
求職者情報 （2020年 12月 11日現在） 

 

☆海外在住 

【建築設計】 

番号 ミャンマー1 

年齢 20 代／男性 

学歴／専攻 大学卒／土木技術 

語学 日本語：N4取得  N3学習済み 

英語：日常会話 

使用可能ソフト 

スキル 

AutoCAD 2D、3D         Quantity Survey／Estimate 

Word、Excel、PowerPoint    BIM 01 Modeling（Architecture and Structure） 

職歴、経験 A 社：設計、建材等の発注、現場監督。土木工事 BOQ の作成・報告など 

B 社：煉瓦壁の測量線作成、壁桟橋とドア枠の点検など 

 

【建築設計】 

番号 ミャンマー2 

年齢 20 代／男性 

学歴／専攻 大学卒／土木技術 

語学 日本語：N3取得 

英語：中級 

使用可能ソフト 

スキル 

AutoCAD 

Microsoft office 

ETABS 

職歴、経験  

 

【建築設計】 

番号 ミャンマー3 

年齢 20 代／女性 

学歴／専攻 大学卒／土木技術 

語学 日本語：N3取得、 N2勉強中 

英語：話せます  

使用可能ソフト 

スキル 

AutoCAD 2D,、3D （advanced） 

Civil Estimate(QS)   Sketchup（2D、3D）（basic）   Revit 

Microsoft office 

職歴、経験 A 社：トレーニングアシスタント、コーディネート 

B 社：ジュニアサイトエンジニア 

C社：都市住宅開発部門の設計 

D 社：日本語教師 

 

 

 

 



【機械設計職】 

番号 ミャンマー4 

年齢 20 代／男性 

学歴／専攻 大学卒／機械技術 

語学 日本語：N3、 N2 勉強中 

英語：日常会話 

中国語：基礎レベル 

使用可能ソフト 

スキル 

Autodesk、Revit MEP2018 BIM Modelling 

M＆E Services（Design + Drafting + Theory） 

AutoCAD 2D,、3D       Microsoft office （Word、Excel、PowerPoint） 

職歴、経験 A 社：機械設計 

 

【建築設計】 

番号 ミャンマー5 

年齢 20 代／女性 

学歴／専攻 大学卒／電子通信 

語学 日本語：N4取得  N3学習済み 

英語：日常会話 

使用可能ソフト 

スキル 

AutoCAD 2D, 3D        Tekla Structures 

Word、Excel、PowerPoint 

職歴、経験 2 社で建築設計職を経験 

 

【設計】 

番号 ダナン A 

年齢／性別 20 代／女性 

学歴／専攻 大学卒／環境マネージメント 

語学 日本語：N3取得 

英語：中級 

使用可能ソフト AutoCAD、 USM、 Microsoft office 

職歴、経験 A 社：スーツの設計 

B 社（日本）：製品データ入力、製品検査 

C社（日本）：靴の部品設計、翻訳 

 

【機械設計】 

番号 ダナン C 

年齢／性別 20 代／男性 

学歴／専攻 大学卒／機械製造 

語学 日本語： 

英語：中級、TOIEC 400 

使用可能ソフト AutoCAD 2D, 3D、 Solidworks    Word、Excel、PowerPoint 

職歴、経験 A 社：機械の設計図を読み、指数を処理する。3D 図面を描き、2D図面に出力する。 

 



☆国内在住 

【溶接】 

番号 BN -1 （香川県在住／ベトナム国籍） 

年齢／性別 30 代／男性  （2021 年 1月 40歳） 

学歴／専攻 大学卒／機械技術 

語学 日本語：N3取得 

英語： 

使用可能ソフト 

スキル 

初級溶接技能評価試験 合格 

床上操作式クレーン運転免許 

玉掛け技能講習 修了 

ハンズ溶接、旋盤、フライス盤、MIG 溶接、MAG 溶接、ロボット溶接 

職歴、経験 A 社：土木関連会社（ベトナム国営） 橋のフレーム、構造の溶接 

B 社（日本）：鉄鋼関連会社（技能実習生） 3年、住宅防音フレーム板金、柱の溶接 

C社：鉄接構造溶接 

D 社：日系 船の溶接 

E 社（日本）：クレーンの柱の溶接（50 トン、60 トン、200 トン） 

 

【IT】 

番号 SA -1 （東京在住／ベトナム国籍） 

年齢／性別 20 代／男性   

学歴／専攻 大学卒／応用数学及び情報技術 

現在、日本語学校 在籍（2021 年 3 月卒業見込み） 

語学 日本語：N4 取得 

英語：IELTS 6.0（英検準 1級程度） 

使用可能ソフト 

スキル 

Word、Excel、PowerPoint 

C/VC、C#、Java、Visual Basic、SQL、Android、Oracle Database 

職歴、経験 A 社： IT エンジニア 

B 社： ITエンジニア 

 

【IT】 

番号 SA -2 （埼玉在住／ベトナム国籍） 

年齢／性別 30 代／女性  

学歴／専攻 大学卒／食品技術学部（ベトナム）、総合経営管理学部（ベトナム） 

日本語学校卒（日本）、専門学校卒（日本／ICT マネジメント学科） 

語学 日本語： N2取得 

英語：TOEIC 625 

使用可能ソフト 

スキル 

AutoCAD 2D 

Internet Basic User Test 

Java プログラミング能力認定試験 3 級 

Python エンジニア認定基礎試験    ウェブ開発（HTML、CSS）、Android App開発 

職歴、経験 A 社：食品研究開発 

B 社：コーディネーター、品質管理 



 

【機械オペレーター・溶接】 

番号 SA -3 （京都在住／ベトナム国籍） 

年齢／性別 30 代／男性  

学歴／専攻 大学卒／自動車工学 

語学 日本語：日常会話程度。メール可 

英語： 

使用可能ソフト 

スキル 

CNC工作機械の操作 

アルゴンによる TIG 溶接、半自動（CO2）溶接 

職歴、経験 A 社（日本）：溶接  

 

【溶接】 

番号 IGC-1（広島県在住／ベトナム国籍） 

年齢／性別 30 代／男性  

学歴／専攻  

語学 日本語：  

英語： 

使用可能ソフト 

スキル 

溶接 

職歴、経験 A 社（日本）：技能実習生 3号を修了 

 

 


