
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

一般事務 ワード２級
経理事務 短大卒 普通自動車免許 一般事務　　　　６年 エクセル２級
営業事務 （経営情報学科）

ワード２級
事務 高校卒業 普通自動車免許（ＡＴ限定） 調理　　　　　　３年 エクセル２級
調理 （食物科） 調理師免許

一般事務 ワード２級
公務員 大学卒 普通自動車免許 一般事務　　　　１年 エクセル２級
出版 （人間科学科）

普通自動車免許
日商簿記２級 支援員　　４年４か月 ワード２級

事務 高校卒業 珠算能力検定２級 販売員　　４年５か月 エクセル２級
販売 （商業科） 情報処理検定３級 事務員　　４年６か月

介護福祉士

企画広告 ワード２級
接客販売 宮古市 高校中退 普通自動車免許 接客販売　　　１０年 エクセル２級
事務 岩手県 接客販売　　　　５年

1 93885 宮古市

公共職業訓練受講者一覧表

【 訓 練 科 名 】 ＩＴ実践科
【訓練修了日】 平成27年9月30日

平成２７年９月７日現在

１５万円 宮古市

私は、前職では事務の仕事において、正確な業務遂行を心掛
け、また、事務の仕事だけでなく、他部門の担当者の補佐も
できるだけ行い、頼りになる事務員でいるよう努める事で、
会社の団結力を大切にしてきました。今回の職業訓練では事
務職に必要なパソコンの能力を向上させる為、資格取得をめ
ざしており、今後更に会社の大きな戦力となる人材になれる
よう、努力していきます。

宮古市

前職では、研修生が来ない期間中は施設の清掃・整備やどう
すれば研修所がより良いものになるのか話合い、改善点を見
つけ、そこで出た改善点を直していくことが主な仕事でし
た。草むしりや窓拭きベッドメイク、ペンキ塗りなど、様々
なことを経験してきました。退職を機に高等技術専門校のＩ
Ｔ実践科を受講しています。事務職は未経験ですが、沢山学
んできた力を生かしたいと思います。

3 24344 宮古市 １７万円 宮古市

職業訓練受講により、コンピュータサービス技能のワープロ
技士２級・表計算技士２級を習得しました。私が最も得意と
するものはワープロ操作です。１０分間に８００文字を超え
るスピードで正確な入力が可能であり、その機能も余すこと
なく使いこなすことができます。またエクセル操作にも自信
があり、数値入力やグラフ・表作成はもちろんのこと、関数
を用いたデータ管理を行うこともできます。

2 61485 宮古市 １４万円

4 250928 宮古市 １４万円
旧宮古
市内

事務職は、工夫により業務の質を上げスピード化を図ること
ができ、やりがいのある仕事だと思っております。パソコン
は事務職には欠かせないものですが自己流であった為、スキ
ルを向上し会社に貢献できる力が必要と考え、現在、ワード
とエクセルの実践レベルである２級をめざし学んでおりま
す。仕事は人との関わりの中で成り立つことを忘れず、誠実
な態度で仕事に取り組みたいと思います。

１５万円

会社の都合で倒産してしまい求職しています。パソコンは自
宅で毎日使っています。職業訓練を受講して、より幅広い視
野と知識で使用することができるようになりました。新しい
ことに挑戦していきたい性分なのでいろいろなことに興味が
あります。固定観念にとらわれず、創造性と向上心を常に
持っています。前職ではＰＯＰ作成、価格や顧客情報の管
理、店舗運営に関する全般をできる限り頑張りました。

5 90125 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。



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

普通自動車免許 ワード２級
医療事務 高校卒業 日本歯科医師会甲種・乙種 歯科助手（受付事務） エクセル２級
一般事務 （普通科） 第二歯科助手 １２年８ヶ月

普通自動車免許 自動車整備・受付
大型自動車第一種免許 ８年２か月 ワード２級

営業 宮古市 高校卒業 三級自動車シャシ整備士 自動車販売営業 エクセル２級
大型運転手 山田町 自動車保険単種目上級 ９年８ヶ月

高度医療機器販売管理者 自動車販売営業及び役員

２２年９か月

普通自動車免許 ワード２級
事務 宮古市 短大卒業 栄養士免許 協同組合　２年１か月 エクセル２級
販売 山田町 （家政科 金融窓口サービス技能士２級 協同組合　　　２５年

食物栄養専攻）

普通自動車免許 公務事務補助　３年２か月 ワード２級
事務 １５万円 高校卒業 ホームヘルパー１級 社福事務補助　　　７か月 エクセル２級

～ （福士教育科） 日商簿記検定３級 公務事務補助　　　８か月

※ＣＡＤも使いこなせます。

中型自動車免許（８ｔ限定）
２級ファイナンシャル・プランナー

宅地建物取引主任者 ワード２級
事務 高校卒業 県商簿記２級 金融機関事務　３７年 エクセル２級

（商業科） 全商簿記１級工業簿記
全商珠算３級
全商英検３級

漁協種苗センター ワード２級
一般事務 高校卒業 普通自動車免許 １年７か月 エクセル２級
製造 （普通科） メディカルクラーク２級 組立業務　　　６か月

病院事務　　　５か月

普通自動車免許（ＡＴ限定） 公務事務補助　２年９か月 ワード２級
一般事務 各種学校 ＣＳ技能評価試験３級ワープロ 税務署事務補助　　４か月 エクセル２級

医療管理学科 ＣＳ技能評価試験３級表計算 保健所事務補助　　１年
医療秘書科

6 5975 宮古市 １４万円 宮古市

前職では少人数で働いていたため、いかに効率よく動けるか
を常に考えるようになりました。時間に追われる作業の中で
ミスなく業務をこなし続けることができるようになり、精神
面でもだいぶ強くなりました。現在受講中のパソコンの資格
取得を目指し、自分のスキルアップと企業の即戦力となれる
よう、常に向上心を持ち、意欲的に仕事をこなしていけるこ
とを目標にしていきたいと思います。

7 75165 山田町 ２５万円

私はこれまで営業職及び役員を長い間してまいりましたが、
これまで仕事をした中で、お客様の喜ぶ顔、また職場の方々
から色々相談を受け、解決できないまでも話したことで安心
した顔が見れたことが「自分のやる気エネルギー」になって
きたと思います。このようなことから、私は人の喜んでいる
顔等みて自分も幸福になれば良いと考えています。この様な
ことから営業に向いていると思います。

8 91845 宮古市 １５万円

職業訓練受講により、ＰＣ操作に関する技能習得に努めてお
り、今後就職した際には必ず役に立つと考えております。ま
た、訓練に伴う２級試験の受験の前に、３級試験にもチャレ
ンジして、より技能を習得し、確実な資格取得に向けて努力
しております。

岩泉町

前職では臨時職員として事務職に従事しておりましたがその
中でパソコンや経理の知識や技術が必要だと感じ、職業訓練
を受講しております。又簿記２級取得を目指し知識の習得に
努めております。今後さらに学習を続け、技術・知識そして
これまでの経験を生かしながら、いち早く新しい業務も覚
え、即戦力になれるよう努力してまいりたいと思っておりま
す。

10 64765 宮古市 １３万円

9 390731 岩泉町

宮古市

事務職を希望しており、スキルアップのために、ワードとエ
クセル２級資格取得に向けがんばっております。「一期一
会」と「挑戦する気持ち」を持ち続け、誠実に仕事に打ち込
みます

11 114385 宮古市 １３万円 宮古市

私は、現在ＩＴ２級資格取得を目指し、パソコンの訓練をし
ています。私自身粘り強くチャレンジ精神があると思いま
す。また責任感もあるので、与えられた仕事は最後までやり
遂げます。資格取得し、戦力になれる人材になります。

12 76645 宮古市 １５万円 宮古市

私はワープロが好きです。今回職業訓練校に通い、気づくこ
とができました。タイピングの速さと正確さには自信があり
ます。今回ワープロと表計算の勉強をし、自信が持てるよう
になりました。これを強みとして実践で発揮したいと思って
おります。スピーディかつ丁寧にを心掛け、仕事を一生懸命
やり貴社に貢献できる人材になりたいと思っております。

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

普通自動車免許
中型免許（限定解除） 観光業　　　　　２年 ワード２級

特になし 高校卒業 ＣＳ検定ワープロ３級 観光業　　　　４か月 エクセル２級
（普通科） ＣＳ検定表計算３級 放送業　　１年７か月

１５万円 特になし

私はＰＣのスキルアップのため、職業訓練を受講し、ＣＳ検
定２級を取得する見込みです。また、前職では、動画編集な
ども経験しており、企業の情報発信という面で即戦力になれ
ると自負しております。今後も自身の強みであるＰＣスキル
の向上に努めていきたいと考えております。

13 311939 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。


