ＣＡＤ・ＮＣ技術科
(照会期間：公開日～１１月末日)
住所

01CN0402

01CN0403

年齢

平成３１年度４月入所生
希望職務

機械加工（マシニングセンタ、NC旋
盤）を希望しています。

主たる職務経験

・鋳物（床上操作式クレーンを使った中子、塗装）
・NC旋盤見習い（チップ交換、ツメの取り替えなど）

埼玉県川口市

25

埼玉県さいたま市

①汎用フライス盤を用いての金属（鉄・アルミ・ステンレス等）
切削加工
②コンビニエンスストア店員
機械加工
30
③品質管理業務、汎用スリッタのオペレータ（極薄の絶縁体・導
（ＮＣ旋盤、マシニングセンタなど）
電体フィルムの塗工・張合わせ・スリット業）
品質検査、製品検査、仕様書・手順書の作成、クレーム対応、環
境調査

01CN0407

01CN0408

アピールポイント

資格・免許

マシニングセンタ等を使った機械加工ができるようになるために
訓練を受けています。訓練では、製図・２次元CADなど１番で描い
ていました。体力面では、小・中・高校と野球をしていたのもあ ・床上操作式クレーン
り今でもやっています。そして、訓練校に行く時は、往復１７キ ・玉掛け
ロを自転車で通っています。訓練終了後は、すぐに工員として働
けるように日々努力しています。

・普通自動車運転免許（AT限定）
・Microsoft Office Specialist Word
2010
・Microsoft Office Specialist Excel
2010

前職では機械加工を一人で担当していました。
通常の部品製作のほか、緊急注文部品の製作、様々な要因による
部品追加工、治具製作をしておりました。
また、出張先での機械加工も経験しました。
汎用機のみの経験だったため、幅を広げたいと考え、現在ポリテ
クセンターにてNC旋盤やマシニングセンタの基本的知識を学んで
おります。
よろしくお願いします。

中型自動車免許（8ｔ限定）
ガス溶接技能講習
普通自動二輪免許
大型自動二輪免許

埼玉県入間市

■シルクスクリーン印刷オペレーター
・半自動機、機械を使わない手刷りの印刷の両方を行う
・インクのみでなく、糊やクリアコート印刷も手掛ける
NC旋盤、マシニング、ワイヤ放電加工
・印刷を流しながら検査を行う一次検査も担当
等の工作機械による加工を希望致しま
・レギュラー色ではない色が多いため特練で調色
39 す。
・完成品をラミネート機による保護シート貼りやラミネート加
工
通勤は1時間以内を希望します。
・パンチングマシンにてプレス用のガイドパンチあけ作業
・35トンプレス機による打ち抜き加工やハーフカット作業
・加工済み両面テープの張り込み加工

小規模な企業で勤務していたため採用された職種にこだわらず、
人手が足りない部門があればそちらの手助けのためにあらゆる業
務を幅広く手掛けられるように日々努力していました。
金属加工の実務経験はありませんが、長年製造業に従事していた
ためそちらの経験も生かしながら訓練で学んだことをもとにさら
に新たな努力をしていければと思います。

中型自動車第一種運転免許（8t限定）
普通自動二輪車免許
大型自動二輪車免許

埼玉県川口市

・グラビアカップロール印刷（二年）
・ステンレス加工（四年）
金属加工を主に製造全般
造管機、パイプ成形機を使用してステンレス製品（主に建材）を
製造していました。
37
通勤時間はなるべく一時間以内を希望 ・プレス加工（四年）
します。
250ｔ ロボットプレス等を使用して主に自動車部品を製造してい
ました。
・フォトマスク製造（六年）

自分が作った製品に価値が生まれ、それが会社の利益になり、自
分の給料になる、というシンプルな構造が好きで、今までの仕事
は全て製造業を選択してきました。これからも、それは変わらな
いと思います。
今まで経験したどの会社でも、幅広い年齢の方々と交流してきた
ことから、コミュニケーション能力には自信を持っています。
自身の適正は製造業にあると自負しているので今後も努力し貢献
したいと思っています。

埼玉県川口市

金属加工業
今訓練中の技能(CAD・NC技術科)と今ま ○板厚3.2～50mm程の高張力鋼(～1200N)の加工
での職務経験両方を生かせる業種を希 ・製缶、溶接、歪修正、ロボット溶接機、NC切断機、新治具類製作
27
望します。
・製造ライン管理、品質保証書管理、各種設備メンテナンス
・海外研修生教育実習担当
※公共交通機関での通勤を希望します。

○A-2F、SA-2F、TN-F、二級構造物鉄鋼
技能士、床上操作式クレーン、移動式ク
レーン運転士
図面通りはもちろんのこと、高張力鋼特有の、設計図面には表れていな
○玉掛け、アーク溶接、ガス溶接、自由研
い、金属特性を意識した作業を心がけていました。
削砥石取換、プレス金型調整、産業ロボッ
他部署と連携し工程改善、新製品立ち上げ、管理も行っていました。
ト教示
○高卒認定、準中型１種（５ｔ）、英検準2
級、漢検3級、数検3級、日赤水安救助員I

埼玉県さいたま市

汎用旋盤・汎用フライス盤
NC旋盤・マシニングセンタ（未経験で 汎用旋盤、汎用フライス盤、ボール盤を使用した部品加工業務
40
す。）
（経験年数１９年）
※ 通勤時間は1時間程度を希望しま
す。

01CN0406

令和元年９月３０日）

●汎用工作機械のオペレータの実務経験を活かせる、汎用性のあ
る知識・技能の習得を目指し、ＣＡＤ・ＮＣ技術課を受講いたし
ました。
●ＰＣの基本操作（メール、Ｅxcel、Word等）を行えます。
●手順書・仕様書の作成経験があります。

機械加工業務を希望します。

01CN0405

（訓練修了日
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普通自動車免許
玉掛け
クレーン運転（5トン未満）
動力プレス機械金型等調整業務特別教
育修了
フォークリフト運転技能講習修了

住所

01CN0409

01CN0410

01CN0411

01CN0413

01CN0414

年齢

希望職務

主たる職務経験

アピールポイント

不動産の営業を3年
製造業を10年
・子供達が遊ぶカードを包装する機械オペレーター（パート・派遣社員の
指導教育、配置決め）
・土木建築用の目地材、深さ調整材、シーリング材などに利用されてい
るバッカー材の作製、カット
どちらとも、生産性・品質の向上に日々取り組んでいました。

職業訓練で金属加工や、NCプログラムを習得出来るよう学んでおりま
す。今までの製造経験も活かしながら、ものづくりに携わっていきたいと
考えています。体力と体調管理には自信があり、少なくても10年間は体
調不良で欠勤した事はありません。前向きな性格で、人の話をよく聞
き、誰とでも共に協力して取り組める性格だと思っております。

資格・免許

埼玉県さいたま市

・金属材料製造、金属機械加工、（NC
オペレーター・マシニング・汎用機械
34 など）
・製造部品などに関わる設計や図面な
どを希望したいと思います。

東京都世田谷区

・機械加工（マシニング・ＮＣ）
29 ・ＣＡＤオペレータ
・ＣＡＤを含む事務職など

埼玉県上尾市

AccessとExcelVBAを業務の中で学び、集計業務の他に集計ツールの
CADオペレータ、またはCADオペレータ 経営に関する各種帳票作成、売上など各種データ集計・加工、マニュア 修正や機能追加など業務の幅を広げました。CADオペレータは未経験 全国商業簿記検定2級、初級システムアド
40
及び事務の仕事を希望しております。 ル作成、メール対応などの業務をしておりました。
ではありますが、職業訓練校で学んだ知識を活かし新しい事にも積極 ミニストレータ試験、Excel VBA ベーシック
的に取り組んでいきたいと考えております。

埼玉県草加市

埼玉県上尾市

・販売業務
・貴金属装身具制作業務
・アクセサリー制作業務

ジュエリーやアクセサリーの販売及び、制作にも携わっていました。
・ジュエリーコーディネーター検定3級
細かい作業なども得意で、長時間続けても苦にならない性質なので、製
・ガス溶接技能講習修了
造に携わる業務でこれらを生かせると考えております。

鍛冶工の業務では精密性を求められる製品の作製はありませんで
したが、出来る限り手作業での品質、見た目にこだわり作業をし
ていました。
フィリピン人実習生の現場での技術指導・安全指導を行い、安全
意識の大切さを学びました。
鍛冶工の業務の中で旋盤加工を見る機会があり、その正確さ、早
さに感銘を受け、私もそのような仕事をしたいと思うようになり
ました。
一日でも早く戦力になれるよう、誇りを持って仕事ができるよう
に現在学んでいます。

・普通自動車運転免許・普通自動二輪
車免許
・小型移動式クレーン運転技能・床上
操作式クレーン運転技能
・玉掛け技能
・ガス溶接技能
・フォークリフト

日本語・モンゴル語の通訳、一眼レフカメラと付属品の翻訳、簡
単な説明書をPageMAKERを製本、工事現場の施工管理写真撮影、工
これまでの仕事の経験と訓練で勉強したＣＡＤやＮＣ工作機の知
事管理写真専用ソフト使って写真集作成、電気ハーネスのサンプ
識を活かせるように頑張ります。
ル作り、内職を振り分け、倉庫管理、ネットスーパーの商品を集
め振り分け、現金のみレジ打ち

運転免許を習得のために教習所に通っ
ています。

金属製品の鍛冶工
・作業指示書作成・ケガキ・穴あけ・バンドソー切断・ガス溶
断・シャーリング切断・ベンダー曲げ加工
・フェーサー開先加工・歪み取り
・組み立て仮溶接・品質管理・製品のトラックへの積み込み
・クレーンオペレーター・クレーン合図者・玉掛け・フォークリ
フト

・NCオペレーター
・汎用旋盤工
35 ・汎用フライス工
・2D・3DCADオペレーター

・ＣＡＤを含む事務職
35 ・ＣＡＤオペレータ
・ＮＣ旋盤、マシニング

・実用数学技能検定準2級
・中型自動車運転免許（8ｔ限定）
・色彩検定
・建築CAD検定3級

住宅基礎の施工（鉄筋組み・コンクリ打ち・型枠組み等）

01CN0415

・設計補助、CADオペレーター
製図・３D製図）
埼玉県加須市

（２D
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油圧ホースの組み立て業務（ゴムホースの裁断・金具の加締め
等）

・金属加工（NC旋盤・マシニングセン
自転車の組み立て業務（ライン作業）
タ・ﾌﾗｲｽ盤・汎用旋盤）

これまでの仕事では「基本作業に忠実に、確認を怠らずに」を
信条に作業して参りましたので金属加工や機械製図の現場でも
その信条を胸に作業し品質向上や生産性UPにつなげて行きたいと
思います。

普通自動車第一種運転免許証

物流倉庫での仕分け業務（商品仕分け・在庫管理）

01CN0416

千葉県野田市

金属プレス加工をしている会社での事務員として勤務
・発注業務
・納期管理・調整・交渉
・書類作成
26
・データ入力
※ 通勤は１時間まで可能です。車通
・在庫管理
勤希望です。
・副資材管理
・梱包出荷
１．金属加工（ＮＣ旋盤、マシニン
グ）
２．ＣＡＤオペレータ
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仕事をする上で、自分が依頼された仕事は 素早く・丁寧に を心
がけていました。前職の事務では、他の社員のサポート役として
事務仕事をこなしてきましたが、希望職種であるCADオペレー
ター・金属加工の仕事としても、正確性を重んじ、慎重に取り組
む姿勢を生かしていきたいと思います。

普通自動車第一種運転免許証

住所

01CN0417

01CN0418

01CN0419

埼玉県越谷市

埼玉県川口市

埼玉県加須市

希望職務

年齢

・CADオペレーター
（設計補助）
32
・金属加工

主たる職務経験
・学生を対象とした集団給食調理を担当（約5000食）
・料理長補佐として従業員への作業指導と衛生指導、上司への意
見の汲み上げを担当
・衛生管理、運営方式が評価され、平成24年度文部科学大臣賞を
給食センターとして受賞
・イタリアンレストランでの調理・フロアを担当

家電量販店で販売員の業務
①販売 来店していただいたお客様各人に合わせた商品のご案
内。
より便利に使用していただくために多くの商品を付随して販売し
2DCAD,3DCADによる図面作成、金属加工 ました。
24 等の仕事を希望します。
②売り場作り 予算達成のための販促活動。
日々変動するインセンティブが高い商品を買っていただけるよう
に、該当の商品を目につく位置におき、さらに、POPや全館放送な
どで販促を行いました。
③接客 お客様一人ひとりの状況や年代合わせた接客を行いまし
た。
・設計補助
・CADオペレーター
・生産管理
27
・マシニングオペレーター

製造業 ８年６ヶ月 マシニングセンターを使用した量産品加
工、汎用フライスを使用した荒加工、製造計画作り
土木作業員

※

01CN0420

埼玉県越谷市

６ヶ月

下準備、作業補助

条件により引っ越しも可能です。

CADオペレーター 設計 営業
CADオペレーターでもお客様と接するこ ①海外の化粧品の飛び込み営業（業務委託）
とができたら嬉しいです。
②パチンコ店ホールスタッフ
28
③ゴルフスクールの受付
子供が2人いるため、車通勤、自宅から ④ピアノ、歌講師
一時間圏内が希望しています。
⑤アパレル販売
自宅は越谷市南越谷です。
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アピールポイント

資格・免許

約9年飲食業界に従事してきましたが、この度キャリアチェンジを
すべく職業訓練校に入所しました。
“食”とはまた違う”ものづくり”で世の中に貢献し、やりがい
を実感できるように日々勉強し、努力していきます。
飲食業界で培った細かな作業や作業動線・衛生管理等の知識を使
い、ミスや無駄のない作業を円滑にできるよう意識して行動して
いきます。

・調理師免許
・栄養士免許
・普通自動車第一種運転免許
・食育インストラクター

前職の販売員では伝達力を生かし仕事を行いました。家電製品の
違いがわからないお客様に特徴が伝わるように、また多くの利益
を出すために他の販売員や協力会社の方と力を合わせて職務に臨
んできました。自分の理解を深めるためにカタログの情報を把握
し、メーカーが開催しているイベントなどに積極的に参加し、多
くの製品を正しく知ることができました。
また、趣味の模型製作では商品化していないキャラクターの模型
を作成しています。このものづくりに対する興味と他者と意見を
交換し合う伝達力を生かし、図面作製、設計補助、金属加工の分
野で活躍したいと思っています。

普通自動車第一種運転免許証（AT限
定）

以前の製造業では、大量生産に携わっていた為、製品品質保持と
計画作りは自信があります。
・普通自動車第一種免許
試作や単品加工に対応する自信と知識が無かった為CAD・NC技術科
を受講し、学んでいます。戦力になるように広く深く知識を得ら ・大型二輪免許
れるよう努めております。
今回の学習を活かし頑張りたいと思います。
・フォークリフト運転技能講習

今まで一貫してお客様に納得していただけるまで妥協しない仕事
を誇りに思ってやってきました。
その姿勢を製図や営業でも活かし、商品としての価値を高めてい
きたいです。

普通自動車第一種運転免許
習字7段
スキーバッジテスト2級

