
宮古公共職業安定所

番号 ※求職番号 居住地 希望職種 希望賃金
就職
希望地

学歴 資格 職務経験
訓練受講により取
得した（取得予
定）の資格

アピールポイント

普通自動車第１種
接客（飲食） 保育士 ワード３級
アパレル系 短大卒 幼稚園教諭２種 保育士（10年） エクセル３級
保育士 （保育科） 電卓計算能力検定１級 日商簿記３級

普通自動車第１種 事務補助（1年3ヶ月） ワード３級
事務 高校卒 日商簿記２級 一般事務（17年8ヶ月） エクセル３級

（経理科） 全商簿記１級 一般事務（2ヶ月） 日商簿記３級

書店員 食品製造（1年1ヶ月） ワード３級
製造業 高校卒 普通自動車第１種（ＡＴ限定） 販売（6ヶ月） エクセル３級

（食品製造） 製造（7ヶ月） 日商簿記３級

普通自動車第１種 ワード３級
一般事務 高校中退 調理師 販売（6年3ヶ月） エクセル３級

（食物科） 珠算検定２級 調理（1年6ヶ月） 日商簿記３級

ワード３級
一般事務 高校卒 普通自動車第１種 電話開通工事（3年4ヶ月） エクセル３級

（食物科） 調理師 小売業レジ係（14年7ヶ月） 日商簿記３級

ワード３級
事務 短大卒 普通自動車第１種 受付事務（3年2ヶ月） エクセル３級

（健康栄養学科） 栄養士 接客（1年4ヶ月） 日商簿記３級

1 157093 宮古市

公共職業訓練受講者一覧表

【 訓 練 科 名 】 ＯＡ経理科
【 訓 練 修 了 日 】 平成26年3月7日

平成２６年２月１７日現在

時給
９００円

一関

学生の頃から様々な資格を取得しようとしたり、興味がある
ことには積極的に取り組んできました。職業訓練校でも３つ
の資格を取得するために日々切磋琢磨しています。その中で
たくさんの人と関わり合いながら素晴らしい経験をし、協調
性も育んでこられたと思います。これからもたくさんの人と
関われる仕事をしながら、人との絆を深めていきたいです。

宮古市

私はこれまで事務の仕事に従事してきました。仕事をする上
では頼まれた仕事は最後まで責任を持ち対応してきました。
高校在学中に取得した簿記の資格と今回職業訓練で取得した
パソコン資格、これまでの社会経験を活かし仕事をしていき
たいと思います。

3 230021 宮古市
時給

７５０円
宮古市

前職では製造業を経験しました。その中で身につけたものは
リーダーシップと指導力です。明らかに業務が間に合わない
状況の時は自分がリーダーシップをとり、計画的にスムーズ
に仕事が進められました。これからも今まで身に付けた事を
活かし、責任感を持って仕事をしたいと思います。

2 452971 宮古市
時給

７６０円

4 275082 宮古市
時給

７００円
宮古市

前職では販売・接客の仕事を経験しました。お客様に納得し
て購入していただく為、直接肌に触れ、商品をできる限り分
かりやすく説明することを心がけてきました。その中でうま
く伝わらない難しさや、購入に繋がった時の感動・喜びを経
験する事ができました。どのような仕事内容でも努力し、責
任感を持って一所懸命頑張りたいと思います。

１５万 宮古市

私は一般事務職を希望しており、現在事務職に必要なＰＣ操
作及び簿記について学んでいます。今までは自己流でＰＣ入
力をしていましたが、職業訓練で一から学び、就職した際に
はここで得た技能を発揮できるよう取り組んでいきたいと思
います。

6 151853 宮古市 １５万

5 158453 宮古市

宮古市

前職では主に電話対応とデータ入力をしていました。エクセ
ル・ワードの知識が十分ではないと感じたため、ＯＡ経理科
を受講し、今ではスムーズに作業できるようになりました。
身につけたエクセル・ワードの知識を活かして事務職に就き
たいと考えています。また、簿記も学んでいるので、実務経
験を積み経理の仕事もしたいです。

注1）この一覧表に掲載されている求職者と面接してみたいという場合は、番号を宮古公共職業安定所（0193-63-8609）訓練担当までご連絡ください。
注2）求職者本人の意向により、面接に応じられない場合があります。
注3）この一覧表に掲載されている求職者については、就職が内定している、就職したという場合がありますことをご了承願います。
注4）面接の結果、採用いただくにあたりましては、雇入日を訓練修了日の翌日以降としていただきますことをお願いいたします。



番号 ※求職番号 居住地 希望職種 希望賃金
就職
希望地

学歴 資格 職務経験
訓練受講により取
得した（取得予
定）の資格

アピールポイント

医療クラーク（5年3ヶ月） ワード３級
事務 高校卒 普通自動車第１種 フロント事務（3年3ヶ月） エクセル３級

（営業科） 医療事務２級 一般事務（1年6ヶ月） 日商簿記３級

接客（4ヶ月） ワード３級
接客 高校卒 普通自動車第１種 接客（6ヶ月） エクセル３級
事務 （電気電子科） 製造（2年9ヶ月） 日商簿記３級

普通自動車第１種
小型船舶１級 ワード３級

サービス業 高校卒 ４級航海士 タンカー船甲板手 エクセル３級
ガス溶接 （3年10ヶ月） 日商簿記３級

ワード３級
販売 高校卒 普通自動車第１種（ＡＴ限定） 販売・接客 エクセル３級
接客 （製造科） （10年4ヶ月） 日商簿記３級

ホール・カウンタースタッフ

接客・サービス （1年6ヶ月） ワード３級
事務 大学卒 普通自動車第１種 製造（5ヶ月） エクセル３級

（社会福祉学科） 社会福祉士国家試験受験資格 製造（2年6ヶ月） 日商簿記３級

製造（2年1ヶ月） ワード３級
事務 高校卒 普通自動車第１種 製造業（3年10ヶ月） エクセル３級
製造 （普通科） 接客（5年7ヶ月） 日商簿記３級

7 45003 宮古市 １５万 盛岡市

前職では医療クラークを経験し、ゼロからのスタートでした
が、仕事を通じ専門的知識、迅速さ、チームワークの大切さ
を身につける事が出来ました。仕事をする上では必要な勉強
や努力を惜しまないところが自分の長所だと思います。事務
職を希望しておりますので現在簿記を勉強中です。これまで
の経験を活かし、更に仕事を通じ、経験・知識を積み重ねて
いきたいと思います。

8 196663 宮古市 宮古市

私の長所は何事も努力するところです。学生時代は運動部に
所属し、社会人になってからはフットサルを始めました。未
経験の私は良いプレーが出来ず、悔しい思いをしました。こ
の気持ちをバネに、３年間毎週活動を続け様々な大会に出場
できるまでに成長しました。前職では接客業を経験し、礼儀
や協調性が身につきました。チャレンジ精神を忘れずに努力
していきます。

２０万 宮古市

職業訓練受講により、パソコンをより詳しく扱う事が出来る
ようになりました。前職で力仕事をしていたので体力にも自
信があります。色々な経験をしていきたいと思っています。
よろしくお願いします。

10 163443 宮古市 １８万

9 198443 宮古市

盛岡市

職業訓練受講中、資格を取得するために勉強してきました。
その中で、分からない事があった時、周りの方々に教えても
らいながら頑張り、その支えがあったからこそ取得できたの
だと思います。やはり私は人と接することが好きなんだと改
めて実感しました。その思いを大事にし、取得した資格を活
かせるよう頑張りたいです。

11 100032 宮古市 １３万 宮古市

私はこれまでの職務経歴を通して、コミュニケーション能力
を身に着けてきました。よって、接客には自信があります。
さらなるスキルアップを目指すため、職業訓練を受講し、パ
ソコン・簿記の資格取得を目標に勉強してきました。その結
果、事務作業も可能になりました。これらの経験を活かしな
がら、自分が成長できるよう、今後も努力していきたいと思
います。

12 321969 宮古市
時給

７５０円
宮古市

これまでの職務経験の中で、接客と製造をしてきました。前
職の会社が閉鎖となり、これを機に自分のスキルアップのた
め、職業訓練ＯＡ経理科を受講中です。日々資格取得に向け
努力しています。職務経験で培ってきた迅速・丁寧・的確さ
を活かし、人一倍努力し、仕事を早く覚え、企業にとって必
要と思われる人材になりたいです。

注1）この一覧表に掲載されている求職者と面接してみたいという場合は、番号を宮古公共職業安定所（0193-63-8609）訓練担当までご連絡ください。
注2）求職者本人の意向により、面接に応じられない場合があります。
注3）この一覧表に掲載されている求職者については、就職が内定している、就職したという場合がありますことをご了承願います。
注4）面接の結果、採用いただくにあたりましては、雇入日を訓練修了日の翌日以降としていただきますことをお願いいたします。


