
令和2年度 福祉調理コース 令和2年4月8日入校～令和2年10月9日修了
　 令和2年6月25日現在

番号 性別 年齢 住所 希望職種 希望勤務地 資格・免許
運転
免許

主な職務経歴及び自己ＰＲ

1 女 26 神戸市灘区 ①給食調理員 神戸、灘、西宮
TOEIC630、色彩検定３
級

有

人をサポートすることが好きです。食に関する仕事
は初めてですが、食を通して人の生活を支え、笑顔
を届けたいです。学院で学んだ大量調理の技術、衛
生管理、チームワークを生かして仕事に取り組みた
いです。

2 女 60 明石市 ①給食調理員
神戸、明石、
加古川

調理師、日商簿記２
級、日商ビジネスコン
ピューティング２級、初
級システムアドミニスト
レータ

無

営業事務、病院事務でパソコンやお客様対応のス
キルを学んできました。親の介護を通して「食べるこ
と」の大切さも知りました。日々進歩する調理技術と
大量調理を学びひとりでも多くの方に「おいしい食
事」を届けることを目指しています。

3 女 48 神戸市北区 ①給食調理員 神戸
ホームヘルパー２級、
ＡＥＤ普通救命コース
修了

無

前職の介護職では、各個人の名前、顔、特徴、病
気、内服状況など、生命の危険につながらないよう
事故防止などに気を付け、コミュニケーションを大切
に努めてきました。調理補助では、安全性、衛生
面、チームワークの大切さ、仕事の楽しさを学びまし
た。料理を作り食べることが好きなので、学院でたく
さんの事を学び、今後の目標「笑顔の絶えない食事
作り」と就職に活かしていきたいです。

4 女 37 神戸市西区 ①給食調理員 神戸、西神 ホームヘルパー２級 無

前職では、精肉鮮魚の加工をしていました。調理の
経験はありませんが、現在学院で大量調理につい
て学んでいます。今年の調理師免許取得を目指し、
学院で学んだ技術や衛生面での知識を活かし調理
の職務へつなげたいと思っています。

     学院生人材リスト
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主な職務経歴及び自己ＰＲ

5 男 65 大阪府豊中市
①パン・惣菜調理員
②老人ホーム調理員
③飲食調理員

大阪北摂
農業改良普及員、英検
２級

無

前職の金融機関を定年退職しました。作業をマニュ
アルに沿い正確に効率的におこなうことに適性があ
ります。これに当学院で学んだ大量調理技術を生か
した仕事ができると思います。前職は農業関係の仕
事で、農作物の知識があります。

7 女 50 神戸市西区
①事業所給食調理員
②保育園給食調理員
③学校給食調理員

神戸、西神、明石
日商簿記２級、珠算実
務検定２級、薬膳アド
バイザー

有

昔から、作った物を食べてもらい、美味しいと言って
もらえる事に幸せを感じているので、調理をしていて
苦に思ったことはないです。前職で食べる事の大切
さを学び、学院で調理全般をしっかり勉強したので、
この２つの経験を活かし、これからも食に関係する
仕事に就き役に立っていきたいです。

8 女 63 神戸市須磨区 ①給食調理員 神戸、西神

美容師、英検２級、販
売士２級
日本エステティシャン協
会認定エステティシャン

無

前職では、主に人に接する仕事をしてきましたが、
現在学院で衛生学、調理学、大量調理について学
んでいます。福祉調理の勉強を始め、その学び得た
技術を生かせる職場でいろいろな人に喜んで頂き
たく思います。

9 女 58 神戸市西区
①学食給食調理員
②事業所給食調理員
③産科給食調理員

神戸

日商珠算検定１級、宅
地建物取引主任者、建
築士２級、インテリア
コーディネーター、福祉
住環境コーディネー
ター２級、カラーコー
ディネーター２級、エク
ステリアコーディネー
ター２級

有

仕事とは別に趣味で長い間料理教室へ通っていま
した。学院では、福祉調理の料理の前提となる衛生
等の意識・姿勢・チームワークを学んでいます。人
間の健康と喜びを食を通して生かせる職にこれから
たずさわっていきたいです。

10 女 63 明石市
①事業所給食調理員
②学校給食調理員
③保育園給食調理員

神戸、明石、加古川

日商簿記２級、日本語
文書処理技能３級、ビ
ジネスコンピューティン
グ検定

無

前職では、コミュニティセンターで、子供食堂運営の
手伝い等をしており、とても「食」に関心があります。
学院で衛生面の事柄を重点的に学んでいます。調
理技術、知識の両面を習得中です。
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11 男 44 神戸市北区

①事業所給食調理員
②老人ホーム調理員
③病院給食調理員
④その他給食調理員

神戸、神戸(三田)、西宮、明
石、西神

宅地建物取引士、福祉
住環境コーディネー
ター２級、介護職員初
任者研修、日商簿記２
級、実用英語検定２
級、ファイナンシャルプ
ランナー３級

有

私は今までたくさんの人と接する仕事をしてきまし
た。色々な場で人と接してきたので経験は豊富です
し、仕事をする上でもトラブルもなく、チームワーク
の大切さは身につけています。料理をするのも食べ
るのも好きで、この学院で多くの知識と大量調理を
学んだので、これらの経験も活かし調理師免許の取
得も目指し何事にも積極的に学んでいきたいと思い
ます。

12 女 50 神戸市北区 ①給食調理員 神戸、神戸(三田) 無

前職で調理補助として１年間働きました。そこで食
の大切さを学びました。安全で、美味しく、美しく、幸
せを感じてもらえる様な料理を作れる職人になりた
いと思っています。学院で学んだ技術を活かして働
きたいです。

13 女 70 神戸市西区
①保育園給食調理員
②その他給食調理員

神戸、西神、明石
珠算実務検定３級、簿
記実務検定３級

無

前職では、窓口対応の仕事が多かったので、人と人
とのコミュニケーションをとることができます。食に関
する仕事ははじめてですが、学院でしっかりと衛生・
調理技術を学び、食を通じて人とのコミュニケーショ
ンがとれるようにしたいです。

14 男 48 神戸市兵庫区
①セントラルキッチン調理員
②学校給食調理員
③事業所給食調理員

神戸、灘 調理師 有
調理経験が７年ほどあります。調理師資格を持って
います。バイク免許はあるため、デリバリーなどの
仕事もできます。

15 男 63 神戸市西区 ①給食調理員 西神、明石 無

学院で大量調理の技術・知識を学んでいます。無知
からのスタートですが、協調性は持っていますので
チームワークを大切にして、学んだ事を活かして頑
張りたいです。
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16 女 45 神戸市須磨区
①保育園給食調理員
②学校給食調理員

神戸 無

前職では、通販業界で１６年間梱包・出荷作業に携
わり、正確かつスピーディに作業に取り組むことを
学びました。これからは自分の興味のある食を通じ
て人々の役に立ちたいと思い、学院で調理の技術
や知識を学び調理師免許の取得を目指していま
す。

17 女 44 明石市 ①給食調理員 神戸、明石 和裁技能士２級 無

今まで立って作業をする仕事だったので、立ち仕事
には慣れています。調理経験はありませんが、学院
で学んだ技術や経験を生かして、調理師免許の取
得を目標に、長く続けられる仕事にしたいです。

18 女 53 神戸市西区 ①給食調理員 神戸、西神、明石
ファイナンシャルプラン
ナー３級

有

長年の仕事で、お客様対応やパソコンのスキルは
あります。調理については、現在学院で大量調理の
技術、衛生管理、チームワークの大切さを学んでい
ます。学んだ事を活かし、調理師免許取得を目標に
仕事に取り組んで参ります。

19 男 31 高砂市 ①給食調理員 神戸、明石、姫路、加古川 有

長年、アルバイトや正社員として飲食業界に携わっ
てきて、そこで料理の楽しさや的確な判断力・対応
力を学びました。学院では今までに経験の無い大量
調理の技術や衛生面の徹底、栄養学などの知識を
身につけ現場で活かしていきたいです。


