
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

普通自動車第一種
情報処理検定３級 販売業　　　　５か月 ワード３級

事務(建築） 高校卒業 珠算、電卓実務検定３級 販売業　　１年９か月 エクセル３級
（普通科） 商業経済検定３級

色彩検定３級

事務補助 電子部品製造・組立　３年 ワード３級
機械製造 高校卒業 普通自動車第一種 携帯電話製造・組立　３年９か月 エクセル３級
販売 販売　２年

一般事務 普通自動車第一種 農業　　１年１１ヶ月 ワード３級
農業 専修卒業 アーク溶接等作業特別教育修了 営業　　　　　９ヶ月 エクセル３級

マイクロオフィススペシャリストＥｘｃｅｌ2010 食肉加工　　１０ヶ月

普通自動車第一種
販売業 高校卒業 計算技術検定４級 製造業　　　　４カ月 ワード３級
ホテルマン 15万 （電気電子科） 有機・溶剤作業主任者 製造業　　　　６カ月 エクセル３級
製造業の事務 酸欠硫化水素危険作業主任者 監督業（メンテナンス等）６カ月

一般事務 高校卒業 普通自動車第一種 接客　　２年　 ワード３級
工場 （家政科） 食物調理技術検定２級 販売　　１１年９ヶ月　　 エクセル３級
接客 被服製作技術検定２級 調理業務　　６カ月

一般事務 高校卒業 普通自動車第一種 食品製造　　　８カ月 ワード３級
販売 （食物科） 調理師免許 販売業　１０年４カ月 エクセル３級
製造 販売業　　３年９カ月

宮古市
山田町
大槌町
釜石市

15万 宮古市

公共職業訓練受講者一覧表

【訓練科名】 ＯＡビジネス科
【訓練修了日】 平成27年1月30日

平成２7年１月5日現在

時給800円 山田町

私は事務職に就くため、訓練校に通い勉強をしてきまし
た。パソコンの知識だけでなく、ビジネスマナーなど社会
に出て恥ずかしくないような知識を身に付けました。前職
での経験や訓練校で身に付けた事を活かして、社会に貢献
出来るような人になりたいと思います。

1 224812 山田町

職業訓練で取得したワープロ・表計算３級の資格を活かし
て、今までやった事のない職種の仕事にチャレンジしてみ
たいです。

3 59891 岩泉町 17万
岩泉町
久慈市

臨時社員として勤めていましたが、自分の能力と経験不足
を痛感しました。そのため自分の強みを得るために、資格
取得を目指し職業訓練を受講しました。コンピュータ技能
評価試験合格を目指しています。就職後のことを考え、資
格取得を目指すだけでなく、タイピングスキル向上を常に
意識しています。訓練中は様々な人と接することでコミュ
ニケーション能力も上がり、私の自信になっています。

2 167524 宮古市 12～15万 宮古市

これまでずっと接客業務の経験が多かったのですがこれか
らはどの職種でもパソコン入力が必要なのでワープロとエ
クセルを取得して、どの職場でも活かせるよう頑張ってい
ます。子育ても終わり、これからは時間にも余裕ができる
ので社会や会社に貢献して働きたいです。

6 186973 宮古市 15万

5 205453 宮古市

宮古市

私はパソコン操作は入力程度しかできませんでしたが、職
業訓練を受講しワード・エクセルを学びました。今まで知
らなかった事を覚えていくことに喜びを感じ、難しい事を
理解するまで地道にコツコツと覚えようと努力することは
仕事をする上でも大切な事であると感じます。今後もこの
気持ちを忘れず新たな仕事、環境の中で努力していきたい
と思います。

私は今まで経験した事のない、パソコンの資格を取得し、
販売業のスタッフになるために日々勉強を頑張りました。
販売業は高校生の時に夏休みを利用し青果部門アルバイト
として経験し、やりがいや楽しさ、長く続けたい仕事だな
と感じ、再就職するなら販売業と決めていました。努力し
たり続ける事を大事にして資格取得したので、仕事でもそ
の気持ちで頑張ります。

4 170404 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

普通自動車第一種
短大卒業 小型移動式クレーン運転技能士 ワード３級

一般事務 （建築設備科） アーク溶接技能者 ＣＡＤ図面作成２年４カ月 エクセル３級
ガス溶接作業主任者
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任技能士

普通自動車第一種
一般事務 専修各種学校卒業 電卓検定３級 医療事務　５年 ワード３級
事務補助 15万 宮古市 （医療保険事務科） 全商簿記３級 医療事務　　　　６カ月 エクセル３級
医療事務 医療事務検定２級 一般事務補助　１０カ月

秘書検定２級
硬筆書写技能検定３級

エステ美容関係 専修卒業 情報処理・ワープロ検定 ワード３級
サービス業 20万 県外 （インナービューティー科） ネイリスト３級 エステティシャン２年５カ月 エクセル３級

上級エステティシャン
若石リフレクソロジー

事務 高校卒業 サービス業（接客）１３年５カ月 ワード３級
ホテルフロント 18万 宮古市 （普通科） 普通自動車第一種 建築業　　　　３年１０カ月 エクセル３級
製造業 薬瓶製造　　３年

事務 高校卒業 普通自動車第一種 事務職　　　　９カ月 ワード３級
販売 （普通科） 日商簿記検定３級 アフターサービス２年４カ月 エクセル３級

事務職　　　３年７カ月

事務員 高校卒業 普通自動車第一種 販売員　　５年 ワード３級
販売員 （通信制普通科） ８ｔ限定中型免許 販売員　　　１年９カ月 エクセル３級

販売員　　４年４カ月

7 165614 宮古市 20万
宮古市
盛岡市

11 124164

宮古市

職業訓練を受講する事でＷｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌの基本操作
が身に付き、応用する知識や技術を得る事ができました。
細かい作業を集中して行う事は得意ですが、一般事務に必
要な知識・技術がなかったので資格を取得する事で強みが
でき自信を持つ事ができました。訓練校で取得した資格を
活かし、経験を積みながらスキル向上し会社の貴重な戦力
となれるよう貢献したいと思います。

9

私は今まで１３年間、サービス業で主に接客の仕事をして
きました。しかし、デスクワークにおいてパソコンが使え
なかったので今の職業訓練を受講しました。これからはこ
の技能を活かしてホームページ作成や編集なども積極的に
行っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたしま
す。

190802
私は、医療事務と事務補助の職務経験しかありませんが、
現在勉強中の３級ワープロ技士と３級表計算技士の資格を
取得して再就職を目標に頑張っています。

58954 宮古市

8

新分野の職種にチャレンジしたいと考えた為、どんな職種
でも応用できそうなワード・エクセルの資格を取得できる
講座を受講しました。就業後も事務を行う上で必要なスキ
ルに対し、謙虚かつ貪欲に学習に取り組み、会社に長く必
要としていただけるような人材になれるように頑張りたい
と思います。

12～14万
山田町
宮古市

宮古市 13万

153604 山田町

177584 山田町

私は前職でパソコンの知識は必要だと感じ、現在職業訓練
を受講しております。目標や目的に向けて行動に移すこと
できます。以前も働きながら自分に必要な資格を取得する
など自分のスキルアップの為、少しでも誰かの役に立つ為
に努力してきました。これからもチャレンジ精神を忘れ
ず、会社やお客様から必要な存在になれるように頑張りま
す。

10

宮古市

私は高校を卒業後、販売の仕事を２年経験した後は事務職
をしてきました。保険業、製造業、建築資材の会社での事
務経験があります。このたび、職業訓練受講により、ワー
ド・エクセル３級の資格を取得しました。この資格を活か
して働きたいと思います。

12

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

高校卒業 普通自動車第一種 ホール・カウンタースタッフ ワード３級
事務 （普通科） 日商簿記検定３級 　　　　　　　１１年 エクセル３級

毛筆八段　　硬筆七段 縫製工　　　　　６カ月

高校卒業 普通自動車第一種 ワード３級
生活支援事業 （営業科） 危険物取扱丙種 販売　　３７年４カ月 エクセル３級

13 161494

160544 宮古市

宮古市宮古市 15万

事務職を希望しており、独学で簿記３級を取得し、職業訓
練受講によりパソコンスキルを身につけました。就職した
からには積極性と責任感を持ち、長く勤めたいと思ってい
ます。前職では新人育成を任される事も多く、対お客様、
対スタッフとのコミュニケーションも多くとってきまし
た。皆に愛される従業員になりたいです。

14

中学時代は卓球、高校時代は器械体操を３年間続けて、上
下関係など学びました。就職してからも職員同士の関係や
チームワークなどの関係性を重視し仕事をしてきました。
再就職にあたりスキル向上のため、現在コンピュータサー
ビス技能評価試験３級ワープロ技士、表計算技士資格習得
中です。

12万 宮古市

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。


