
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

ワード３級
事務職 高校卒 普通自動車第１種 事務職（7年2ヶ月） エクセル３級

（海洋生産科学科） 日商簿記３級 事務職（7年4ヶ月） アクセス３級

普通自動車第１種 ホールスタッフ（1年9ヶ月） ワード３級
事務職 大槌町 高校卒 ヘルパー２級 歯科助手（14年9ヶ月） エクセル３級
接客業 山田町 歯科アシスタント 事務職（5年4ヶ月） アクセス３級

ワード３級
介護職 山田町 高校卒 普通自動車第１種 介護職（28年） エクセル３級

宮古市 介護福祉士 アクセス３級

ワード３級
事務職 専門学校卒 普通自動車第１種 システムエンジニア エクセル３級
システムエンジニア （情報システム科） （8年1ヶ月） アクセス３級
プログラマ

普通自動車第１種
全商簿記２級
電卓検定２級 ワード３級

事務職 高校卒 全商ワープロ２級 事務職（2年3ヶ月） エクセル３級
（商業科） 表計算検定３級　英検３級 検査員（3年2ヶ月） アクセス３級

マーケティング２級
流通経済３級

普通自動車第１種
日商簿記2級 ワード３級

事務職 高校卒 全商経済検定１級 製造（オペレーター・ エクセル３級
（商業科） 全商ワープロ２級 7年４ヶ月） アクセス３級

1 135603 宮古市

公共職業訓練受講者一覧表

【 訓 練 科 名 】 情報ビジネス科②
【 訓 練 修 了 日 】 平成26年2月28日

平成２６年２月１日現在

時給
７００円

宮古市

私は、前職で事務全般と窓口・電話対応等接客業務を経験し
てきました。その中で培ってきたのは、コミニュケーション
能力です。年齢や性別を問わず、対話の中で相手が何を求め
ているかをくみ取り、人と等しくかつ丁寧に接することが出
来ます。

私はこれまで接客、サービス業の仕事がほとんどでしたが、
色々な知識を身につけて学んできました。事務職は長年携
わっていませんでしたが、今回の訓練で学んだパソコンの資
格を活かし、また事務の仕事にチャレンジしたいと思ってい
ます。

3 140323 山田町 １７万円

私はこれまで２８年間介護の仕事をしてきました。その中で
仕事をしながら介護福祉士の資格取得はやる気と責任力が増
し、また、幅広い年齢層の方々とのコミュニケーションもス
ムーズに行えるようになりました。今回、職業訓練受講し
ワード・エクセル３級を取得したことは自信につながり少し
ずつステップアップできていると思います。

2 202801 山田町 １５万円

4 134693 宮古市 １８万円 宮古市

私は８年間ソフトウェア開発業務の経験があります。パソコ
ンについての知識は豊富であると自負しております。事務職
については未経験ですが、会社に入社してからは事務として
だけではなく、言われたことは何でもこなせる様に努力して
いきます。また、必要な資格があれば資格取得についても勉
強していく所存です。

時給
７００円

宮古市

私は以前事務職に従事していました。育児の為ブランクがあ
りましたが、もう一度事務の仕事をしたく、職業訓練を受講
し、パソコンに関する資格も取得し直しました。今までの経
験や習得した知識を活かし、会社に貢献できる様努力しま
す。

6 109003 宮古市 １５万円

5 167123 宮古市

宮古市

学生時代に諦めかけていたタッチタイピングが出来る様にな
り、ワード・エクセルの資格を取得しました。マナー講習で
学んだことを日々実践することで、良くなったと評価してい
ただきました。実感はありませんが、更に良くなるようにし
ていきたいと思います。

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

営業 普通自動車第１種 ワード３級
事務職 高校卒 危険物取扱者免許丙種 水道事業（2年4ヶ月） エクセル３級
建築 （海洋技術科） 小型船舶操縦免許２級 販売（5ヶ月） アクセス３級

音楽制作、事務、ネット販売

音楽学校教務・講師 ワード３級
事務職 高校卒 普通自動車第１種 （8年3ヶ月） エクセル３級
営業 （普通科） 普通自動２輪 販売員（7ヶ月） アクセス３級

音楽編集（10ヶ月）

ワード３級
一般事務 専門学校卒 普通自動車第１種 販売（3年5ヶ月） エクセル３級
販売 （ビジネス情報） 全経文書処理２級 事務（4年5ケ月） アクセス３級

普通自動車第１種 ワード３級
一般事務 田野畑村 短大卒 保育士 保育（１７年） エクセル３級

周辺 （幼児教育科） 幼稚園２種免許 アクセス３級

宮古市 ワード３級
事務職 軽米町 短大卒 普通自動車第１種 学童保育（5年1ヶ月） エクセル３級

二戸市 （児童教育科） 幼稚園２種免許 事務補助（6年） アクセス３級

盛岡市 ワード３級
事務 滝沢市 高校卒 普通自動車第１種 眼鏡販売（1年9ヶ月） エクセル３級
医療事務 雫石町 眼科コメディカル資格 医療事務（耳鼻科・眼科・ アクセス３級

5年8ヶ月）

普通自動車第１種
介護福祉士 事務補助（1年） ワード３級

一般事務 高校卒 レクリエーションインストラクター 訪問介護（3年11カ月） エクセル３級
珠算検定準１級 介護員（3年） アクセス３級
空手道初段

7 164173 宮古市 １６万円 宮古市

私は高校３年生の時に生徒会副会長として活動しました。ボ
ランティア活動の企画や学校内の風紀の見直しなど様々な取
り組みのリーダーを担当し、指示の出し方や企画の練り方を
学びました。また、前職では新築戸建ての現場監督をしてお
り、仕事の割り振りや段取りの組み方、下請業者の管理など
をしていました。これらの経験から、コミュニケーション能
力や全体を見る観察力に自信があります。

8 148823 宮古市 ２０万円 宮古市

東京で十数年、コンピュータやインターネットの利用が欠か
せない環境で仕事をしてきました。今回職業訓練を受講し、
ｏｆｆｉｃｅソフトウェアの基礎を習得しました。これまで
培ってきたノウハウを活かして、業務効率化や拡大などを目
標に会社に貢献していきたいと思います。また、仕事をする
ことで少しでも地元である宮古の発展に繋がればと考えてい
ます。

時給
750円

宮古市

私はこれまで事務、販売の仕事をしてきました。販売の仕事
では、お客様に対して思いやりや気配りを忘れずに笑顔で仕
事に取り組んできました。事務の仕事では、電話対応は勿
論、基本的なパソコン操作、ワード・エクセルの操作が出来
ます。職業訓練にてパソコンスキルも向上しました。今まで
学んできた事を役立て、即戦力として働いていきたいと思い
ます。

10 121033 田野畑村 １３万円

9 46850 宮古市

前職では、計画書の作成、掃除、行事の企画運営と幅広い業
務を責任を持って行ってきました。その他、園だより、礼状
作りなども担当し、仕事の厳しさを感じましたが、目標を決
めてコツコツと取り組む事が好きなのでやり遂げる事が出来
ました。また、職員間や保護者の方々の連携や協力が大切だ
と感じ、自分の意見に拘らず他の人の意見を柔軟に聞く事を
意識しています。

11 173943 宮古市 １０万円

私は今まで幅広い年代の方々と接する仕事に従事してきまし
た。相手の立場や目線となり、しっかりとコミュニケーショ
ンを取ることができる、それが私の長所であると考えます。
仕事面におきましてもその長所を最大限に活かし、責任を持
ち、努力を惜しまず仕事に励んでまいりたいと思います。

12 175803 宮古市

これまでの職務経歴の中では、ワードやエクセルを使用して
の資料作成等が多く、独学で行って参りました。職業訓練を
受講することでより効率的な文書や表の作成を学び、資格を
取得することが出来ました。ＰＣスキル以外にもマナーにつ
いて学ぶ機会を頂き、自分自身を成長させるきっかけになっ
たと感じます。学んだことを活かして、地域社会に貢献でき
るよう励んでいきたいと考えております。

１５万円 山田町

職業訓練により、パソコンの知識と技術を学びスキルアップ
した事でさらに自分に自信がつきました。今までの仕事で
培ったマナーやコミュニケーション能力と共にパソコンの技
術、そして私の強みであるチャレンジ精神、目標を達成する
まで努力を惜しまない強い精神力を今後の仕事で発揮し、即
戦力となる人材になります。

13 158991 山田町

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

事務 事務補助（1年） ワード３級
製造 山田町 高校卒 普通自動車第１種 臨時校務員（2年） エクセル３級
校務 宮古市 （普通科） 事務補助（6ヶ月） アクセス３級

ＣＡＤオペレーター
（6年4カ月） ワード３級

事務 大学卒 普通自動車第１種 在庫管理補助 エクセル３級
ＣＡＤオペレーター （言語文化） （1年11カ月） アクセス３級

事務補助（3年）

ワード３級
事務 高校卒 普通自動車第１種 レジ・販売（1年1ヶ月） エクセル３級
販売 全商簿記３級 データ入力補助（4ヶ月） アクセス３級

事務補助（1年） ワード３級
製造 高校卒 普通自動車第１種 水産加工（4年1カ月） エクセル３級
事務 （普通科） 製造・検査（１年5カ月） アクセス３級

コネクタ製造（10年） ワード３級
製造 中学校卒 普通自動車第１種 製造（2年） エクセル３級

宿泊業（1年） アクセス３級
18 92783 宮古市 １５万円 宮古市

私はこれまで仕事をしてきた中で、どの職場においてもやさ
しさや笑顔をほめていただきました。製造業に携わる事が多
く、計画的かつ正確に約束を守りやってきたことも評価をし
ていただき、自分にも自信がつき、たくさんの経験を出来た
と思います。これからはもっとコミュニケーションとチャレ
ンジ精神をもち、一歩一歩進んでいける人になりたいです。

17 165861 山田町 １３万円 山田町

これまでの職業経験の中で、指示されたことを正確に行うと
いう事を評価して頂き、製造工程の重要な個所を任せられま
した。その経験は自分にも自信がつき、やる気の源にもなり
ました。今回取得したパソコンの資格を活かし、さらにスキ
ルアップさせ、現場で実行していきます。

14 221329 山田町 １５万円

私は職業訓練で取得した資格を活かせる事務職を希望してい
ます。自分の強みは「コミュニケーション能力」「忍耐強
さ」だと思います。職場の方達と年齢関係なく自分から積極
的に声をかけ、コミュニケーションを取ってきました。どの
職場でも続けようと思っています。仕事で困難にぶつかって
も辞めずに頑張るという忍耐力もあります。採用したいと思
われる人になりたいです。

15 148953 宮古市 １５万円 宮古市

私がこれまで培ってきたことは社交性と協調性、マナー力で
す。職場内外、参加した講習会先での人との関わりから社交
性、業務連携やモノを製造し、顧客信頼に向けて会社全体で
取り組むことで協調性、心配り・気配りを大切にすることか
らマナー力を身につけました。前職では担当業務を1人で任さ
れてきた実績があり、責任感と勤勉性が私の強みだと思って
います。

16 350791 宮古市 ８万円 宮古市

職業訓練受講中に、ワード・エクセルの３級資格を取得する
事が出来ました。正直、私にはハードルが高く、ついていく
のがやっとでしたが、できるだけの事はやろうと思い、自分
で練習帳を作成し練習しました。努力のかいがあり、結果資
格取得する事が出来ました。

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。


