求職者情報
組込みソフトウェア科
訓練生番号 年齢

2016246

34

住所

修了年月：平成 29年6月
希望勤務地

・高岡駅から通勤1時
間の範囲
高岡市 ・高岡市、射水市、砺
波市、氷見市及びそ
の周辺

希望職務

・プログラム制作・開発
・情報処理技術
プログラム制作・開発の職
務を希望します。

富山職業能力開発促進センター
希望
月収

主たる職務経験

主たる免許・資格

・アミューズメント施設の接客・サービス
・普通自動車第一種運転免許
15-18 （10年）
・日本商工会議所主催簿記検定3級
・交通誘導警備（1年）

2016248

2016249

・情報系の資格取得を目指して勉強中で
す。
・今までの仕事を通じての経験と職業訓
練で学んだことを活かして頑張りたいで
す。
・協調性や体力に自信があります。

普通自動車運転免許（ＡＴ限定）

・Ｏｆｆｉｃｅ系を含め基本的なパソコン操作
は慣れている他、初めて使用するソフトに
ついても身に付くのは早い方です。
・計画から数人でチームを組んで連携を
取りながらの業務経験もあります。
・現在、職業訓練校でプログラミングを学
んでおり、資格取得も視野に入れていま
す。

30

・プログラム制作・開発
・県内：高岡市、射水
・システムエンジニアリング
・病院での一般事務（2年）
市、富山市周辺
・情報処理会社での校正（3ヶ月）
射水市 ・県外：首都圏のう
18-23
プログラミング言語を使用し
・公的機関での定型的事務補助（4ヶ
ち、公共交通手段の
たソフトウェアやアプリケー
月）等
充実した地域
ションの開発を希望します。

・普通自動車第一種運転免許
・ＩＴパスポート試験
・日商簿記検定3級
・コンピュータサービス技能評価試験2級
ワープロ技士
・コンピュータサービス技能評価試験3級
表計算技士

・書類精査の経験から、正確な仕事には
自信があります。
・好奇心旺盛な性格で、新しく学ぶことが
苦になりません。

62

・高岡駅から通勤1時
間の範囲
・富山市、高岡市、射
高岡市
水市、小矢部市、氷
見市等、県西部及び
その周辺

・普通自動車免許
・フォークリフト運転技能者
・在庫管理の経験が長いです。
・3級ガソリン、ジーゼル、シャシ各自動車整 ・新しい自分を作りたいと思っています。
備士

・プログラム制作・開発
2016247

アピールポイント

31

・事務（5年）
首都圏を中心とする スマートフォンアプリやゲー
・図面作成等設計補助（4年）
高岡市 関東近郊での勤務希 ム等の制作・開発職、また 18-25 ・電気設備設計（3年）
望
はホームページ等のデザイ
・接客・販売（アルバイトとして2年程
ンや制作に関わるＷｅｂプロ
度）
グラマー職を希望します。

・プログラム制作
・システムエンジニア
・その他

・自動車部品在庫管理販売
20-30
・介護職

プログラム作成など
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求職者情報
組込みソフトウェア科
訓練生番号 年齢

住所

修了年月：平成 29年6月
希望勤務地

希望職務

富山職業能力開発促進センター
希望
月収

主たる職務経験

主たる免許・資格

・商業デザイン
・販売促進企画
・システムエンジニア
・グラフィックデザイン
2016250

51

高岡市 富山県内

営業職として飛び込み営業、印刷・デ
20-30 ザイン業への専門営業、代理店へのマ 普通自動車第一種運転免許
パソコンを使った商業デザイ
ネージメント業務を担当
ン、グラフィックデザイン、商
品販売（販売促進）に関わる
デザインに携わりたい。
・グラフィックデザイン
・プログラム制作・開発
・物流管理

2016251

2016252

41

31

・砺波駅から通勤1時
間の範囲
フォトショップを使う作業を希
砺波市
・砺波市、高岡市、南 望します。
砺市
職業訓練でプログラムを学
習中です。
フォークリフトを使う作業を
希望します。

22-

22

・普通自動車免許
・フォークリフト運転技能者
・木材加工用機械作業主任責任者
・ホームヘルパー2級
・危険予知訓練研修会

・プログラム制作・開発
・コンピュータ組立・調整
・城端駅から通勤1時
・包装機械のオペレータ・メンテナンス
・システムエンジニアリング
間の範囲
（1年半）
・普通自動車免許
南砺市
18-22
・南砺市、砺波市、高
・ダンボール印刷機のオペレータ・メン ・フォークリフト運転技能者
プログラム制作・開発又はコ
岡市及びその周辺
テナンス（10年）
ンピュータの組立・調整・修
理の職務を希望します。

・プログラム制作・開発
・システムエンジニアリング

2016253

・証券代行部（2年）：株主優待券発送
業務、廃棄株券の処理業務（銀行の合
併騒動の時期）
・木材加工業、検査、製造（10年）：ドア
の枠材を扱う
・郵便配達（3年）：マイナンバー導入時
に勤務

Ｃ言語、アセンブリ言語を使
用した組込み開発やシステ
ム開発の職務を希望しま
北陸自動車道より北 す。
富山市 側の富山市内を希望 現在訓練を受けている内容
します。
なので早い段階で戦力にな
りたいと考えています。
将来的にはシステムエンジ
ニアとしての活躍も考えてお
り、早い段階から上流工程
の業務にも関わって経験を
積んでいきたいと思います。

18-

・正社員としての就業経験はありませ
んが、3年半アルバイトしていたコンビ
ニでは学ぶことが多くそれを活かして
いきたいです。
・毎日途切れることなく訪れるお客様の
対応をしながらの店内清掃、品揃えの
普通自動車第一種運転免許
整理などを経験することで空き時間の
作り方やその使い方の工夫を深く考え
るようになりました。
・日によって変わる流れやタイミングに
しっかり対応していくことで私は職場に
適応していきたいと思います。
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アピールポイント

・市場・業界・顧客等の分析、チーム討論
等による販売戦略立案などを経験し、販
売目標達成の為のノウハウ、顧客対応
力、コミュニケーション能力は身に付いて
おります。
・クライアントの情報をきちんと理解し噛
み砕き、具現化することには長けていま
す。

・専門学校時にフォトショップを使っていま
した。
・証券代行部では、株主優待券の発送業
務に携わっていました。
・木材加工業時は、検査員と加工機械の
操作を行っていました。
・人員削減時には、場内整理と作業手順
変更で残業時間を無くしました。

・機械の保全、整備、修理等の作業が得
意です。
・作業に長時間粘り強く取組み続ける事
ができます。
・県外勤務可。

・現状維持は穏やかな後退と考えてお
り、移り変わる状況への適応力や初めて
経験することの知識の吸収力に自信があ
ります。
・学生時代から運動部に所属しており、現
在もトレーニングを続けているので体力
に自信があります。
・休日は趣味であるバイクに乗ってツーリ
ングすることもあり、行く先々で出会う見
知らぬ人と交流することでコミュニケー
ション力も養われました。
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求職者情報
組込みソフトウェア科
訓練生番号 年齢

住所

修了年月：平成 29年6月
希望勤務地

希望職務

富山職業能力開発促進センター
希望
月収

主たる職務経験

・電気設計
・コンピュータ組立・調整
・電気工事
2016255

2016256

2016257

46

富山市 富山市周辺

47

・滑川駅から通勤40
分の範囲
滑川市
・滑川市、富山市及
びその周辺

50

・一般事務、営業事務（3年）
制御盤、配電盤の設計
20-25 ・機械整備、電気工事、製缶作業（18
電子計算機組立・保守
年）
PLC、シーケンス制御プログ
ラム
設備保全

・プログラム制作・開発
・システムエンジニアリング
18-20
プログラム制作・開発の職
務を希望します。

・設備機械の修理・維持管理（26年）
・製造ラインの管理（10年兼務）

・プログラム制作・開発
・システムエンジニアリング
・電子回路設計
・コンピュータ組立・調整

・内装関係（2年）
・滑川駅から通勤30
・電子部品製造ライン（2年）
分の範囲
・靴販売（13年）
滑川市 ・富山市、滑川市、魚
20-30 ・ファスナー製造ライン（1年）
津市、黒部市及びそ
・家電販売（3年）
プログラム制作・開発及び
の周辺
・パソコンインストラクター（6ヶ月）
運用システムの保守業務等
・HP作成補助（3ヶ月）
を希望します。

3/3

主たる免許・資格

アピールポイント

・第二種電気工事士
・第二種情報処理
・低圧電気取扱
・職長
・安全衛生責任者
・第二種酸欠作業主任技術者
・玉掛け技術者
・特定化学物質作業主任者

機械修理、電気、配管、加工にも就いて
いたので、その経験も活かせるのではな
いかと思います。

・中型自動車免許（8t限定）
・フォークリフト運転技能講習修了証（平成6
年7月）
・乙種第4類危険物取扱者免状（平成23年
12月）

・油圧・空圧及び制御用電装部の修理、
維持管理経験有り。（ラダープログラムの
変更作業含む）
・工程改善、品質管理などの実務経験あ
り。

・普通自動車免許
・初級システムアドミニストレータ
・CAD利用技術者2級
・第二種電気工事士免状
・ガス溶接技能講習受講
・アーク溶接特別教育受講
・マイクロソフト社Microsoft Ｏｆｆｉｃｅ
Trainer(ver.2003)

・接客業の仕事で得たコミュニケーション
スキルに自信があります。
・製造業でのライン業務での経験もあり、
作業工程の見直しなども積極的に取り組
みました。
・PCの使用歴は20年以上で操作は得意
です。
・資格取得に積極的に取り組んでいま
す。
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