年)】
・テーマパーク
①レジのチェッカー②食品衛生管理③在庫管理④新人教育
・飲食店
①レジのチェッカー②調理③ポスティング④仕入れ
・コンビニ
①レジのチェッカー②商品管理③清掃
・パソコンインストラクター
①指導・補助②教室整備③清掃④チラシ配り

私はこれまで接客や事務の仕事をしてまいりました。
接客ではコミュニケーションを大切にし、事務では計画的に進む
よう心がけ、自分のスキルが満足できなかった時にはMOS等の資格
をとりスムーズに取り組めるよう努力してきました。
現在はIT業界にかかわっていきたいと思い、ハードウェアとソフ
トウェアに対応できるよう訓練校にて知識・技術を学んでおりま
す。
【学んでいる事】
・はんだ付け
・C言語プログラミング
・組込みシステム開発
・自走ロボット開発

・普通自動車第一種免許
・MOS(Word　2016）
・MOS(Excel　2016）
・日商PC検定(プレゼン資料作成)2級

 04MOHP08 さいたま市大宮区 61

 ・組込みエンジニア
（電子機器組立、
検査オペレーター、
保守・修理エンジニア）

【IT業界】（３６年間）
①プログラマ
②システムエンジニア
③プロジェクトリーダ
業務スキル：銀行業務（与信業務、融資、外国為替）
技術スキル：メインフレームでの開発経験が豊富です。
・OS：MVS、SAIL
・DB：IMS、DB2
・言語：COBOL、PL/I
マネジメントスキル：１０人程度のプロジェクトリーダー経験あり

IT業界で36年間システム開発、保守業務に携わってきました。
強みは、粘り強く仕事に取組み成果を出すことです。
設計書が存在しない場合にプログラムを解析し保守するリバース
エンジニアリングが得意です。
以前より、もの作りに興味があり、現在ポリテクセンター埼玉で
以下のハードウェア技術を修得中です。
・アナログ・デジタル回路技術
・プリント基板設計技術
・はんだ付け技術
・Ｃ言語プログラミング技術
・組込みシステム開発技術
・自走ロボットの開発技術
技能検定３級（電子機器組立て）取得を目指しています。

日商簿記検定３級（日本商工会議所）
情報処理2種（現　基本情報技術者試
験）（情報処理推進機構（IPA））
普通自動車第一種運転免許

組込みものづくり科

　(照会期間：公開日～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 希望職務 主たる職務経験 アピールポイント 資格・免許

 04MOHP09 埼玉県上尾市 57
・組込みエンジニア
　コーティング／基板設計
・電気製品の修理メンテナンス

【建材/設備機器製造販売・住関連サービス企業勤務［33年］】
　主にキッチンについて
　・商品企画／デザイン［12年］
　・開発設計［3年］
　・販売企画（販売戦略／プライシング／プロモーション）［15年］
　・営業企画（制度設計／販売予算策定）［3年］
　・インテリア関連業界団体 委員長［2年］
　・住宅関連業界団体 委員長［2年］

【住宅会社勤務［4ヶ月］】
　物流部門にて
　・受発注業務のRPA（PAD）化
　・フォーキャストによる資材在庫量の適正化
　・購入資材のコストダウン

ものづくりが好きで就職したが、いつしか売れて儲かる仕組みづ
くりや、組織間調整役の仕事をするようになっていました。
ものづくりに没頭したい。更には私が未経験で、発展していく分
野で、ものづくりの職を得たいと思い学び直しをしました。
アナログ／デジタル回路、基板設計、ＨＤＬ／Ｃ言語での制御
コーディング、どれをとっても新鮮で楽しく学び訓練をしまし
た。
未経験で知識不足ですが、学び続け、アイディアを持って新しい
ことにチャレンジし、成果を出すよう仕事に取り組みたく思いま
す。

・普通自動車第一種運転免許
・普通自動二輪車免許
・基本情報技術者試験（資格勉強中）

 04MOHP10 埼玉県所沢市 59

・電子機器組立て業務
・検査オペレーター業務
・修理エンジニア業務
・設備管理業務
・ビルメンテナンス業務

【電子部品営業技術サポート業務】(23年間）
・パワートランジスタ等の電子部品の製品化に向けたハードウエア面で
の技術的サポート全般
・グラフィックチップボードの製品開発に向けた技術サポート全般

【大型自動車運転業務】(12年間)
・トラック運転手
・路線バス運転手

これまで様々な職種を経験し、そこで最後まで目標に向けてあき
らめることなくお仕事に取り組んでまいりました。これからも今
までの経験を生かし、また足りないスキル、資格についても日々
勉強していく所存でおります。

現在職業訓練校で
・プリント基板設計
・はんだ付け技術
・Ⅽ言語プログラミング
・電子工作
・３級電子機器組立て技能試験取得に向けた訓練
を学んでおります。

・第二種電気工事士免状
・大型二種自動車運転免許

 04MOHP11 埼玉県草加市 31

 
・設計・開発業務
・組込みエンジニア
・2DCAD、3DCADによる設計
・CADオペレータ

【検査(正社員 2年1ヶ月)】
・テスト評価チームにて基地局のテスト評価及び書類作成
【設計(正社員 2年7ヶ月)】
・2DCAD(AUTOCAD)による製作図及び組立図の作成、仕様書の作成
【設備管理(正社員 11ヶ月)】
・日常点検及び月例点検、設備備品のメンテナンス、営繕作業
【一般(パート 1年1ヶ月)】
・バルブ部品の製造と検査、派遣への指示出し

パソコンを使った技術的な仕事に興味があり、職業訓練を受講し
ました。過去のキャリアを活かしつつ、新しい仕事に挑戦したい
と考えています。
仕事において一日でも早く戦力になれるように頑張り、必要な資
格があれば勉強して取得します。また、仕事に対しては真面目に
粘り強く取り組みます。

・普通自動車第一種免許(AT限定)
・高圧ガス保安技術者免状　乙種機械
・高圧ガス保安技術者免状　第3種冷凍
機械
・危険物取扱責任者　乙種第4類
・消防設備士　乙種第4類
・2級ボイラー技士
・第2種電気工事士

 04MOHP12 埼玉県久喜市 52

◆組込みエンジニア
◆回路設計・開発技術者
◆プログラマ
◆システムエンジニア
◆インフラエンジニア
◆セキュリティエンジニア
◆セールスエンジニア
◆システム運用・サポート

【メガバンクでの法人営業と店務運営】＜28年間＞
◆対顧業務
　・貸出金、預金、内外為取引の推進
　・デリバティブ、社債、シンジケートローン、Ｍ＆Ａ、アセット
　　ファイナンス等の高付加価値ソリューション提案活動
　・海外進出、社内体制構築、事業再生、アライアンス等の支援活動
◆組織マネジメント業務
　・業績目標達成に向けた営業推進体制の構築と牽引
　・案件に係る社内外のステークホルダーとの調整・折衝
　・部下社員の持ち味を活かした指導育成
　・本部新設組織の立上げと定常化

　一橋大学法学部を卒業後都市銀行に入社し、法人向けソリュー
ション営業と組織パフォーマンスの極大化に尽力してきました。
セカンドキャリアは新しいことに挑戦したいと思い、技術者とし
てものづくりに携わることを目指し組込みシステムの職業訓練や
情報処理技術の学習を継続しています。
　銀行職務の中で鍛えた企業分析・将来予測、償還能力検証など
の分析思考力や情報収集・交渉活動・部下育成などで磨いたコ
ミュニケーション力には自信があります。分野が変わってもこれ
らを活かし、新しいスキルも吸収して仕事で貢献して参ります。

◆普通自動車第一種運転免許
◆一種外務員資格
　（日本証券業協会）
◆内部管理責任者資格
　（日本証券業協会）
◆基本情報技術者試験
　（独立行政法人情報処理推進機構）

受験予定
◆2023年4月 応用情報技術者試験

組込みものづくり科

　(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



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

 04MOHP13 埼玉県川越市 53

 
製品製造・加工処理、
機械組立、
機械整備・修理、
製品検査、機械検査、
生産設備、生産関連・生産類似

（電気・電子・通信機器等組立・
修理、電気・電子・電気通信の
開発製造技術者など）

【ソーナー関連装置など通信・電子機器の製造技術者として従事】
①製造・検査フォロー業務
②維持設計業務（指示書・製造図面・仕様書・手順書の作成改版、製造
造中止部品変更・低コスト化に伴う仕様変更設計など）
③保守・保全メンテナンス業務（社内にて装置の分解・清掃・専用試験
機・汎用測定・計測器を用いた動作確認・検査・整備・トラブルシュー
ティング・部品手配・前加工・プリント配線基板の実装・はんだ付け作
業・部品交換・製造図面に従い電子機器の組立て配線・ハーネス加工、
社外・得意先にて装置の定期整備など）

・「ものづくり」の業種で特色・特徴・製品に魅力を感じる企業
で、電子機器組立て・検査・保守・保全・修理エンジニアとして
働きたい。・各部門・部員（個人）のチームワークによって「も
のづくり」が完成し、人との関わりの必要性を実感してきまし
た。・各工程プロセス・次工程の作業を意識した、丁寧かつ効率
的な業務を心がけてきました。・職業訓練で習得した【組込みシ
ステム開発技術】の基礎スキルを利用・応用し「ものづくり」に
役立てたいと思っております。・趣味:オーディオ・アクセサリー
音質比較など日頃から楽しんでいます。

・普通自動車第一種運転免許
・高等学校教諭一種免許
・３級電子機器組立て技能士
（今年度、取得を目指し受験中）

 04MOHP14  埼玉県上尾市 40

 製造・施工業務
トラックの一次架装やキャンピングカー
の製造など経験を活かせる関連業務

【トラックの一次架装】（8年間）
フレームの延長短縮など溶接や切断
エンジンやキャビンの脱着
ブラケット類などの部品の作成、加工・塗装･取付
電気ハーネスの作成･取付
ブレーキチューブの座標取り・作成･取付
補器類の移設
工場内での車両の移動やフォークリフトの運転
平ボディー架装
試作車の販売組み換え　　　など
【キャンピングカーの製造、修理】（7年間）
キャブコンの内装担当全般
家具の加工、脱着や電気ハーネスの組込み
昇降盤、ジグソーでの木材加工
木材への生地貼り、壁紙、フロアマット貼替
新人教育、部品の発注、在庫管理

前職ではキャンピングカーの製造を行っておりました。当初は内装担当
として家具の加工、取り付けやソーラーパネルやトイレの取り付け、電
気ハーネスの組込み、壁紙貼りなど内装全般を担当していました。後に
検査、修理担当となり、クレームやトラブル対応を含めた車両全般の作
業を担当する事となりました。新人教育や工程管理、部品の在庫管理も
行っていた経験も役に立て、新たな業務にも貢献していければと考えて
います。

大型自動車第一種免許
大型自動二輪車運転免許
けん引自動車第一種免許
大型特殊自動車免許
フォークリフト技能講習修了
ガス溶接技能講習修了
アーク特別教育講習修了
危険物乙種4類取扱者免状
二級ガソリン自動車整備士
二級ジーゼル自動車整備士

 04MOHP15 埼玉県草加市 27

 　・プログラマ
　・システムエンジニア
　・組込みエンジニア
　・回路設計・開発技術者
　・CADオペレータ

接客業(２年９か月)
　・サービスカウンター業務・お客様対応、クレーム処理
　　接客、レジ業務、金銭管理
　・販売促進・POP作成、品出・陳列

製造業(３か月)
　・CADを用いた図面作成、メール・電話での依頼受付
　・現場作業指示書作成
　・電話対応

医療事務(２年半)
　・受付、入力、会計、書類作成、入荷伝票処理、患者様対応
　・調剤補助、薬のピッキング、一包化業務
　・商品在庫管理、勉強会、商品資料取寄せ
　・マニュアル作成

以前２次元ＣＡＤ／３次元ＣＡＤを学び短期間ではありますがも
のづくりに関わる仕事をしておりました。またCADだけでなく、組
込みシステムを学び更に深くものづくりに携わるエンジニアにな
りたいと思っています。
これまでコミュニケーション能力、行動力を強みとし、意見の提
案や業務内容の改善・効率化、またお客様へ積極的にお声掛けを
行い不備や不明点がないかを確認し安心して任せていただけるよ
うに努めました。
未経験の分野の挑戦ではありますが、今までの経験を活かし、常
に学ぶことを怠らず精進してまいりたいと思います。

日商簿記3級
秘書検定2級
普通自動車第一種免許(AT限定)
技能検定３級(電子機器組立て)を受験
中

 04MOHP16 埼玉県志木市 32

 
・プログラマ
・システムエンジニア
・カスタマーサポート
・組込みエンジニア
・回路設計・開発技術者
・電子機器組立
・検査オペレータ
・保全・修理エンジニア

[フレンチレストランホールサービススタッフ]（3年間）
・接客、給仕
・皿洗い
・調理補助
・顧客データの作成管理
[イベント会場での音響・照明設備のオペレーター]（4年間）
・結婚式場、披露宴会場での音響・照明設備の設置
・披露宴での音響・照明設備の操作
・コンサートホールなどの機材搬入出

モノづくりに興味をあり、大学では、伝統工芸とプロダクトデザ
インについて学んできました。現在は、ポリテクセンター埼玉で
組込み技術の勉強をしながら求職活動に取り組んでいます。ま
た、国家検定電子機器組み立て3級の資格受験に向けて勉強中で
す。
自身の長所は、人と人とのつながりなどコミュニケーションを大
事にすることで、円満なコミュニティの形成に努めていいるこ
と。日々の中で、現状の課題、改善の余地を探し、その問題に取
り組むことでよりよい環境を目指すことを心掛けていることで
す。

普通自動車第一種免許

組込みものづくり科

　(照会期間：公開日～５月末日)

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 希望職務 主たる職務経験 アピールポイント 資格・免許

 04MOHP17 埼玉県川口市 34

 ・システムエンジニア
・組み込みエンジニア
・プログラマ
・電気機器組み立て
・インフラエンジニア
・電子機器組み立て

[カメラの店舗スタッフ](１年半)
①接客、レジ業務
②フィルム、デジタルカメラの現像
③証明写真撮影など
[老人ホームの介護スタッフ](約１３年）
①新人スタッフの指導
②業務マニュアル作成、更新
③シフト表作成
④イベントの司会、連絡調整など

自身の手でものづくりに携わり仕事をしたい考え現在訓練を受講
しています。訓練を通じてプログラミングにも興味があります。
私の強みとしましては個人を尊重して、職員、家族、利用者との
会話の使い分け方、人手不足な職種であるため少ない人数で適切
なサービスを提供するためにひとりよがりな解決にならないよう
に業務改善の提案、作成などです。

・普通自動車第一種免許
・介護福祉士登録証

 04MOHP18 さいたま市南区 45

 ・組込みエンジニア
 ・プログラマ
 ・回路設計・開発技術者
 ・システムエンジニア

【海運業の団体職員】(2年間)
①船舶機関室での火災探知機の最適配置の研究

【行政機関の技術系総合職】(17年間)
①電気事業法、原子炉等規制法に基づく検査
②電力会社、ガス会社に対して業務や経理に関する監査
③サーバ、クライアントパソコン(約500台)、ネットワーク機器の常駐SE
を通じた管理
④関東地方の経済動向の調査・分析
⑤課室の人員をマネジメントして課室の仕事をまとめた

　中学生の時、技術の授業でコンピュータを初めて操作して、興
味を持つようになりました。転職の準備で勤務しながら社会人大
学院に3年間通ってプロセッサの基礎研究をしました。具体的には
FPGAの開発ツールでVerilogHDLを使ってMIPS、ARM、SPARCの3つの
命令セットを使ったプロセッサを設計して比較しました。
　大学で学んだコンピュータアーキテクチャ学と、社会人大学院
で学んだ情報科学を基にコンピュータ関係の研究開発職に将来的
に従事したいです。具体的には、組込みエンジニアを希望してい
ます。

・普通自動車第一種運転免許
・実用英語技能検定2級
・高等学校教諭一種免許(理科)
・技能検定3級電子機器組立て（資格勉
強中）

 04MOHP19 埼玉県越谷市 40

 
　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
　ヘルプデスク
　カスタマーサポート

【小売業の店舗スタッフ】(正社員２年４カ月)
・接客(鮮魚部門、レジ部門)
・対面販売、売場づくり
・魚の捌き方
・金銭管理　・シフト作成
・パートタイマー、アルバイトへの教育

【調剤薬局事務】(正社員６年１０カ月)
　　　　　　　　(パートタイマー７年)
・処方箋受付入力　・一般用医薬品販売
・患者対応　・電話対応
・備品発注　・調剤補助(ピッキング)
・書類作成（Word・Excel）
・官公庁への書類提出
・オンラインレセプト業務
・中途入社従業員への教育

学生時代のアルバイトから前職まで接客、患者対応に従事して参
りました。コミュニケーションを通して業務に従事する中で知識
や技術を身につけ自分が皆様にとって頼りになる存在になりたい
と思うようになりました。
現在ポリテクセンター埼玉の組込みものづくり科で電気理論、ア
ナログ・ディジタル回路、プリント基板設計、はんだ付け、C言語
プログラミングを１から学んでおります。
未経験ではありますが、向上心を持って業務に邁進して参りま
す。

実用英語技能検定準２級
日商簿記検定３級
普通自動車第一種運転免許(AT限定)
登録販売者
宅地建物取引士

 04MOHP20 さいたま市緑区 45

 電子機器組立
 製品修理・サポート・保守
 回路設計・開発技術者
 企業経理・総務

・税理士補助（資産税、所得税）９年間
①相続税、贈与税申告における財産評価
②相続対策の立案、財産診断書の作成
③所得税申告における収支計算
④研修、セミナー資料等入力・作成

・税理士補助（法人税・消費税・所得税）７年間
①顧問先巡回、会計資料収集、証憑整理
②法人税、所得税申告における会計入力
③消費税申告のための仮計算
④年末調整、法定調書作成、償却資産申告

担当顧問先を持った際に数社製造業の申告に携いましたが、高齢
で後継者がなく廃業したり、細々と親類で業務を行っているなど
地道にものを作る事の尊さは次第に色あせて来ていると目に映っ
た。このため自分がものづくりの現場に立てたならと考え、職業
訓練６ヵ月コースを受講。
電気・半導体、電子機器の基礎から回路設計、はんだ付けによる
実装。組込み制御用としてＣ言語プログラミングなど一連かつ幅
広い知識・技術の習得を目指して学んでいます。
未経験からのスタートとなりますが、経理もできる職工として活
躍できればと思います。

日本商工会議所簿記検定試験２級
普通自動車第一種運転免許

令和５年３月
建設業経理士検定試験２級受験予定

組込みものづくり科

　(照会期間：公開日～５月末日)

Administrator
スタンプ

Administrator
スタンプ


