人 材 情 報 № 410

組込みシステムエンジニア科

【
番 コード

マイコンや電子回路の知識、ＣとJava言語によるプログラミング、Android端末アプリ開発等を学び、グループワークに
より組込みシステム開発を修得します。

希望職種
Ｗｅｂ系エンジニ
ア、プログラマ

1

希望地 年齢

現住所

沖縄県
中部

3738

25

6027

25

1611

29
ＩＴ関係の仕事、
ネットワーク関係

4

5

6

31

6593

プログラマ（組み込 沖縄県
み、Ｗｅｂ、スマホア 本島全域
プリ）

8018

システムエンジニ
ア、総合職、営業
職、ＩＴエンジニア

24

沖縄市

普段からトレーニングをして体力があるので、長時間の
仕事でも集中力を持続することができます。最初は人見
知りをしますが、明るい性格なのですぐに皆と仲良くでき
コミュニケーションが取れます。

浦添市

税理士補助（半年）、一 普通自動車運転免許、日商簿記2級、全経簿記上級、情報処理（表計算）2級、
般事務（3年）、警備員（1 ワープロ2級、電卓1級
年）
【取得予定】ＩＴパスポート

私は仕事をする上で「思いやり」の心を大切にしていま
す。常に相手が何を思っているのか考え、親身になって
人と接する事を心掛けています。また「忍耐力」に自信が
ありどんなことにも一生懸命取り組みます。

読谷村

電気工事士（1年）、工場 普通自動車免許（MT）、高所作業者、アーク溶接、工業高等学校教員免許
派遣員（1年）、情報教育 【取得予定】ITパスポート、電気工事士2種（学科合格）
小学校支援員（4年）

私は日々、新しいことへのチャレンジを心がけています。
ＩＴ関係の仕事に就けるよう毎日勉強に励んでいます。初
心忘れず一つづつ理解することに心がけて仕事に繋げ
るよう努力します。

制御ソフト設計・検証
（9ヵ月）

前職では主に制御ソフトの保守業務を行っていたので、
基本的なパソコン操作や集中力には自信があります。将
来はプロジェクトチームをまとめられるような人材になり、
企業に貢献していきたいと思います。

8

7439

プログラマ、SE（シ 沖縄県
ステムエンジニ
本島内
ア）、テスター
プログラマ

9

3215

沖縄県
本島内
東京都

34

浦添市

24

うるま市

35

浦添市

30

名護市

プログラマ、システ 沖縄県
ムエンジニア
中・南部
10 6446

27

普通自動車運転免許（MT）、普通自動二輪免許
【取得予定】ITパスポート

普通自動車運転免許
【取得予定】ＩＴパスポート

沖縄県

全国
海外

1313

Tel 098-936-9222
セールスポイント

土木作業・手元（1年2ヵ
月）、防水工事（2年1ヵ
月）自動車工場（3年）

アプリケーション開 沖縄県
発
中・南部
7

免許・資格等

経験等

宜野湾市

全国

4813

（平成31年4月3日 入所 ～ 令和元年9月30日 修了）
沖縄職業能力開発促進センター

私はこれまで主に携わってきた製造業で学んだ、モノ作
りの苦労や経験、人とのコミュニケーションの大切さを生
かし仕事に貢献し、常に自分のスキルアップと知識の向
上を心掛けながら仕事に関わりたいと思います。

プログラマ、エンジ 沖縄県
ニア
中・南部
3

】

パン製造（3年）、工場勤 普通自動車運転免許
務（3年）
【取得予定】ＩＴパスポート、基本情報技術者、オラクル（データベース）

Ｗｅｂエンジニア（Ｗ 沖縄県
ｅｂの管理や保守） 中部
2

作成年月日：2019/08/23

沖縄県

営業（４年４ヵ月）、事務 普通自動車運転免許、ＩＴパスポート
約11年の職務では、役職もいただき責任を持って様々な
補助（2年）、ネット通販 【取得予定】基本情報処理技術者、ＭＯＳ（エクセル）、ＭＯＳ（ワード）、普通自動 業務を経験しました。半年～1年程であれば県外での勤
（5年）、接客（3年2ヵ月） 車運転免許（MT）
務も可能なので、前向きに努力行動する事でしっかりと
成果を出し、利益につなげるよう会社と社会に貢献しま
す。
人材派遣コーディネー
普通自動車運転免許（MT）
前職では100名規模の登録ｽﾀｯﾌの管理を行った経験か
ター（3年7ヵ月）
【取得予定】ＩＴパスポート
らｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ力や相手への気配りを身につけました。何
事も真面目に取り組み、忍耐強い事が私の強みです。
生活を豊かにするアプリを作る事が夢です。
飲食（1年）、倉庫作業（5 普通自動車運転免許（MT）、英検準二級、危険物取扱者（乙種第一・第二・第三・ 長所である真面目さ、努力することができることを生かし
年）、自動車整備（4年）、 第四・第五・第六類）、低圧電気取扱業務に係る特別教育修了証、2級ｶﾞｿﾘﾝ自動 仕事に対して最後まで責任を持って取り組むことが出来
板金塗装（1年1ヵ月）
車整備士、2級ｼﾞｰｾﾞﾙ自動車整備士、自動車検査員、消防設備士乙種第六類、 ます。就職できれば、今まで無かった物、あれば便利な
ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ運転技能講習修了証
物を開発したいと考えています。
【取得予定】ＩＴパスポート
飲食店接客（3年）、レ
普通自動車運転免許（MT）、Ｗｏｒｄ文書処理技能認定試験3級、Ｅｘｃｅｌ表計算処 私の長所は物事に臨機応変に対応できる点です。前職
ザーショップ業務全般（3 理技能認定試験3級
で他と被らない製品を作って欲しいと頼まれた際、デザイ
年）、自動車系部品工場 【取得予定】ＩＴパスポート
ン、設計、製作とお客様のご要望を受け納得のいく物を
（商品の組付け）（4年）
完成させることができました。
飲食店調理（1年7ヵ月）、 普通自動車運転免許、英語技能検定3級、数学技能検定準2級、ＩＴパスポート
コンビニレジ（1年9ヵ
【取得予定】基本情報処理技術者、応用情報処理技術者
月）、介護施設事務・介
護員（3年5ヵ月）

※免許・資格等の（）内は修了時点での取得可能な資格です。 ※年齢は、帳票作成時の年齢です。

訓練を受けてプログラミングへの意欲が高まり自信もつ
きました。自分が作ったサービスで多くの方に喜んで頂
ける様努力していきます。音楽学校を修了しているの
で、音楽を使ったサービス等は力になれると思います。

※お問い合わせ先（ 訓練課）
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組込みシステムエンジニア科

【
番 コード

マイコンや電子回路の知識、ＣとJava言語によるプログラミング、Android端末アプリ開発等を学び、グループワークに
より組込みシステム開発を修得します。

希望職種
システムエンジニ
ア、プログラマ

希望地 年齢
沖縄県
中・南部

11 9378

12 4835

現住所

22
プログラマ、システ 沖縄県
ムエンジニア、IOT 南部
エンジニア

28

34

豊見城市

糸満市

SE、IT関連の仕事 沖縄県内
全域
14 8760

15 8033

プログラマ、システ 沖縄県
ムエンジニア、テス 本島内
トエンジニア
システムエンジニ
ア、システム開発

31

うるま市

32

那覇市

プログラマ、システ 沖縄県
ムエンジニア
中・南部
17 8813

18 4110

19 7979

28
IOT関連プログラ
マ、スマートフォン
アプリ開発

沖縄県
中部

プログラミング、シ
ステムエンジニア

沖縄県
中部

35

普通自動車運転免許、ＩＴパスポート
【取得予定】基本情報処理技術者、3級ファイナンシャルプランニング

人への思いやりがあり、完璧主義で徹底的にやる向上
心を生かして、人の役に立つ仕事がしたいと考えていま
す。そして、仕事を通して技術を習得し人間としても成長
していきたいです。

プレス金型部品加工及
びCAD・CAM（4年）設
計・開発及びCAD・CAE
（1年）

普通自動運転免許、大型自動二輪運転免許、玉掛け技能講習修了証、フォーク
リフト運転技能講習修了証、修習技術者（工学院大学工学部機械工学科JABEE
技術者教育プログラム修了）
【取得予定】ITパスポート、基本情報技術者

私が仕事をする上で大切にしている事は、「改善」です。
前職での製造現場や、設計・開発では様々な改善が求
められました。この経験から、何か少しでも改善できるこ
とはないかを考えることができます。

物流倉庫作業員（11年 普通自動車運転免許、基本情報技術者試験
1ヵ月）、自動車部品工場
生産職（3年7ヵ月）

31

普通自動車運転免許（MT）、ＩＴパスポート

IT業界の仕事は未経験ですが、基本情報技術者試験の
資格を持っているのでITの基礎的な知識があります。現
在、個人でｱﾌﾟﾘ開発をしています。将来は、ｱｲﾃﾞｨｱを提
案してｻｰﾋﾞｽを立ち上げることの出来る人材になりたいと
思っています。
長所は真面目で丁寧な所です。仕事でもそれらを大切に
しており、調理師だった前職ではディナーのメイン料理を
丁寧に作らせてもらったことがあります。今後の目標は
他企業に喜ばれるシステムを開発したいです。

テストエンジニア（10年） 普通自動車運転免許(MT）、表計算1級、ワープロ検定準1級、電卓検定1級、
ホームページ作成検定1級、Ａｃｃｅｓｓビジネスデータベース技能検定3級、Ｐｏｗｅｒ
Ｐｏｉｎｔプレゼンテーション技能検定初級、ＩＴ活用能力検定3級、全経簿記3級
ＩＴパスポート

前職のテストエンジニアの経験から、細かな実績をコツコ
ツ積み上げることを得意としています。また、日頃から
「どうすれば今より仕事が楽になるか？」を考えながら改
善や効率化に取り組んでいます。

経理事務（5年8ヵ月)、接 普通自動車運転免許、日本語ﾜｰﾌﾟﾛ技能標準試験1級、表計算技能標準試験1
客・サービス業（4年）
級、簿記検定2級、英語検定2級、所得税法能力検定3級、法人税法能力検定3
級、消費税法能力検定3級 【取得予定】ITﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ、基本情報処理技術者、
Oracle Certified Java Programmer、エンベデッドシステム

私は人とのコミュニケーションが好きで誰かに喜んでもら
えるよう創造した仕事や、クライアントの課題解決に繋が
るシステム開発に携わり、会社に貢献できるような人材
になれるよう日々自己研鑚に励んでいます。

接客サービス（4年)、一
般事務（1年）

普通自動車運転免許、日本語ワープロ検定3級、ＩＴパスポート
【取得予定】基本情報処理技術者

常に広い視野を持って物事に取り組む姿勢を大事にして
います。これまで培ってきた経験から、きめ細やかなコ
ミュニケーションでニーズを捉え、的確にチームやお客
様と仕事をこなす事で貢献していきたいと思います。

プリントシャツ製造・販売
（2年）広告・DTPデザイ
ナー（1年）WEBデザイ
ナー（7年7ヵ月）企業内
システム構築（4年）
美容師（5年11ヵ月）、製
造業（2年）

普通自動車運転免許（MT）、ＩＴパスポート、基本情報処理技術者、第4級アマ
チュア無線技士、2級色彩コーディネーター、
【取得予定】応用情報処理技術者、エンベデッドシステムスペシャリスト

前職の経験から、デザインに関する基礎を学びました。
Webフロント、サーバサイド（PHP）には馴染みがあり、
Adobe系のソフトを扱えます。Iot、AI等に用いられる先進
技術に関心があり、日々勉強中です。

普通自動車運転免許、美容師免許、ＩＴパスポート
【取得予定】）基本情報処理技術者

積極的な姿勢で多くを学び、企業に必要とされる人材を
目指します。これまでの経験で学んだ、コミュニケーショ
ンの大切さを意識し、携わる方達と円滑に楽しくお仕事を
していきたいと思います。

那覇市

うるま市

Tel 098-936-9222
セールスポイント

接客・販売（3年）

那覇市

沖縄県
中・南部

16 7388

（平成31年4月3日 入所 ～ 令和元年9月30日 修了）
沖縄職業能力開発促進センター

免許・資格等

経験等

調理師（2年）一般事務
（6ヵ月）研究員（6ヵ月）
27

】

宜野湾市

プログラマ、システ 全国
ムエンジニア
13 3610

作成年月日：2019/08/23

うるま市

※免許・資格等の（）内は修了時点での取得可能な資格です。 ※年齢は、帳票作成時の年齢です。

※お問い合わせ先（ 訓練課）

