こんな業務ができます

【 電気設備技術科 】
番
号

D1

D2

希望職種

電気技術
電気工事
建物施設の管理
居住施設の管理
配送

ビルメンテナンス
電気工事

就職希望地

茅野市
諏訪圏
岡谷市

電気工事、電気通信工事、電気関係製造、ビルメンテナンス、工場等の電気保全業務 等

性 年
別 齢

住 所

希望賃金
（万円）

調理・配達（８年９ヶ月）
男 57 茅野市

20～24 調理（１３年６ヶ月）
調理・接客・販売（５年２ヶ月）

松本市・山梨県

松本市周辺

男 35 松本市

D3

D5

設備管理
電気工事
電気通信工事

修了日：令和元年9月27日

（松本以外で
男 26
も県内外問わ
ず可能）

松本市
塩尻市
安曇野市

松本市

男 26 松本市

免許 ・ 資格

アピールポイント

調理師として勤務する中で、て貢献できるようよく
働き、、学んできました。結果としてベーカリーレ
ストランでは料理長を経験し、日経レストラングラ
中型自動車免許、調理師免許、
ンプリでは優秀賞をいただきました。与えられた
普通救命講習修了証、第二種電
仕事に対し、真面目に前向きに取り組みます。今
気工事士（取得予定）
後は現在職業訓練で身に付けた技能、技術を活
かし、電気関連の職種に就きたいと考えておりま
す。

20～

ＮＣ旋盤での金属加工（１年
７ヶ月）
総合小売業にて中古品の買
取・販売（６年）

20～

幅広い年代の人と接する仕事をしていたので、コ
ミュニケーション能力には自信があり、前職にお
学習塾にて指導、ＰＣ設定、事
原動機付自転車免許、普通自動 いても高い評価を受けておりました。学ぶことが
務（９ヶ月）
車免許（取得予定）、第二種電気 好きなので、資格取得にも積極的に取り組んで
日帰り温泉施設にて接客、清
工事士（取得予定）
います。現在職業訓練を受講し電気の知識・技
掃、事務（１年３ヶ月）
術を身に付けることにより、未経験の分野に飛び
込んで行けるという自信につながりました。

17～

EC部門での商品の梱包・
お客様対応、店舗での商品陳
普通自動車免許（ＡＴ限定）、第
列・接客（３年５ヶ月）
二種電気工事士（取得見込）
ガスメーターの部品加工及び
検査（１０ヶ月）

松本市
電気関係
通信関係

経験職種

どうすれば効率よく働けるかを考えながら仕事を
普通自動車免許、第二種電気工 するようにしています。前職では、複数台の機器
事士（取得予定）
を動かしていましたが、納期の遅れなどは一度も
出しませんでした。

・ていねいな仕事をするよう心掛けています。
・困難な仕事でも粘り強く取り組みます。

令和元年7月25日現在
ポリテクセンター松本

こんな業務ができます

【 電気設備技術科 】
番
号

D7

希望職種

工事等設備管理・保全
製造

修了日：令和元年9月27日

就職希望地

安曇野市
池田町
松川村

電気工事、電気通信工事、電気関係製造、ビルメンテナンス、工場等の電気保全業務 等

性 年
別 齢

住 所

男 38 安曇野市

希望賃金
（万円）

21～

経験職種

倉庫業にてフォークリフト作業
（８年９ヶ月）
タクシードライバー（４ヶ月）
食品の製造、出荷、回収品の
廃棄（２年６ヶ月）

免許 ・ 資格
普通自動車免許、大型自動車第
二種免許、危険物取扱責任者乙
種全類、２級ボイラー技士、１級ボ
イラー技士（試験のみ合格）、毒
物劇物取扱者、エックス線作業主
任者、医薬品登録販売者、水質
関係第1種公害防止管理者、
フォークリフト運転技能講習修
了、介護職員初任者研修修了、
特定化学物質及び四アルキル鉛
等作業主任者技能講習修了、酸
素欠乏・硫化水素危険作業主任
者技能講習修了、鉛作業主任者
技能講習修了、有機溶剤作業主
任者技能講習修了、低圧電気取
扱業務特別教育修了、石綿作業
主任者技能講習修了、粉じん作
業特別教育修了、ガス溶接技能
講習修了、アーク溶接特別教育
修了、自由研削といし特別教育
修了、動力プレス金型取り付け特
別教育修了、玉掛け技能講習修
了、高所作業車運転技能教習修
了、建設業等における作業者の
ための熱中症予防教育修了、食
品衛生責任者養成講習会修了、
産業用ロボットの教示および検査
等の業務特別教育（学科）修了、
廃棄物の焼却施設に関する業務
（ダイオキシン類）に係る特別教
育修了、はい作業主任者技能講
習修了、高圧ガス製造保安責任
者（冷凍機器３種）、第一種衛生
管理者・衛生工学衛生管理者
（取得予定）

アピールポイント

学生時代に空手を習っていたことにより、目標達
成に向けて本気で取り組むことができます。今後
は自身が持つ資格等を活かし、さらなる成長を実
感することができる仕事に就きたいと思います。

令和元年7月25日現在
ポリテクセンター松本

こんな業務ができます

【 電気設備技術科 】
番
号

D8

D12

D14

D15

希望職種

電気工事
電気関係

電気工事
機械保全・保守
機械設計

電気工事
ビルメンテナンス
消防設備工事
鉄道電気工事
電気関係製造

電気保全業務
ＰＬＣ設計
消防設備

修了日：令和元年9月27日

就職希望地

電気工事、電気通信工事、電気関係製造、ビルメンテナンス、工場等の電気保全業務 等

性 年
別 齢

住 所

上伊那地区 男 32 上伊那郡

自宅から30分程
の松本市・
安曇野市・山形村

男 45 松本市

希望賃金
（万円）

塩尻市
岡谷市

男 46 塩尻市

男 46 上伊那郡

免許 ・ 資格

アピールポイント

22～

役場にて
真面目な性格で、任された仕事は最後まで責任
下水道の維持管理（２年１ヶ月）
普通自動車免許、第二種電気工 を持ってやり遂げます。また協調性があるので、
体育イベントの運営（１年）
事士（取得予定）
周りとコミュニケーションを取りながら仕事に取り
住民票、戸籍等の管理・発行
組みます。
（４年）

25～

養鶏業にて
農場長として従業員の労務管
性格は穏やかで協調性があり、前職で２０代から
理、鶏の飼育、建物の管理、コ
７０代の方々と働いていたので、様々な年代の人
ンベアに関する機械の保全・ 中型自動車免許（８ｔ限定）、大型
に合わせた接し方が出来ます。農場の責任者の
修理(１０年５ヶ月）
自動二輪車免許、第二種電気工
経験から、人や物事など全体の動きを捉え臨機
鶏の飼育、餌の注文・在庫管 事士（取得予定）
応変に効率よく仕事に取り組むことができます。
理
機械保守・保全の経験があります。
コンベアの修理補佐（１１年６ヶ
月）

19～

接客、サービス（１７年７ヶ月）
機械の分解や組立が好きで、何事にもじっくり取
結婚式場内でのサービス、レス 中型自動車免許、大型自動二輪 り組みます。長年接客業に携わってきたので、コ
トラン業務（８年３ヶ月）
車免許、調理師免許、第二種電 ミュニケーション能力があります。現在、職業訓練
レストランでの調理業務（４ヶ
気工事士（取得予定）
で電気の技能や知識を身に付け、電気関連職種
月）
への就職を目指しております。

東京都

塩尻市
松本市

経験職種

20～

機械オペレータ（３年）
配送業務（３年）
普通自動車免許、フォークリフト
金属加工オペレータ、メンテナ
運転技能講習修了、小型移動式
ンス（５年１ヶ月）
クレーン運転技能講習修了、玉
生産管理業務（６年１１ヶ月）
掛け技能講習修了

これまで製造業に携わってきて、自分自身の性
格にも合っていると思いますが、更に多様なもの
づくりに対応していけたらと考え、現在職業訓練
にて電気の知識、技能を身に付けております。何
事にも真面目に取り組み、これまでの経験を活か
して前向きにチャレンジしていきます。

令和元年7月25日現在
ポリテクセンター松本

