ＩＣＴエンジニア科
(照会期間：公開日～１０月末日)
求職番号

31IC0201

31IC0202

31IC0203

31IC0205

住所

平成３０年度２月入所生

年齢

希望職務

令和元年８月３０日）
アピールポイント

埼玉県川口市

【営業経験で培ったビジネスコミュニケーション能力】
・顧客の要望をくみ取り、それぞれの顧客に応じたサービスを提
供できるよう心掛けて仕事に取り組んだ。
【金融機関での融資審査・渉外営業・窓口業務】
□希望職種
・法人の経理担当者や決裁権者との面談を通じて、適切な説明・
・決算資料の内容分析を行い、融資の可否を判断する。
・プログラミング制作・開発（PG）
接遇を行う能力を身に付けました。
・審査に必要な稟議書や疎明資料の作成。
・システムエンジニア（SE）
・営業店のメンバーと積極的に情報共有や報・連・相を行い、営
・データベース・サーバーエンジニア ・個人、法人への融資営業活動。個人事業主、法人の経理担当
32
業店の目標に貢献できるよう努めました。
者、法人代表との面談。
□その他希望事項
【目標達成に向けた課題解決力】
・勤務地：埼玉県南部、東京２３区内 ・金融相談会などの営業促進イベントの企画・開催や、新規融資
・営業目標達成に必要な要素を分析し、日々の行動に落とし込ん
商品の開発。
を希望
で実行しました。
・預金窓口での入出金取引、各種口座開設などの接客対応。
【その他】
・土日は民間のプログラミングスクールに通い自己研鑽に努めて
います。

千葉県松戸市

<警備業>
常駐警備として、オフィスビル、マンションの防災センターでの
システム・ソフトウェア開発
出入管理、モニター監視業務、駐車場等の管理、
スマートフォンアプリ開発
シフト表の作成、救急対応等、現場の新人用マニュアルの作成、
35 ゲーム開発等のプログラミングを希望
事案発生時の報告書の作成等。
します。
<飲食業>
店長見習いとして、食材の仕込み、調理、接客、シフト表の作
成、食材、備品の発注等。

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
開発サポート

事務職
塾講師
歯科助手
高校～大学在学中に複数のECサイトの開発・保守のアルバイト経
験があります。その際、perlおよびPHPを用いてショッピング
カート、BBS、問い合わせフォーム、サイト更新システムなどを
自ら作成いたしました。カスタマーの方と直接やり取りをし、要
望をお聞きして整理し、提案を文書でお返しして、実装までを一
人でさせていただいておりました。
当時使用しておりましたPerl4、PHP4は今となっては古い技術で
すが、当時の経験を活かしつつ新たな技術を身に着けていければ
と思っております。

埼玉県さいたま市

34

埼玉県さいたま市

〈飲食店の店舗運営業務〉
プログラマー システムエンジニア
◎副店長業務
特に業務アプリケーション開発に携わ
・事務作業
：発注、在庫管理、シフト作成
りたいです。
・接客サービス
：クレーム対応等
28
・従業員への指導
：従業員が成長できる環境づくり
・店舗改善提案
：安全対策や作業の効率化対策等
条件が良ければ転居可能です。関東以
・従業員採用
：アルバイト採用の面接
外でも大丈夫です。

システムエンジニア、プログラマー

31IC0206

主たる職務経験

（訓練修了日

埼玉県和光市

31
自宅から45分圏内を希望

システムエンジニア（平成22年4月～平成31年7月）
現場配属5ヶ所
①損保 年末調整チーム（オペレーター、テスター）
②損保 統合案件保守チーム（オペレーター、テスター、開発
(COBOL)）
③生保 テナント管理チーム（テスター、開発(VB6.0、SQL)）
④銀行 日銀ネットレベルアップチーム（開発(VBA)、設計、テ
スター）
⑤銀行 企業年金基金チーム（要件定義、設計、開発(VBA、C#、
JavaScript)、顧客先事務サポート）
1/3ページ

前職・前々職共にチームワーク、情報の共有に力を入れて取り組
んで参りました。
IT業界は全くの未経験ですが、新しい物を作り出すことに魅力を
感じています。
日々の講義と自主学習で少しずつではありますが、自身の成長を
実感しています。
8月の訓練終了までの間にJavaの資格を取得し、何らかの成果物
を作りたいと考えています。

資格・免許

【保有資格】
・普通自動車第一種運転免許
・銀行業務検定 財務３級
【取得に向けて勉強中の資格】
・OCJ-P Silver SE 8
・LPICレベル１

普通自動車第一種免許 ITパスポート
秘書技能検定2級 英語検定準2級 自
衛消防技術認定
Java Silver 受験予定

事務を務めていたため、PC作業には慣れております。さらに、訓
練校に通うことにより、IT人材としての基礎を学びました。
また、幼いころから読書に親しんでおり、かつ大学では国語を専
Oracle認定Javaプログラマ資格Silver
修しておりましたため、文章を読み取る力は人並み以上にあるの
勉強中
ではないかと自負しています。
基本情報技術者試験取得
たとえば前職では上司のメール添削なども任されておりました。
未経験ですが、訓練校にてJavaプログラミングの勉強を始めてお
ります。並行して独学にてPythonを学んでおります。

私の強みは包含です。私はうまくチームの輪に入れない、発言し
にくいと感じている仲間を見逃さずチームに引き入れるのが得意
です。この強みは前職で従業員の育成に携わってきたことで、よ
り伸ばすことができたものです。
将来、業務アプリケーション開発を取り組みたいです。前職
で、サービス業の人材不足や超過勤務を身を持って体感しまし
た。人材をすぐに増やすことは不可能です。業務アプリケーショ
ン開発によってこれまで人が時間をかけて行っていた作業を削
減・軽減したいと考え、この訓練を受講しました。

・普通自動車第一種免許
・ITパスポート
・知的財産管理技能検定３級
・Java silver受験予定

システムエンジニアとして8年4ヶ月働いてきた経験を活かしたい
です。
オペレーター、テスター、開発（COBOL、JCL、VB6.0、SQL、
BVA、C#、JavaScript）、リリース、運用保守、
要件定義、設計、週次顧客先打ち合わせ会議参加、システム改善
提案、新規システム提案、顧客先事務サポート、
・普通自動車第一種免許
現場責任者、新人教育担当、IT研究会参加、等を経験、担当して
きました。
訓練を通して、前職では満足に経験できなかったプログラミング
技術を身につけ、さらに活躍できるシステムエンジニアを目指し
ています。

求職番号

31IC0207

31IC0208

31IC0209

住所

年齢

希望職務

31IC0211

<現場でのライン作業>
・組立て加工 ライン作業にて、製品へ薬品投入、製品の検品な
ど
・機械のメンテナンスおよび管理 トラブル時の復帰・修理
・機械部品の発注

埼玉県熊谷市

情報処理技術
・プログラミング制作・開発（PG）
21
・SE
・案件によっては転居も可能

埼玉県川口市

＜法人用ネットワークの設計図面作成業務＞
①L2SW（EdgeSW）の選定
SE、NE、PG、HD等、ITに携わる業務全 ②オーダ確認（設計ポリシーチェック）
般。
③VLAN選定
35
開発から運用・構築、運用・保守等、 ④回線設定に関する認識の擦り合わせ（他部署及び協力関連会
何にでもチャレンジしていきたい。
社）
⑤運用DB管理・更新
"図面生成：社内システム及びMicrosoft Visio"

埼玉県さいたま市

プログラマ
ネットワークエンジニア
24
サーバーエンジニア
営業職等

プログラマー等

31IC0210

主たる職務経験

埼玉県さいたま市

埼玉県さいたま市

29 自宅より1時間程度の通勤を希望しま
すが、案件によっては転居も可能で
す。

・プログラマー
25 ・Androidアプリ開発
・転居可能

飲食業（接客、製造、シフト管理）
営業職（インターネットサービスの個人宅営業、アポイント取
り、連絡事項の中継）
接客業（サービス業の接客）

<測量・地盤改良の調査員>
・地質調査の現場主任
・簡易測量の補助
・各市町村役場で建築に必要となる法令等の調査
・調査内容の報告書作成

埼玉県行田市

26

資格・免許

・前職の機械メンテナンス業務経験を生かして、エラー時の問題
点を出し、さまざまな観点から修理・改善点を考える論理的な思
考ができます。IT業界では迅速な対応が求められるため、私の強 ・普通自動車免許(MT)
みは活かせると思います。
・基本情報技術者 取得に向けて勉強
・IT業界は未経験ですが、情報系の高校でC++・Linxを習得して 中
おり、職業訓練校ではJava言語、独学でUnityを勉強していま
す。

部分的な作業においても、前工程の確認、後工程への伝達が肝要
と前職で学びました。ネットワーク分野に留まらず関連する作業
を体験したいと思い訓練を受講しています。後半はチェッカーの
・ITパスポート
役目を担当していましたので、細かい作業が得意です。コールセ
ンターで個人向けPCの遠隔サポート業務も行っていたこともあ
（現在、CCNAの勉強中です）
り、PC作業は全般的に得意です。訓練を通じ、現在までに行った
内容（ネットワーク、サーバ構築、データベース操作）について
は全て吸収できたと感じます。

元々人と接することが好きなため、コミュニケーションをとるこ
とに対し抵抗がありません。また相手が何を伝えたいか何を思っ
ているのか、意見考えを尊重することを大切にしています。その
為人間関係の構築をスムーズに行うことができました。営業の仕
事ではお客様と営業員の間に入り連絡調整をしていた為、自分で
判断し優先順位をつけて行動することができます。また、剣道、
ダンスをやっていたため、体力面にも自信があります。

普通自動車第一種運転免許（AT限定）
日本剣道連盟二段
ITパスポート 資格取得をめざし学習
中

現地測量結果から道路後退の有無や方法や市町村による法令の解
釈の違いを役所と調整、内容を報告書にまとめる事で論理的思考
・普通自動車第一種運転免許証
が身に付きました。
・ITパスポート
業種は違いますが、日々向上心を持って技術を高める努力をしま
（受験予定）基本情報処理技術者試験
す。

前職は毎日のようにトラブルが起きる仕事でした。機械の故障に ・普通自動車第一種運転免許証
・フォークリフト運転免許
よるトラブルが多く、原因を特定し適切な修理をする
ライン作業の工場にて主に機械のオペレーターをしていました。
ということを繰り返す事で、冷静に状況を把握し適切な処理をす ・情報処理検定３級
作業の内容としては機械の操作、機械のメンテナンスや修理、製
・日本語ワープロ検定２級
る能力が身に付きました。又、トラブルを減らすために
品の検品、フォークリフトの運転、TQC活動等。
助け合う事で協調性とコミュニケーション能力を高める事が出来 ・商業経済検定３級
・電卓実務検定２級
ました。
身体を鍛えることが趣味で、週に２度ジムに通っています。始め ・全商簿記実務検定２級
・基本情報技術者試験勉強中
の頃に比べ自己管理が出来るようになりました。

希望職種はプログラミング制作・開
発。

31IC0212

アピールポイント

プログラマーを志望しています。
営業職（保険代理店 契約社員→正社員）…６ヶ月
Java、Androidのアプリ開発を考えて
サービス業（居酒屋店員 アルバイト）…１年
います。将来的にはシステムエンジニ
前職：サービス業（リユースショップ店員 正社員）…２年
アを視野に入れています。
転勤可能です。勤務地により住居は変
えようと考えています。
2/3ページ

大学では経済を専攻していました。
営業職・サービス業ではお客様との会話が必須な状況でした。ま
た、チームでの活動も多く、協調性があります。
前職では売上のノルマがあり、担当したホビー部門の売り上げは
前年比１．５倍を達成しました。
・普通自動車第一種運転免許（ＭＴ）
今回希望する職種は全く違いますが、前職では毎日ＰＣに触り、 ・ＩＴパスポート
ワード・エクセル・パワーポインタは難なく使えます。
初歩のITパスポート資格を取得した段階であり、Javaを勉強しつ
つ基本情報技術者資格の取得を目指します。
ＩＴ系素人ですが、日々勉強してまいります。

求職番号

31IC0213

住所

埼玉県さいたま市

年齢

希望職務

・社内SE
・Webアプリケーション開発
・業務システム開発
・ヘルプデスク
42
・IT業界での事務業務
・Microsoft Officeインストラクター
業務
・一般事務

情報処理技術
■ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ制作・開発（PG）
■ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（SE）

31IC0214

31IC0215

31IC0216

埼玉県さいたま市

36
【詳細】
法人用業務ｼｽﾃﾑや金融系ｼｽﾃﾑ開発
上記ｾｷｭﾘﾃｨｼｽﾃﾑ開発、運用・保守

埼玉県熊谷市

千葉県松戸市

31IC0218

アピールポイント

資格・免許

・Microsoft Officeインストラクター業務（PC入門、Word・
Excel基礎～MOS/日商PC検定（文書作成）試験対策など）
・受発注、在庫管理、電話応対など一般事務業務
・企業ごとの業務システム、WordまたはExcelやAccess、一太郎
などを用いたOAデータ入力業務
・入院設備のない診療所受付において医療事務業務および医師の
診察補助業務

子どもの頃からものづくりに関心があり、最近はITへの興味が強
く、社会に貢献するシステム開発に携わりたいと強く希望してい
ます。
PCインストラクターの経験からコミュニケーション能力とPCを使
いこなし、業務に活かすことには自信があります。
また、今まで培ってきた知識と経験は幅広い分野でも生かすこと
ができると思います。

・普通自動車第一種運転免許
・MOS Master 2007 （Word、Exceｌ、
PowerPoint、Access）
・MOT 2007
・MCTS (70-680) Windows7,構成
・医療秘書技能検定2級

【職歴】
■大手通信ｻｰﾋﾞｽのｺｰﾙｾﾝﾀｰｽﾀｯﾌ 勤続年数 3年
■金融営業 勤続年数 2年
■事務（法律事務補助、総務、会計） 勤続年数 5年
【現 ICTエンジニア科 訓練受講中】
Linux、Java、webｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ開発（JSP，ｻｰﾌﾞﾚｯﾄ）
LAN構築、MySQL、Webﾍﾟｰｼﾞ作成（HTML5＆CSS3）

現在、業務用ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ開発を志し、訓練時間外もﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝ
ｸﾞ言語を鋭意習得しています。将来的には、以前の職務経験を活
かし、様々なｼｽﾃﾑを企業へ提案できるようなSEを目指していま
す。ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ能力は、ｺｰﾙｾﾝﾀｰと営業で培ったｽｷﾙがある為、あ
る程度自信があります。夜間勤務も経験し、また事務にも5年間
従事しましたので、残業・ﾃﾞｽｸﾜｰｸ共に苦にはなりません。社会
に役立つ新しいｼｽﾃﾑ創りに携わる一員となれるよう、お声を掛け
て頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。

■普通自動車第一種運転免許
■自動二輪車運転免許
■実用英語検定2級
■FP（ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ・ﾌﾟﾗﾝﾅｰ）2級
■簿記3級
■基本・応用情報技術者試験受験予定

＜レンタル建築機械の整備業務＞
プログラマー
・金属の加工、溶接
Webサービス,アプリ開発を希望してい ・クレーン操作
ます。
・フォークリフトの運転
32
・塗装
転居も可能です。
＜建築資材の販売・配送＞
・商品の搬入
・販売価格の設定、見積もり

・プログラミング制作・開発（PG）
・システムエンジニアリング（SE）
・プロジェクトマネジメント
42
・技術営業
※勤務地により転居予定。

埼玉県川口市

主たる職務経験

職業訓練で習得した能力を生かせる
Androidアプリケーション開発、Java
23 言語を用いたwebシステム開発を希望
してます。（Java言語希望）
（転居可能です）

新しい知識や技術を習得したいと思い職業訓練のITコースを受講
しました。疑問に思ったことを積極的に調べ、新しい知識を吸収
することに努めました。職業訓練を通して学んだデータベースや
プログラミングの技術を活かして、アプリ開発をしたいと考えて
います。

・普通自動車第一種免許
・基本情報技術者10月受験予定
・フォークリフト運転免許
・ガス溶接
・玉掛け

【コールセンター管理者】
・TV通販番組の受注オペレーター
・法律事務所の入金管理、督促業務オペレーター
・地方銀行16社のマルチヘルプデスクにてエンドユーザーの電話
サポート、メールサポート業務。
・オペレーターのシフト作成、管理。
・オペレーターからのエスカレーション対応。
・オペレータの応対品質向上業務。
・クライアント企業へのExcel、PowerPointによる月次報告書作
成。

様々な業種のコールセンターにて中間管理職として、
・クライアント企業、オペレーター等、異なる立場の人と人との
間でコミュニケーションをとり円滑に業務を遂行すること。
・チームを作り、チームで業務を遂行すること。
・全く異なる業種でも、柔軟に迅速に対応すること。等を経験し ・基本情報技術者試験受験予定（10
ました。この経験を活かし、
月）
今後、IT業界で活躍できる人材になりたく、現在、職業訓練にて
IT業界の基礎となる知識、技術を身に着けることと並行して、自
主的にRubyとRubyonRailsにてアプリケーション開発を学んでお
ります。

コンビニエンスストア
（接客・品出し・清掃・発注納品・新人育成など）

学生の頃、工業高校で情報通信科に通ってました。そこでパソコ
ン操作の基本、C言語を学び簡単なデータ処理をやっていまし
た。
情報通信系に通っていたのでＷａｒｄ、Excel、PowerPoint等は
一通り習得しています。
７月ITパスポート合格予定
接客業の経験ではサブリーダーをしていたので、接客から新人教
育まで基本的なコミュニケーション能力は身に着けています。
協調性、コミュニケーションを大切に仕事に取り込みたいと思い
ます。
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