テクニカルメタルワーク科

訓練期間 令和元年5月7日 ～ 令和元年10月31日(6ヶ月コース）

【訓練内容】 各種溶接法（被覆、半自動、TIG）を中心に、ものづくりに必要な製図、金属加工法、検査方法及び構造物の作製方法を学びます。
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No

性 年
別 齢

現住所

M1 男 28 日光市

希望勤務地
及び
勤務時間等

宇都宮市内
日光市内
7:00～20:00

宇都宮市

M2 男 36 宇都宮市 鹿沼市
8:00～18:00

M3 男 50 日光市

M4 男 45 さくら市

M5 男 38 佐野市

日光市
宇都宮市
8:00～17:00

宇都宮市
または周辺
8:00～19:00

佐野市
栃木市
足利市
8:00～18:00

宇都宮市内

M6 女 34 宇都宮市 日光市内
9:00～15:00

希望職種
及び
月収（総額）

機械溶接
フォークリフト
運転
20万

技能工
20万

解体、土木
20万～25万

物流、製造関
係
25万

溶接工
20万～25万

派
遣
可

主な職務経験

アピールポイント

主な免許・資格

転職する際、希望する仕事に就くための資
格や免許の大切さや重要さを知り、少しで
農業生産管理（播
も沢山の資格が活用できる職に就きたいと
種～パッキング）と
思いました。農業で培ってきた体力には自
販売 3年
×
信があり、またホテルの接客業で学んだ経
ホテル用度係（調
験は自身の人間形成を前向きにしてくれた
理補助、接客、皿
と思います。知識や経験値はまだまだです
洗い等） 5年
が、真面目さと一生懸命さは大きな武器だ
と思っています。

普通自動車免許/小型車
両系建設機械(整地・運
搬・積み込み用及び掘削
用)運転特別教育修了証/
小型車両系ガス溶接技
能講習/アーク溶接等の
業務に係る特別教育/自
由研削といしの取替え業
務に係る特別教育/
フォークリフトの運転に係
る特別教育
（取得予定）
被覆アーク溶接適確性証
明書（Ａ2－Ｆ）

建設、土木の仕事は工期までに終わらせ
ると言うだけでなく、いかにお客様に満足し
てもらえるかを考えておりました。また、協
建設関係作業員
力会社の作業員との連携が効率の良い仕
11年
事に繋がるため、常に相手の立場になって
× 製材、工場でのラ
作業してきました。それが品質にも繋がり
イン作業、生コン製
円滑に作業が進み安全面の実現にも繋
造 4年
がってきたと思います。これまでの経験を
生かし、新しい職場でも活躍したいと思い
ます。

普通自動車免許/玉掛、
小型移動式クレーン、車
両系建設機械(整地、解
体)大型自動車、大型特
殊自動車免許/フォークリ
フト、高所作業車、不整地
運搬車、職長・安全衛生
責任者/有機溶剤作業主
任者/特定化学物質及び
四アルキル鉛等作業主
任者/酸素欠乏硫化水素
危険作業主任者/ガス溶
接技能講習/アーク溶接
等の業務に係る特別教育
/自由研削といしの取替
え業務に係る特別教育/
フォークリフトの運転に係
る特別教育
（取得予定）
被覆アーク溶接適確性証
明書（Ａ2－Ｆ）

運転手

× 18年

飲食店店長 3年
調理 2年
4t～2tトラックドラ
× イバー 4年
医療機器営業
5年

鉄道内装工事
× 19年
食品製造 3ヶ月

溶接・事務・ド
営業事務 3年
ライバー
○
ドライバー 3年
8万～10万

私の仕事の進め方は、業務の中で作業が
進まない時や、ユーザー様への納品時等
での対応の不備などについて、チームでの
話し合いを大事にしておりました。そのた
め常にミーティングを実施しておりました。
全員で情報を共有し解決策を講じることが
大切だと思っております。これからも、前職
やポリテクセンターで学んできたことや習
得してきたことを活かして貢献していきたい
と思っております。
今まで多くの人に関わる仕事に携わって来
たため、コミュニケーション能力に長けてる
と思います。どの業種も結局最後は、人と
人との繋がりと熱量と考えています。正し
い知識と理念を基に負けず嫌いな性格を
生かし、先々の職種に積極的に取り組み
会社に貢献していきたいと思っておりま
す。また、自分自身はもちろん、新人等の
育成にもお役に立てるものと自負しており
ます。
前職は、鉄道車両の内装工事の仕事に携
わっていました。今後は、これまで培ってき
た経験や自分のアイディアを少しでも活か
せる仕事がしたいとの思いから職種を検討
しておりました。そのような中、溶接工とい
う一生かけて自分のスキルが磨けて行け
る職種に巡り合えました。今後は溶接のス
ペシャリストを目標としてコツコツ黙々努力
しながら、高みを目指して頑張っていきた
いと思っております。
これまで主に営業事務の仕事に就いてい
ましたが、「モノづくり」に関する職種にも興
味があり、就職の幅を広げるため手に職を
つけたいとの思いから溶接の職業訓練を
受講しています。今までの経験から、どん
な職種であってもコミュニケーションが大切
だと考えています。私は、笑顔とコミュニ
ケーション能力に自信があり、どの様な職
場やお客様とでもしっかりとした信頼関係
を築けると思っています。

ガス溶接技能講習/アー
ク溶接等の業務に係る特
別教育/自由研削といし
の取替え業務に係る特別
教育/フォークリフトの運
転に係る特別教育
（取得予定）
被覆アーク溶接適確性証
明書（Ａ2－Ｆ）

普通自動車免許/英語検
定2級/ガス溶接技能講
習/アーク溶接等の業務
に係る特別教育/自由研
削といしの取替え業務に
係る特別教育/フォークリ
フトの運転に係る特別教
育/英語検定2級
（取得予定）
英語検定1級/ＴＯＥＩＣ

普通自動車免許/ガス溶
接技能講習/アーク溶接
等の業務に係る特別教育
/自由研削といしの取替
え業務に係る特別教育/
フォークリフトの運転に係
る特別教育

普通自動車免許/ＩＣＴ利
活用力推進機構主催日
本語ワープロ技能標準試
験2級/ＩＣＴ利活用力推進
機構主催表計算技能標
準試験2級/ガス溶接技
能講習/アーク溶接等の
業務に係る特別教育/自
由研削といしの取替え業
務に係る特別教育/
フォークリフトの運転に係
る特別教育

テクニカルメタルワーク科

訓練期間 令和元年5月7日 ～ 令和元年10月31日(6ヶ月コース）

【訓練内容】 各種溶接法（被覆、半自動、TIG）を中心に、ものづくりに必要な製図、金属加工法、検査方法及び構造物の作製方法を学びます。
1101

No

性 年
別 齢

現住所

M7 男 53 宇都宮市

那須烏山
M8 男 29 市

希望勤務地
及び
勤務時間等

宇都宮市
鹿沼市
8:00～17:00

那須烏山市
宇都宮市
さくら市
8:00～20:00

栃木県央

M9 男 35 宇都宮市 9:00～21:00

M10 男 41 鹿沼市

那須塩原

M11 男 20 市

鹿沼市
日光市（旧今
市市）
8:00～20:00
(夜勤可）

関東地方
8：00～18：00

希望職種
及び
月収（総額）

派
遣
可

主な職務経験

アピールポイント

運送業(ドライ
バー、作業
員）
設備保全
20万

前職では設備保全の仕事に11年間従事し
ておりました。職務内容は工場の中での給
排水処理の業務でした。最初は全くの未経
運送業(ドライバー 験だったので不安でしたが、それでも少し
○ 職） 20年
ずつ仕事を覚えていき、自信もつきました。
設備保全業 11年 また運送業の経験も20年くらいあり、ドライ
バーや荷物の仕分け等の仕事も経験あ
り、希望している職種に関し十分に貢献で
きると思います。

製造業
20万

私は、今まで自動車が好きという事もあり、
自動車製造に携わる仕事に従事してまい
接客、自動車軽作 りました。その中でも組み立てや旋盤、プ
業 4年
レス、自動車関連の軽作業を経験してきま
× 製造職（組立、加 した。これからも製造に関連する仕事を希
工）
望しております。今までの経験を活かし、
5年
多様な作業などに応用することで、より良
い製品の製造やサービスの提供に貢献で
きるものと自負しています。

太陽光総合メンテ
自動車整備業
ナンス 3年10ヶ月
自動車修理業 × ガソリンスタンドで
30万
の給油作業及び自
動車整備業 12年

ガソリンスタンドでの給油作業および自動
車整備業に12年間携わり、その後は太陽
光総合メンテナンス会社に3年10ヶ月勤務
致しました。今回、新しい技能の習得とス
キルアップを目指しポリテクセンターにて溶
接等の知識と技術を習得しております。前
職で学んだ技術・知識・接客力と、新たに
習得した技術・技能を活かし、大好きな自
動車に携われる職務を希望しております。

溶接
機械加工
22万

これまで製造業に関連する仕事に携わっ
ておりました。それぞれの業種において、
いろいろな事を学んできました。主な職種
製薬会社での薬の
としては、機械加工や組立てなどを担当し
検査・梱包 3年
ておりました。職業訓練では製造業での就
× 自動車部品の加工
職の幅を広げたいと思い、溶接を勉強して
6年
おります。しっかりと学びスキルアップし
木材の加工 7年
て、各種溶接技能をしっかりと身に付け、
希望する職種への就職を目指していきた
いと思います。

金属加工
20万

私は試行錯誤が好きです。前職では効率
化を図るため、様々な行動や検証をしてお
りました。例えば、道具を綺麗に整頓し、か
一般用・自家用電 つ使用する順番に並べる事で、余計な考
× 気工作物の点検 えや迷いを減らす事が出来ました。また、
2年
仕事にサイクルを作りスケジュール管理を
しやすいようにもしておりました。このこと
は初めて挑戦する分野でも役に立つと考
えております。

主な免許・資格
普通自動車免許/大型自
動車第1種/大型自動車
第2種/普通自動二輪/ガ
ス溶接技能講習/アーク
溶接等の業務に係る特別
教育/自由研削といしの
取替え業務に係る特別教
育/フォークリフト技能講
習

普通自動車免許/大型自
動二輪/第二種電気工事
士/ガス溶接技能講習/
アーク溶接等の業務に係
る特別教育/自由研削と
いしの取替え業務に係る
特別教育/フォークリフト
の運転に係る特別教育
（取得予定）
被覆アーク溶接適確性証
明書（Ｎ―2Ｆ）
普通自動車免許/三級自
動車シャシ整備士/刈払
機取扱作業者安全衛生
教育修了/危険物取扱者
乙種第4類/伐木等の業
務に係る特別教育（大径
木等）修了/損害保険募
集人資格/コーティング技
術1級資格/大型自動二
輪車免許/ガス溶接技能
講習/アーク溶接等の業
務に係る特別教育/自由
研削といしの取替え業務
に係る特別教育/フォーク
リフトの運転に係る特別
教育
（取得予定）
被覆アーク溶接適確性証
明書（Ｎ―2Ｆ）
普通自動車免許/刈払機
取扱作業者教育/ガス溶
接技能講習/アーク溶接
等の業務に係る特別教育
/自由研削といしの取替
え業務に係る特別教育/
フォークリフト運転技能講
習修了証
（取得予定）
被覆アーク溶接適確性証
明書（Ｎ―2Ｆ）

普通自動車免許/第一種
電気工事士/ガス溶接技
能講習/アーク溶接等の
業務に係る特別教育/自
由研削といしの取替え業
務に係る特別教育/
フォークリフトの運転に係
る特別教育

