デジタルものづくり技術科
(照会期間：公開日～１１月末日)
住所

01DI0401

01DI0402

01DI0404

01DI0405

01DI0406

年齢

平成31年度4月入所生
希望職務

主たる職務経験

（訓練修了日

令和元年9月30日）
アピールポイント

資格・免許

千葉県柏市

・データ入力等の事務
・３ＤＣＡＤを使用した内勤事務
①営業事務（電話応対、注文登録、納期調整、売上差異確認）
・ブリザードフラワー系のインテリア
②総務事務（主に備品管理）
45 業務（関連業務）
③資金管理（現金、出納帳管理）
④データ登録業務
※通勤時間は自宅から１時間圏内を希
望しています。

私は現状に満足せず、常に改善を考えながら仕事をしてまいりま
した。直近の職場では日々業務ボリュームが変わるため、どうの
ように進めれば残業をせず定時で上がることができるかを考え、
派遣さんに指示をしながら仕事をしていました。現在は物をつく
る仕事に就きたいと考え訓練を受講しています。私は３ＤＣＡＤ
の経験がないため授業は難しいですが、訓練後は学びながら業務
に携われたらと思っています。また人とコミュニケーションを取
るのが好きなため、訓練校では様々な経験・年齢の方と出会え良
いとても経験になっています。

埼玉県越谷市

・技術営業職
特に発泡体業界での
営業経験が長い（10年以上）為、各種
発泡品（ウレタンフォーム、PEフォー
48
ム、ゴムスポンジ等） 関係をの技術
営業職を希望しています。
・ＣＡＤオペレーター

・長年（約20年）に亘る営業経験に製図（CAD）の知識を組み合わ
せてよりお客様のニーズに沿った製品を設計、受注
しやすい
提案営業が出来ます。・日商簿記1級の学習で学んだ「原価計算」 ・普通自動車第一種免許
を活かし競合他社より受注しやすいコストベースでの営業が出来 ・日商簿記2級
ます。・顧客及び協力業者様とのコミュニケーション作りに注力 ・宅建士
した営業の進め方が得意な為、 人脈を活かした新規受注及び新
規顧客の開拓が出来ます。

埼玉県狭山市

・和食店（ホールスタッフ）→接客対応、ドリンク作り、ウェイ
ター、レジ、発注、アルバイト、開店から閉店まで
・3DCAD、3Dプリンタを活用した企画開
体力、正確さ、要領、対応力などを鍛えられました。
発、デザイン
・飲食店、百貨店、小売り店などの接
・テレビ制作事業（アシスタントディレクター）→民放の番組、
客サービス、販売
27
制作に関わる雑務全般
・ＷＥＢライター、デスクワーク
アイドル、スポーツ、健康、バラエティ、料理など。
・WEBの技術を扱うサービス
台本刷り、小道具準備、カンペ用意、飲み物お菓子の買い出し、
・仮想通貨、ブロックチェーンなど新
編集所、収録、納品
興技術を取り入れたサービス
タレントやスタッフなど、いろんな人から、知らなかった世界を
学ばせてもらいました。

・営業
主に各種発泡体（PU,PE,ゴムスポ）加工品の受注活動
業務全般他
①情報収集②見積作成、価格折衝③クレーム対応④新規製品の開
発⑤製品に含有される環境物質の調査

〈新聞の編集業務〉新聞社、制作会社などで通算16年
・整理記者 新聞紙面の見出し付け、レイアウトを担当
紙面構成、写真の補正、原稿校正など編集・制作業務全般
【使用アプリケーション】indesign、Photoshop、Illustrator、 After Effects
など
・取材記者 地方創生、災害・防災などをテーマに原稿執筆
省庁などで政策を取材。全国で取材を行い原稿作成
・その他 企業決算、国内外経済指標などのデータ配信向け記事執筆、
学会、業界誌の制作進行管理

埼玉県ふじみ野市

・職業教育訓練で学んだ２次元、３次元
CADを生かせるデザイン・企画職
41
・ＣＡＤオペレーター（建築含む）
・紙媒体、WEBの編集、ライター

埼玉県川口市

①IT関連
・テクニカルサポート（海外開発会社のテクニカルチームとのやりとり
含）、ヘルプデスク（電話、オンサイト、リモート）
・CAD オペレーター（Auto CAD）
・インストラクター（電子カルテ＆Windows系）、コールセンター（電子カ
・IT系テクニカルサポート、操作マニュアル
ルテ）
作成、テスト評価
・操作マニュアル作成(翻訳：日英・英日）
46 ・障がい者の役に立てる職種（製造系・
・テスト評価、SEアシスタント
サービス系）
⇒障がい者に直接お会いし話を伺い、
②一般・英文・貿易事務
内容の具体化・形にする仕事を希望
・経理処理を含めた一般事務
・パッキングリスト・インボイス作成（海外営業）
・契約書・請求書・送付状作成など

1/4ページ

接客業や人と関わる仕事を得意としております。
飲食店（お店屋）での、売り上げUPのツボを弁えております。
テレビ制作では長時間拘束、昼夜関係ない状況で業務をこなしま
した。
体力仕事はそれなりに出来ます。
趣味は、スイーツ、デパ地下、ヴィーガン、有機食品、健康、
web、四柱推命など。
現在は、3DCAD、3Dプリンタを学んでいます。（photoshop、
illustrator）
新しいことを学ぶのが楽しいので、常に変化する世の中に対応で
きます。
折衝、仲介、人と人の間に立つ仕事などお任せください。

国内旅行業務取扱主任者
小原流一級家元准教授

普通自動車第一種免許

紙媒体で、組版機やindesign、Illustratorなどを使用したデザイン的な紙
面づくりにやりがいを持って仕事をしてきました。アプリケーションを試行
錯誤して紙面を完成させることが楽しく、CADを学んで３次元のものづく
りに挑戦したいと思い職業訓練校に入所しました。編集の仕事では人
普通自動車第一種運転免許証
の目を引いて買って読んでもらうためのアピールの仕方や、物事を分析
してまとめること、仕事相手との調整力などを培ってきました。ものづくり
は未経験の分野ですが、幅広い知識を身に付けてスキルアップしてい
きたいと思っています。

商品開発の経験はありませんが、自分でデザインをした布製バッグや
犬用の足ふき台などを作っています。
ＣＡＤを学ぶことにより、さらに便利なものを創造することができました。
テーマを与えられることにより、自己の発想力や提案力がパワーアップ
することに気が付き、デザインをしていると、とてもハッピーになります。
目にしたり、手で触れたときに、心に安心感を与えられるようなものを
創っていきたいです。

・普通自動車第一種運転免許
・TOEIC６８０
・LIPC１
・メディカルクラーク（医科・医療事務）
・ドクターズクラーク（医師事務作業補助）
・英文タイプライティングＢ級

住所

01DI0408

01DI0409

01DI0410

埼玉県さいたま市

埼玉県越谷市

埼玉県川口市

年齢

希望職務

埼玉県越谷市

アピールポイント

資格・免許

①結婚式場で１１年ほど勤めておりました。華やかな印象に見られがち
な業種ではあるものの実際はタフな職場です。業務を効率よく行うこと、
あらゆる事態に的確に対処すること、業務に関わる全ての人にホスピタ
リティなどを心がけておりました。
②①と並行して自営業（輸入販売業・通信教育事業）にも携わっており
ました。個人事業のため、商材の選定、イベントの企画、情報発信や
マーケティング、在庫管理やお客様の問い合わせ等の対応など、どの
ような業務にも適切に対応できる適応力と自信を身に付けました。

幅広い業務を経験してきた中で、新しいことに挑戦する積極性、知識や
技術を身に付け研鑽する吸収力、目の前の環境や課題に対応する柔
軟性を身に付けてきました。現在ポリテクセンター埼玉で3DCADを中心 講道館柔道二段
普通自動車第一種運転免許
としたモノづくりの技術について学んでいます。
幅広い知識を身に付けるため、与えられたカリキュラム以外に自主課題 3級ウェブデザイン技能士
にも積極的に取り組み、スキルの向上を図っています。また趣味でエ
フェクター作りをするなど、電気回路などにも興味があります。

・物流管理
主として購買（調達）、在庫管理に関わる
職務に就きたいと思料しております。
49 ・ＣＡＤオペレーター
ＣＡＤオペレーター（分野不問です。）、ＣＡ
Ｄ操作を含む事務系職種を希望いたしま
す。

・自社海外ブランド製品(陶磁器・食品等)に関わる貿易実務全般
・商品/資材発注 ・購買処理及び在庫管理
・営業サポート(各種照会、掛金管理、BtoB納品対応等)
・官公庁対応
・販売、接客(イベント応援等)
・消費者対応(QC関連等)
・商品撮影

前職の輸入商社では、25年以上ものあいだ貿易実務全般、購買・在庫
管理関連業務を主に、これら以外も諸々の業務を兼任・兼務して参りま
したので、この間に培った知見に加え、職業訓練で習得したCADスキル
も活かせる仕事に就きたいと考えております。
・普通自動車免許第一種
・大型自動二輪免許
官公庁はじめ、社内外にて様々な交渉の場に立つ機会や、外資系特有 ・小型船舶操縦士
のマニュアル化が為されていない環境に起因するトラブルに直面するこ ・博物館学芸員資格
とも多かったゆえ、コミュニケーションスキルはもちろん、想定外の事象
に対する適応力と問題解決能力がこれまでの社会人経験から得た財産
です。

・商品のデザイン企画・開発（子供向
け、サブカルチャー系、服飾の雑貨な
ど）
・ＣＡＤオペレーター
23
・電気機械部品の設計補助
を希望しております。

【業務推進業務】(アニメ、ゲームグッズの製作会社)
・商品の生産管理補助業務
・商品の他社、本社、店舗、倉庫との委託などの連絡業務
・商品の包装作業
・納品書作成
【電気部品の製作業務】（トランス部品製作会社）
・電気部品（トランス）の巻き線、組み立て、設計、検査業務
・商品ラベル、お客様向けの詳細データ作成

・商品化企画、技術営業
・CADオペレーター
37
・機械設計
・電子回路設計等

通勤は１時間半以内都内希望です。

01DI0411

主たる職務経験

34

・CADオペレーター
・印刷・製本（名刺製造）

<名刺製造業務>名刺データのチェックから印刷、断裁、発送準備
まで
<物流現場業務>顧客先の受注に沿った商品のピッキングから発送
準備までの管理。パートのシフト管理など。
<物流事務>顧客先の受注管理、イレギュラーな対応など。
<調剤薬局事務>処方箋入力による点数計算など。

2/4ページ

（自分自身のアイデアを形にする方法や技術を学んでいます。）
デジタルものづくりの訓練で学習したCADやPhotoshop、
illustratorの知識など活かしたいと思っております。
ものづくりの中でお客様が見た時にすごいと思えるようなものを
作れるように成長したいです。
今までの経験の中で製品の設計から販売までを見ることができた
ので、どうすれば円滑に進むのか、どこかでミスが生まれないの
かを考えて上司と相談しつつ仕事をしてきました。
この経験も自分の強みにして頑張りたいです。

仕事をする上で私が優先するのは「工夫」と「連携」と「問題の
追及」の三点です。
業務を現状より迅速且つ丁寧に遂行する為の最適化を常に意識し
た工夫をし、
自身の業務のみならず全体を見通した際に関わる全ての担当者の
効率が少しでもアップする様な連携を取り、
付け焼刃的な解決ではなく、同ケースが起こった際にいつでも同
様の対応を可能とする為の問題の追及を常に意識して業務に取り
組んでおります。

ワード・エクセルが使用可能です。
日本数学検定協会：実用数学技能検定３
級

住所

01DI0414

01DI0415

01DI0416

埼玉県川口市

埼玉県さいたま市

埼玉県さいたま市

年齢

希望職務

・インテリアデザイン
・商業デザイン
・工業デザイン
28
・家具製造
・機械設計
・ＣＡＤオペレーター

・2DCAD、3DCADを活用した図面作成、
製品設計など
・illustratorやPhotoshopを活用した
オペレーターなど
45 ・営業事務
・一般事務

埼玉県さいたま市

CADオペ、企画・開発、プロダクトデザ
イン、DTPオペ、Webデザイナー、グラ
42
フィックデザイナー、レタッチャーな
ど

埼玉県加須市

・CADオペレーター
21 ・フォークリフトを用いた倉庫管理
・農業系の職種

アピールポイント
高校大学と、ものづくり系の勉強をしており、社会に出てからは
製造業の仕事も行っていました。
新たに技術力を身に付けるため現在二次元、三次元のＣＡＤ製
図、モデリング等の勉強をしています。
使用ソフトは主にAutoCAD、SOLIDWORKSになります。
職業訓練を受講することで、課題としていたＣＡＤ製図について
の地盤を固めることが出来ていると実感しています。
将来的に設計から製造まで幅広くこなせる事を目標に日々取り組
んでおります。

・PC作業での素早さには自信があります（ショートカット、マク
ロの活用）
・技術調査にて培った調査能力があるため、未経験分野において
も活かせると考えています
・作図を得意としているため、資料作成や設計面にて発揮したい
です
手に取れる、視覚にも訴えるものづくりに携わりたいと考え、そ
の手段の一つとしてCADを活用したいと思いCADオペレータを希望
しました。

資格・免許

・普通自動車運転免許
・計算技能検定3級
・アーク溶接作業者
・職長・安全衛生責任者

・カラーコーディネーター3級
・普通自動車第一種運転免許
・基本情報技術者
・Androidアプリケーション技術者ベー
シック
・UMLモデリング技能

・営業事務（顧客営業）として、営業のサポート業務を行ってき
ました。
・職業訓練で習得したillustratorやPhotoshop、2DCAD・3DCADの
操作と、いままで培ってきた事務職としての知識を活かした仕事
ができればと思っています。上記ソフトは習得したばかりで実地
未経験ではありますが、習得した知識をさらに深めていけるよう
努力します。
・ものづくりは好き（趣味：手芸）で、細々とした作業や、コツ
コツと取り組む業務が得意です。
・なるべく地元で、長く働くことを希望しています。

普通自動車第一種免許
漢字能力検定二級

【接客業】
百貨店・量販店等での衣料品・日用品の販売
【事務職】
＜一般事務＞
受発注、伝票作成、伝票整理、電話応対、在庫管理、請求書・納
品書発行、お茶出し、掃除など
＜経理事務＞
請求書発行、入金・出金管理、経費精算など
＜営業事務＞
受発注、電話応対、在庫管理、出張手配、経費精算、申請書作成
など
＜ＯＡ事務＞
会社案内のメール配信など

● 数社の派遣を経験しておりますので、コミュニケーション能力
や柔軟性、ストレス耐性も強く、新しい環境でも抵抗なく勤務す
ることができます。
● 時間に追われる仕事・突発的な事柄に対応するため、先を見越
して逆算し、優先順位の判断や無駄のない効率の良い業務進行を
考えて処理するのが得意です。
● ものづくりに携わりたいと思い、デジタルものづくり技術科を
受講いたしました。
● 未経験の希望職務ですが、現在受講している技術を習得し、今
まで培った知識・スキルをプラスして職務に従事したいと決意し
ております。

・ 普通自動車第一種運転免許
・ Microsoft office Specialist
Word2010
・ Microsoft office Specialist
Excel2010
・ 日本商工会議所主催 簿記検定3級
・ 美容師免許

農作物の栽培
・野菜の定植
・野菜の支柱設置
・野菜の農薬散布
・圃場・果樹園の除草
・ハウス・圃場の耕うん・畝立て
・パイプハウス修理・建て直し
・塩ビ管の配管
・ボイラーのダクト設置

・前職では、一つ一つの作業を丁寧に行うこと、作業の優先順位
を考え計画を立て、効率よく仕事をすることを身につけました。
・報連相、積極性、協調性、を大切にして、仕事に取り組んでい
きます。
・未経験分野ですが、少しでも即戦力となれるように、習得した
知識、技術をさらに深められるように努力しております。
・前職の経験、知識を少しでも多く活かせる会社に就職したいで
す。

普通自動車第一種運転免許証
大型特殊運転免許証（農耕車限定）
フォークリフト運転免許証

①営業事務（受注業務、見積書作成、納品書・請求書作成、顧客
対応など）
②一般事務（TEL・来客応対、伝票処理、書類作成など）
③発送・納品業務（検品、納品日程調整など）

そのほか、経理業務補助（請求書発行補助、小口現金管理）、総
務業務補助（備品発注、勤怠管理補助）など、中小企業・事務所
※車通勤希望
内で必要となるこまごまとした業務を多岐にわたって行ってきま
※自宅から1時間～1時間30分以内希望 した。

※自宅から電車で1時間半圏内の通勤希
望

01DI0418

家具、什器の作成（フラッシュ構造による什作成）
造園業での外構・庭の設計（専用ソフトによるＣＡＤ設計）

■2DCAD/3DCADオペレータ
■ソフトウェア開発
・CADを用いての設計/モデリング
…主な業務内容：
・MSOffice、Photoshop/Illustrator
・ソフトウェアの設計/コーディング/テストの実施
30
を用いての資料作成など事務作業
・新規開発に向けた技術調査/調査報告用の資料作成
・チームでは主に画面周りの実装、資料作成・作図を担当
※通勤時間：自宅から1時間圏内を希望
・チーム内の情報共有を重視

AutoCAD・SOLIDWORKS・Illustrator・
Photoshopを主とした業務

01DI0417

主たる職務経験
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住所

01DI0419

埼玉県所沢市

年齢

希望職務

主たる職務経験

・CADオペレーター ・2次元CAD、３次
元CADを活用したデザイン・企画、図面 ＜テーマパークの造形物制作、店舗の内装、外装デザインの制作
＞ ・発砲スチロール原型、FRP（繊維強化性プラスチック）成
作成など
30
型、モルタル造形、石膏型どり、シリコン型どり、スプレーガン
塗装、エイジング塗装の制作。
※大阪・京都近辺を希望していま
す。
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アピールポイント
ものづくりが好きで、前職は造形物の制作をしていました。たく
さんの制作に携わり、いろんな職人の方と仕事をして気づいたこ
とは、チームワークとコミュニケーションを心掛けて仕事をする
ことです。私の強みは現場で得た経験を活かし、制作者の立場に
なって図面を描くことができます。冷静にものごとを考えられ、
コツコツと仕事に取り組みます。

資格・免許

普通自動車第一種免許

