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ポリテクセンター熊本の職業訓練
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｢できる｣を
目指す訓練
｢できる｣を
目指す訓練
訓練では、｢わかる｣ではなく
｢できる｣を目指す指導を行っ
ています｡

訓練では、｢わかる｣ではなく
｢できる｣を目指す指導を行っ
ています｡

基礎から
始める訓練
基礎から
始める訓練

前職と異なる分野の訓練を
受講している方が多くいます｡
未経験者大歓迎です。

前職と異なる分野の訓練を
受講している方が多くいます｡
未経験者大歓迎です。

経済的な負担の
少ない訓練

経済的な負担の
少ない訓練

テキスト代などは必要ですが、
受講料は無料です。
テキスト代などは必要ですが、
受講料は無料です。

就職を
きめ細やかに
サポート

就職を
きめ細やかに
サポート

履歴書などの作成支援や企
業面接会の開催により就職
活動をサポートします。

履歴書などの作成支援や企
業面接会の開催により就職
活動をサポートします。

一緒に学ぶ
仲間がいます
一緒に学ぶ
仲間がいます
全訓練科10名～30名の集
合訓練です。助け合い、信頼
を強くしながら学びます。

全訓練科10名～30名の集
合訓練です。助け合い、信頼
を強くしながら学びます。 職業訓練

5つの特徴
職業訓練
5つの特徴



溶接加工科

機械・CADオペレーション科

電気設備サービス科

生産ラインメンテナンス科

組込みマイコン技術科

住宅リフォーム科

福祉住環境サービス科

ビル設備サービス科

NCプログラミング科
（企業実習付きコース）

電気設備施工科
（企業実習付きコース）
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　当センターでは、感染症予防
対策として職員及び受講生に対
して、マスクの着用・手洗いや咳
エチケット、訓練施設内のこまめ
な換気等を徹底し、適切な環境
の保持に努めております｡

　受講者の皆様におかれまして
も、上記の感染症対策へのご協
力をお願いいたします。

【新型コロナウイルス
　　感染症予防に関して】

※一部撮影上、マスクを限定的に外し
ています。



 離職された方や就職を希望される方等が、再就職をするため
に必要な知識・技能を6ヶ月の期間で習得し、職業に就くこと
を目的としたコースです｡

一般コース
施設内訓練（6ヶ月）

溶接加工科
機械･CADオペレーション科
電気設備サービス科
生産ラインメンテナンス科
組込みマイコン技術科
住宅リフォーム科
福祉住環境サービス科
ビル設備サービス科

科　名
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ポリテクセンター熊本は国（厚生労働省）が所管する再就職を
支援している公共職業訓練施設です。ものづくりの分野を中心
として以下のコースを開講しています。

訓練の概要

企業実習
（１ヶ月） フォローアップ

ものづくりスタート訓練（導入訓練）
一般コース

企業実習付きコース

施設内訓練（6ヶ月）ものづくりスタート訓練
(1ヶ月)

 入所後１ヶ月間に将来の働き方について考えるとともに、社会
人としての基礎力の向上等を目指します。その後、実践的な訓練
を行います。これまでと違った業界を知りたい方、就業経験が少
ない方、安定して働きたい方等が訓練を受講する前の1ヶ月間で
働くことに必要なスキルの習得を目指します。

※ものづくりスタート訓練のみの受講はできません。一般コース
もしくは企業実習付きコースとセットになります。

※機械・CADオペレーション科及び福祉住環境サービス科は
ものづくりスタート訓練の対象外となります。

主な訓練内容

・ 訓練体験

・ 就職のための
　職業能力開発の導入

・ チームで働く力

・ 仕事を見つける力

・ 考え行動する力

・ ITリテラシー

施設内訓練（４ヶ月）

企業実習付きコース NCプログラミング科
電気設備施工科

科　名

企業実習
（１ヶ月） フォローアップ

 施設内訓練と企業実習を組み合わせたコースです。受講生は、
４ヶ月の施設内訓練を受講した後、当センターが委託した企業
において、企業内でOJTを通した実践的な仕事を体験します。こ
の実習を通じて、実際の現場での仕事内容を理解し、企業での
仕事の対応力が習得できます。相性が良ければそのまま実習先
の企業に採用されることもあります。

対　　　　象

（１）概ね55歳未満の方

（２）入所までにジョブ・カード(※)の交付を受
けた方

（３）無職であるか、パート・アルバイト等の不
安定な就労を繰り返している方

（※）ジョブカードについては管轄のハローワークにお問い合わせください。（裏表紙参照）

施設内訓練（４ヶ月）

ものづくりスタート訓練
(1ヶ月)



オープンキャンパスに参加しよう！

詳しくはP31をチェック！

ポリテクセンター熊本では、訓練内容等をよく理解いただくため、募集中のコースについて
オープンキャンパスを開催しています。
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費用等
・受講料無料（ただし、テキスト代・作業服代等は、実費負担となります）

・一定の条件を満たす雇用保険受給資格者等が、ハローワークの指示により入所すると手当が支給されます。
　それ以外の求職者の方は、一定の条件を満たしていれば、「職業訓練受講給付金」の対象となる場合があります。
　詳細については、直接管轄のハローワーク（裏表紙参照）にお問い合わせください。

・事故・災害等に対応する職業訓練生総合保険があり、任意加入（4,900円／６ヶ月、5,550円／７ヶ月）ですが、
　企業実習付きコースは全員加入（4,900円／6ヶ月、5,550円／7ヶ月）していただきます。

 

訓練期間
・一般コース 6ヶ月

・企業実習付きコース 6ヶ月
・ものづくりスタート訓練 1ヶ月

訓練実施場所及び訓練時間
・訓練実施場所
　ポリテクセンター熊本/合志市須屋（案内図は裏表紙参照） 
　※企業実習付きコースの企業実習期間中は実習先事業所となります。

・訓練時間
　9時15分～16時00分（原則として1時限50分間で1日あたり6時限）
　詳細は29ページをご覧ください。
　※16時50分までの7時限の場合もあります。
　※企業実習付きコースの企業実習期間を除きます。

・訓練日
　原則として土・日、祝日を除く平日

託児サービス
・子育て中の方も安心して受講できるよう、民間託児施設にお子さん（未就学児）を預ける方々へのサポートを
　行っています。（P35参照）

その他
・他の公共職業訓練や求職者支援訓練と併願はできません。
・過去１年以内に公共職業訓練又は求職者支援訓練等を受講した方は申込できません。



令和５年度ハロートレーニング受講生募集日程

入所 科　　　　名 定員 募集期間 オープン
キャンパス

筆記試験
面接 入所日 修了日

令和5年

4月生

溶接加工科 12

2/1(水)～2/24(金) 2/8(水)
2/15(水) 3/3(金)

4/4(火) 9/28(木)

電気設備サービス科 15

生産ラインメンテナンス科 15

住宅リフォーム科 17

2/27(月)～3/10(金) 3/8(水) 3/13(月)ビル設備サービス科 15

5月生 機械･ＣＡＤオペレーション科 3/1(水)～3/23(木) 3/8(水)
3/15(水) 4/7(金)

5/9(火) 10/26(木)
福祉住環境サービス科

15

15 3/24(金)～4/14(金) 4/12(水) 4/17(月)

6月生

溶接加工科

15

4/3(月)～4/24(月) 4/12(水)
4/19(水) 5/12(金)

6/6(火)

12/22(金)

電気設備サービス科

生産ラインメンテナンス科

住宅リフォーム科
4/25(火)～5/19(金) 5/22(月)

ビル設備サービス科

7月生 溶接加工科 12

5/1(月)～5/25(木) 5/10(水)
5/17(水)

5/10(水)
5/17(水)

6/9(金)
7/4(火)

電気設備サービス科 15

生産ラインメンテナンス科 15

住宅リフォーム科 17
5/26(金)～6/16(金) 6/14(水) 6/19(月)ビル設備サービス科 15

8月生
6/1(木)～6/29(木) 6/14(水)

6/21(水) 7/7(金)
8/1(火) 1/31(水)

6/30(金)～7/14(金) 7/12(水) 7/18(火)

8月生

ＮＣプログラミング科（企業実習付き）
10

6/1(木)～6/29(木) 6/14(水)
6/21(水)

7/7(金)

8/1(火)

2/28(水)

電気設備施工科（企業実習付き）
6/30(金)～７/14(金) 7/12(水) 7/18(火)

組込みマイコン技術科

9月生 NCプログラミング科（企業実習付き） 12 7/3(月)～7/27(木) 7/12(水)
7/19(水) 8/4(金)

9/1(金)電気設備施工科（企業実習付き） 12
7/28(金)～8/18(金) 8/2(水) 8/21(月)組込みマイコン技術科 20

9月生

溶接加工科

15
7/3(月)～7/27(木) 7/12(水)

7/19(水) 8/4(金)

9/1(金) 3/28(木)
電気設備サービス科

生産ラインメンテナンス科

住宅リフォーム科

7/28(金)～8/18(金) 8/2(水) 8/21(月)ビル設備サービス科

ものづくりスタート訓練

ものづくりスタート訓練

ものづくりスタート訓練

10月生へ
（右ページ）

※1次募集の応募状況により、受入ができない場合は、
　2次募集は行いません。
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次
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次
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次
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次
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次
※

2
次
※

2
次
※

2
次
※

1
次

1
次

2
次
※

2
次
※

2
次
※

2
次
※

機械･ＣＡＤオペレーション科

福祉住環境サービス科

15

15



入所 科　　　　名 定員 募集期間 オープン
キャンパス

筆記試験
面接 入所日 修了日

募
集
回

ポリテクセンター熊本ではほぼ毎月コースを開講していますのでチャンスを
逃しません！自分にあったコースを選ぶ事ができます。

10月生 溶接加工科 12

1
次

1
次

1
次

1
次

1
次

1
次

1
次

1
次

8/1(火)～8/24(木) 8/2(水)
8/16(水) 9/8(金)

10/3(火) 3/28(木)

電気設備サービス科 15

生産ラインメンテナンス科 15

住宅リフォーム科 17
8/25(金)～9/15(金) 9/13(水) 9/19(火)ビル設備サービス科 15

11月生
9/1(金)～9/28(木) 9/13(水)

9/20(水) 10/6(金)
11/1(水) 4/26(金)

９/29(金)～10/13(金) 10/11(水) 10/16(月)

12月生

溶接加工科

15
10/2(月)～10/26(木) 10/11(水)

10/18(水)
11/2(木)

12/1(金)

6/26(水)

電気設備サービス科

生産ラインメンテナンス科

住宅リフォーム科

10/27(金)～11/10(金) 11/8(水) 11/13(月)ビル設備サービス科

令和6年

1月生

溶接加工科 12

11/1(水)～11/30(木) 11/8(水)
11/15(水) 12/8(金)

1/5(金)

電気設備サービス科 15

生産ラインメンテナンス科 15

住宅リフォーム科 17
12/1(金)～12/15(金) 12/13(水) 12/18(月)ビル設備サービス科 15

2月生
12/1(金)～12/21(木) 12/13(水)

12/20(水) 1/9(火)
2/1(木) 7/25(木)

12/22(金)～1/12(金) 1/10(水) 1/15(月)

2月生

ＮＣプログラミング科（企業実習付き）
10

12/1(金)～12/21(木) 12/13(水)
12/20(水) 1/9(火)

2/1(木)

8/27(火)

電気設備施工科（企業実習付き）
12/22(金)～1/12(金) 1/10(水) 1/15(月)組込みマイコン技術科

3月生 NCプログラミング科（企業実習付き） 12 1/4(木)～1/25(木) 1/10(水)
1/17(水) 2/2(金)

3/1(金)電気設備施工科（企業実習付き） 12
1/26(金)～2/9(金) 2/7(水) 2/13(火)組込みマイコン技術科 20

3月生

溶接加工科

15
1/4(木)～1/25(木) 1/10(水)

1/17(水) 2/2(金)
3/1(金) 9/27(金)

電気設備サービス科

生産ラインメンテナンス科

住宅リフォーム科
1/26(金)～2/9(金) 2/7(水) 2/13(火)ビル設備サービス科

ものづくりスタート訓練

ものづくりスタート訓練

ものづくりスタート訓練

6

※1次募集の応募状況により、受入ができない場合は、
　2次募集は行いません。

2
次
※

2
次
※

2
次
※

2
次
※

2
次
※

2
次
※

4月生へ

機械･ＣＡＤオペレーション科

福祉住環境サービス科

15

15 2
次
※

機械･ＣＡＤオペレーション科

福祉住環境サービス科

15

15 2
次
※



どんな科？ こんな人におすすめ！

溶接加工科
一般コース 令和５年４・７・10月 令和６年１月

ハローワーク求人検索ワード

H29年９月修了生
（30代　女性）

株式会社中九州金属工業

Ｒ2年度
就職率

90.0％ Ｒ3年度
就職率

95.5％

溶接の技術は、最初はうまくいかなくても、毎日練習を
積み重ねることで確実に上達していきます。溶接加工科
は、次のような人に向いています。
●ものを作ることが好きな人、金属の加工に興味がある人
●体を動かすことが好きで、体力・根気のある人
●技能・技術を追究したい人

』事工体躯築建『⇒事工気電・木土・築建.H』理修・立組械機『･』品製属金『⇒査検・刷印図製・理修・造製.I

修了生の声

造船などの金属製品づくりに欠かせない溶接の技術。
この科では、初めての人にもわかるよう、丁寧に溶接
の基本技術を訓練していきます。また、訓練中に取得
できる資格も多く、就職活動にこれらの資格を大いに
アピールしていただく事もできます。多くの修了生は
溶接の現場で活躍しています。

●食品製造業から溶接工に！
コンビニのお弁当製造工場で仕事をしていた私ですが、
訓練で溶接を学び溶接の仕事に就くことができました！
はじめての作業ばかりで心配でしたが、実習がメインで
ひとりひとりが技能を習得できる環境が整っており、指
導もとてもわかりやすかったです。現在はステンレス製
品を溶接する会社に就職し、毎日楽しく充実した職業生
活を送っています。

Ｒ4年度
就職率

※Ｒ4年11月末日時点
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100％



担当講師からのひとこと
主な就職先（職種）

ＴＩＧ溶接の基本
薄板材の溶接技法

▲ＴＩＧ溶接の実習風景

▲金属加工課題

ガス溶接・切断のほか、
ヤスリなど手工具の使い
方も習得します。また、
ガス溶接技能講習の修了
証も取得します。

機械工作法の基本
ガス溶接技能講習
自由研削といし特別教育

アルミニウム合金やステ
ンレス鋼のＴＩＧ溶接基
本技能を１ヶ月半かけて
じっくり習得します。

鋼材にガス切断、孔あけ、
曲げ等の加工を行うため
の知識と技能を習得しま
す。

高能率な半自動溶接の知
識と技能を習得します。
企業ニーズが高いため、
１カ月半かけてじっくり
習得します。

精密板金の加工に不可欠
なプレスブレーキの技能
を習得します。また、ＣＡＤ
を使った機械製図の作図
も行います。

現場で多く用いる被覆アー
ク溶接の知識と技能を習得
します。また、アーク溶接
等の業務に係る特別教育の
修了証も取得します。

被覆アーク溶接の基本
曲げ試験と評価
アーク溶接特別教育

半自動溶接の基本
曲げ試験と評価

鋼材の成形加工基本
ＭＡＧ溶接
応用課題の演習

プレスブレーキの基本
２次元ＣＡＤの操作法

被覆アーク溶接 金属加工基本作業

炭酸ガスアーク溶接
（半自動溶接）

ＴＩＧ溶接
（アルミニウム合金・ステンレス鋼）

鉄鋼材加工 機械板金加工・ＣＡＤ

曲げ試験と評価

定　員

各12名

資格関係

▲炭酸ガスアーク溶接の実習風景

▲鉄鋼材加工科課題 ▲プレスブレーキ実習課題

▲被覆アーク溶接の実習風景

◆ 訓練受講中に取得できる資格
● ガス溶接技能講習（（熊本労働局長登録教習機関熊労第９号－１）

）日03月３年６和令日了満間期効有録登（ 　 ）
● アーク溶接等の業務に係る特別教育
● 自由研削用といしの取替え等の業務に係る特別教育

◆ 任意で取得可能な資格（試験月）※

● 溶接技能者評価試験（JIS 検定）（4 月、8 月、12 月）

 

 

 

 

 

もっと詳しく知りたい
方はこちらへ

熊本県内では、鉄骨製作、造船、自動車部品、農業機械などの分
野において、溶接の技術者が求められています。未経験でも、「挑
戦したい」、「自分もやってみたい」と思う方、お待ちしています。
また、最近は女性の溶接技術者も増えつつあります。共に製造業
への再就職を目指していきましょう！

●造船（溶接工）
●鉄骨製作（溶接工）
●自動車部品製造（溶接工）
●建具製造（組立工・プレス工）
●厨房用品製造（溶接工）
●農機具製造（溶接工）
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費用等

約 16,000 円

　　溶接用保護具は貸出します
作業用手袋（軍手等）、マスク
各自で用意するもの

●テキスト・実習服等の費用

●

※訓練期間中、受講生のみなさんが習得した技能を活かして任意に受験して取得できる資格の一例です。（但し、合格を保証するものではありません。詳細は各実施機関へお問い合わせください。）



こんな人におすすめ！どんな科？

機械・CADオペレーション科
ハローワーク求人検索ワード

令和５年５・８・１１月　令和６年２月一般コース

ものづくりには、企画・設計・製造という基本的な 
流れがあり、製品を作り上げて行きます。この科は次
のような人にオススメです。
●ものを作ることが好きな人
●長く働ける技能を身に付けたい人
●コンピュータを使った仕事が好きな人

I. 製造・修理・製図印刷・検査⇒『金属製品』・『機械組立・修理』・『製図・写図・現図工』B.専門・技術、教育⇒『機械・電気技術』・『情報処理・通信技術者』

Ｒ2年度
就職率

100％ Ｒ3年度
就職率

98.1％
令和２年１月修了生
（30代　男性）

修了生の声

Ｒ4年度
就職率

※Ｒ4年11月末日時点
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95.8％

製品の設計図面を描けるようになるために、2次元CAD
と3次元CADを３ヶ月間じっくりと学びます。３次元プリ
ンタを使った実習があるのも、この科の大きな特徴です。
そして図面通りのものを作るため、NC工作機械などの操
作方法なども体系的に習得して行きます。熊本ではCAD
の技術と熱意をもった人材が求められています。

　ハローワークの訓練相談窓口でポリテクセンターを
知り、オープンキャンパスに参加しました。オープンキャ
ンパスでは、CADに興味をひかれ、応募しました。
　訓練では、様々な年代の方と教えあいながら受講で
き、新鮮でした。また、講師の先生方が理解できるまで
じっくり時間をとってくれたので助かりました。私は、設
計の仕事に就きたかったので、機械製図の技能検定にも
チャレンジしました。現在は、ウィンチの設計を担当して
います。業務の中で、2次元CADを扱っているので、製
図の訓練はそのまま仕事につながっていると思います。



担当講師からのひとこと
主な就職先（職種）

もっと詳しく知りたい
方はこちらへ

汎用工作機械加工
（旋盤・フライス盤）

ＮＣ工作機械加工

ＣＡＭシステム操作

定　員 費用等

各15名

２次元ＣＡＤによる
機械製図

３次元ＣＡＤ基本

３次元プリンタを
使った試作と IT基本

 
 

 

資格関係

自動加工機械である
マシニングセンタ、ＮＣ旋盤 
の使い方を習得します。特
に、シミュレーションソフト 
を使い、プログラミングを
習得します。

ＮＣ旋盤の使い方
マシニングセンタの使い方

ＣＡＤ/ ＣＡＭソフト
（GO2CAM）を用いて、 
ＮＣ 加 工 機 械 を 動 か す
データを作成できる技能
を習得します。

ＣＡＭの使い方
三次元測定機の使い方

旋盤、フライス盤といった
工作機械を用いて、金属 
材料を加工し製品を作り出
す技能を習得します。

旋盤の使い方

機械の設計に必要な図面
の読み方や２次 元ＣＡＤ 
ソフト（AutoCAD）を 
使 った 図 面 の 描 き 方 を 
習得します。

投影法の考え方
図形の表し方
機械要素の描き方

３次元ＣＡＤソフト
（SolidWorks）の操作方 
法 や、 ３ Ｄ モ デ リ ン グ、 
アセンブリ（３Ｄモデルの
組立）を習得します。

３次元モデルの作り方
３次元モデルの組立て方

３次元プリンタの活用実習、
お よ び Word・Excel の
基本的な使い方を習得しま
す。

３次元プリンタの使い方
文書・表計算のデータ処理

◆任意で取得可能な資格※
２次元ＣＡＤ利用技術者試験１級、２級、基礎
コンピュータサービス技能評価試験
　〔ワープロ部門・表計算部門〕２級、３級
技能検定〔機械・プラント製図〕３級
品質管理検定２級、３級

　約13,000円

自動車、スマートフォン等、私たちの生活の中でいつも使って
いる製品には、機械ＣＡＤの技術が詰まっています。この科で
は、製品を設計（デザイン）するための技術、ＣＡＤ図面の形を
実際につくる加工の技術、この両方を習得することができます｡
世界に誇る、熊本のものづくり企業へ就職してみませんか。

●機械部品製造（ＣＡＤオペレーター）

●自動機製造（機械加工）

●鋳造部品製造（ＮＣオペレーター）

●一般機械器具製造（機械設計補助）

●金属製品製造（機械加工）

▲マシニングセンタによる加工作業

▲ＣＡＭによるデータ作成作業

▲旋盤による金属加工作業

▲３次元ＣＡＤによるモデル作成

▲３次元プリンタによる試作

▲２次元ＣＡＤによる機械部品
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●

●
●

●
●

●フライス盤の使い方 ●
●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●テキスト・実習服等の費用

※訓練期間中、受講生のみなさんが習得した技能を活かして任意に受験して取得できる資格の一例です。（但し、合格を保証するものではありません。詳細は各実施機関へお問い合わせください。）



どんな科？ こんな人におすすめ！

ハローワーク求人検索ワード

電気設備サービス科
一般コース 令和５年４・７・10月　令和６年１月

①受講してみて感じたこと
先生方が熱心に本人の能力に合わせ指導をされている
ため、未経験でも不安なく短期間で十分な教育を受け
られました。また、電気工事士の資格を取得でき満足
いく訓練生活を送ることができました。

②受講を考えている人へのメッセージ
ポリテクセンター熊本は企業との信頼関係が厚く、企
業から受講生に対する「リクエスト求人」をいただき
ます。私はこの仕組みを利用して就職しました。
就職に不安を持っている方は、ぜひ訓練を受講してみ
てください。明るい未来が待っています！

電気設備等の工事および保全の技能を習得します。施工
方法はもちろん、住宅配線図面の設計・見積および家屋
への配線から完成検査まで電気設備工事の一連の作業を
経験できます。
また、制御盤配線、消防設備、電気安全作業、受変電設
備を学ぶことで、マンション等の大規模施設に必要とさ
れる技術も習得できます。

電気工事の現場で働くために必須となる「第二種電気
工事士」取得が可能な水準まで学ぶことができます。

●電気工事士を目指す人
●設備管理の仕事を目指す人
●電気全般や配線組立作業に興昧のある人

H. 建築・土木・電気工事⇒『電気作業』・『配管・防水・その他』B. 専門・技術、教育⇒『機械・電気技術』

Ｒ2年度
就職率

97.9％ Ｒ3年度
就職率

92.0％

Ｈ30年９月修了生
（20代　男性）

修了生の声

Ｒ4年度
就職率

※Ｒ4年11月末日時点
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91.7％



担当講師からのひとこと
主な就職先（職種）

もっと詳しく知りたい
方はこちらへ

電気の基礎知識と測定器
を用いた検査技術を習得
します。その後、工具の
取り扱い等の電気工事の
基礎技能を習得します。

電気の理論と測定
配線図・法規
電線接続

電気設備の各種配管・配
線方法に関する知識と技
能を習得します。

ケーブル配線
金属管配線
合成樹脂管配線
リモコン配線

ＣＡＤソフトを用いた配
線図の作成方法を習得し
ます。また、作成した図
面を基に住宅配線を行い、
施工方法を習得します。

ＣＡＤの使い方
配線図と見積
住宅配線の施工

シーケンス制御
（モータ、信号機）

消防設備（自動火災報知
設備等）の設計・施工・
検査方法に関する知識と
技能を習得します。

配線図・法規
消防設備の施工と検査

受変電設備
低圧電気取扱業務に
係る特別教育

定　員 費用等

各15名

資格関係
▶基礎技能の練習

　（第二種電気工事士程度） ▶

▶配管・配線の実習（電気機器取付） ▶消防設備の配線実習

▶住宅配線（分電盤の取付） ▶受変電設備の試験

◆ 訓練受講中に取得できる資格
 

◆ 任意で取得可能な資格（試験月）※

● 第二種電気工事士（筆記試験 :５月又は１０月、
　　　　　　　　　　技能試験 : 筆記試験の約 2 ヶ月後）
● 第一種電気工事士（筆記 :１０月、技能 : 筆記試験の約 2 ヶ月後）
● 消防設備士〔乙種第４類〕（９月、３月）

高圧受変電設備CAD・住宅配線施工

電気設備配線施工

制御盤配線施工電気の知識と測定

防災設備工事

● 低圧電気取扱業務に係る特別教育

モータの運転制御や信号
機回路といった、自動制
御装置の設計・施工・検
査方法を習得します。

高圧受変電設備について理
解し、施工・保守・検査方
法を習得します。また、電気
安全作業について学び低圧
電気取扱業務に係る特別教
育の修了証も取得します。

制御盤の製作

当科では、学科や実習を通して電気工事や防災設備工事に関する
就職先で活かせる基礎知識を身に付ける事が出来ます。
修了生を採用した企業からは、修了生が現場のリーダーとなり
大活躍していますよとの声もいただいています。
同じ志を持つ仲間達と楽しく学べ、成長できます。
興味があれば未経験者でも大丈夫！一緒にプロを目指しませんか！

電気工事（電気工事士）
●
●
防災設備（設計、施工、点検）
●ビル管理（設備点検、保守）
●制御盤製作（組立、配線）

　約14,000円

　作業用手袋
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●テキスト・実習服等の費用

●各自で用意するもの

※訓練期間中、受講生のみなさんが習得した技能を活かして任意に受験して取得できる資格の一例です。（但し、合格を保証するものではありません。詳細は各実施機関へお問い合わせください。）



どんな科？ こんな人におすすめ！

生産ラインメンテナンス科
一般コース 令和５年４・７・10月　令和６年１月

ハローワーク求人検索ワード

　私にはものづくりの経験はありませんでしたが先生
方の指導の下、楽しんで訓練を続けることが出来ました。
訓練は仕事の現場で必要な知識だけではなく、世の中
の機械や設備がどのようにして動いているのかを知る
ことができ、現在でも様々な場面で仕事の役に立って
います。
　また、この訓練を通じて機械保全技能士（電気系保
全作業）と第二種電気工事士の資格を得ることもでき、
この業界の経験が全くない私の自信にも繋がりました。
これからも更なるスキルアップを目指して頑張ります。

生産工場の自動化に必要な知識と技術を習得します。
ＰＣによる自動化システムの制御、電気機器、制御機器
の取り扱い及び保全・改善、設計・製造法に関する知
識・技能を習得します。
また、近年自動化機器の操作によく用いられるタッチパ
ネルのプログラミング方法や、省エネでモータを制御で
きるインバータ制御についても学びます。

きつい仕事と思われていた製造業も工場の自動化が進み
性別に関係なく活躍できる時代になってきました。この
科は次のような人に向いています。
細かい作業が好き、慎重さがある人
●
●
ＣＡＤ，プログラミングに興味がある人
●思い通りに自動でモノを動かしたい人

H. 建築・土木・電気工事⇒『電気作業』B.専門・技術、教育⇒『機械・電気技術』I. 製造・修理・製図印刷・検査⇒『機械組立・修理』・『製図・写図・現図工』

Ｒ2年度
就職率

97.0％ Ｒ3年度
就職率

96.8％
H30年９月修了生
（20代　男性）

修了生の声

Ｒ4年度
就職率

※Ｒ4年11月末日時点
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85.7％



担当講師からのひとこと
主な就職先（職種）

もっと詳しく知りたい
方はこちらへ

資格関係定　員 費用等

各15名

電気工事・
電子回路製作

ＰＣ制御技術・　
自動化システム製作

制御盤製作ＦＡシステム要素技術

制御機器保全シーケンス制御技術 (FA)

◆ 訓練受講中に取得できる資格
● 低圧電気取扱業務に係る特別教育

◆ 任意で取得可能な資格（試験月）※

● 第二種電気工事士（筆記試験 :５月又は１０月、
　　　　　　　　　　技能試験 : 筆記試験の約 2 ヶ月後）
● 技能検定〔機械保全 電気系保全作業３級〕（6月、2月）
● 技能検定〔電気機器組立て シーケンス制御作業 3 級〕（1 月）
● 技能検定〔電子機器組立て 電子機器組立て作業３級〕（8月、1月）

ＰＣを用いてセンサ・タッチ
パネル・モータ等を制御しま
す。また、多くの生産現場で
用いられる空気圧制御の知
識と技能を習得します。
ＰＣ制御（センサ）
空気圧制御
電気空気圧制御

ＰＣによる位置決め制御を
習得後、実際に自動化シス
テムの設計・製作をグルー
プ実習で行います。
ＰＣ制御（位置決め）
自動化システム（設計）
自動化システム（配線）
自動化システム（制御）

電気理論の基礎知識及び
測定機器の取扱いを習得し
ます。その後、自動化シス
テムにおいて必要なシーケ
ンス制御の関連知識と技能
を習得します。
電● ●

●
●●

●

●
●

●

●
●
●

●

● ●
●
●

Ｐ

気理論
有接点シーケンス
Ｃ制御

電気回路の基礎知識及び
測定機器の取扱いを習得し
ます。その後、モータを中
心とした電気制御装置のメ
ンテナンスに関する知識と
技能を習得します。
電気回路（基本）
電気系保全基礎
電気系故障発見・復旧

ＣＡＤソフトを用いて制御
盤の配線図を作成します。
また、作成した図面をもと
に制御盤製作を行い、設計、
加工、配線等の知識と技能
を習得します。
制御盤の仕様
制御盤製図
制御盤加工、機器の取付け
配電・配線

電
●

気工事
電子回路製作

工場でものを運ぶベルトコンベア、人を運ぶエレベータ、私たち
を楽しませるテーマパークのアトラクションなど、これらの装置
はすべて、自動で動いています。当科ではこのような「自動で何
かをする装置」の制御方法を学びます。メンテナンスに限らず新
しい分野への挑戦をサポートします！半導体製造や、生産工場が
多い熊本県で本科で学んだ知識・技能を活かしてみませんか？

半導体・電子機器製造・自動車・食品等製造業
●設備メンテナンス ●設備改善
生産設備製造業
●制御設計（ＣＡＤ） ●電気配線
●PLCプログラミング

●制御盤設計・製造
電気工事業
●電気工事

▲タッチパネルプログラミング実習

▲自動化システムの製作実習

▲ＰＣによるランプ制御技術 ▲電動機（モータ）を動かす
　装置の保守

▲制御盤製作実習

▲電気工事の実習風景
　 電子回路製作実習▲

　約10,000円
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電気工事の基礎として、
第二種電気工事士相当の
知識・技能を習得します。
また、電子機器装置を作
るために必要な電子基板
の製作についての技能・
技術を習得します。

●テキスト・実習服等の費用

リニューアル

※訓練期間中、受講生のみなさんが習得した技能を活かして任意に受験して取得できる資格の一例です。（但し、合格を保証するものではありません。詳細は各実施機関へお問い合わせください。）



どんな科？ こんな人におすすめ！

令和５年９月　令和６年３月

組込みマイコン技術科
一般コース

ハローワーク求人検索ワード

H31年２月修了生
（20代　男性）

株式会社ﾅﾚｯｼﾞｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

　前職は営業職をしており、未経験から IT業界への転職
を考え、少しでも ITの知識を身につけるために組込みマ
イコン技術科を受講しました。
　現在は、就職先でAWSのサーバの構築、保守作業をメ
インの業務として行っています。
　授業では、座学でプログラミングを学んだ後、チームで
開発を行う演習を行い、一人一人、得意なことが異なると
いう点や作業にかかる時間が大きく変わるという事を実際
に演習を通して学ぶ事ができました。
　IT・組込み業界を目指されるのであれば組込みマイコン
技術科で学んだ知識は必ず業務上で活かすことが出来ます
ので、受講されることを強くオススメ致します。

家電やガジェット、バイクや自動車など、どの製品にもマイコンと呼ば
れるICが組み込まれ、そのマイコン上でプログラムが動作し、便利な
機能を私たちに提供しています。当科ではこのマイコンを教材として、
コンピュータの仕組みを理解し、プログラミング技術を習得します。
PCで作成したC言語プログラムをマイコンで動作させ、ロボットの自
動運転やタッチパネル液晶制御などの実習を行います。またLinuxや
Webアプリといったシステム開発に必要な技術も習得します。

●プログラムやネットワークの勉強をしたい人
● PCアプリやWebアプリを作りたい人
●スマートフォンのアプリやゲームの開発に興味がある人
●家電製品やガジェットが好き、その中身や仕組みが気
になる人

B. 専門・技術・教育⇒『情報処理・通信技術者』・『美術家・デザイナー・写真家・映像撮影者』

Ｒ２年度
就職率

94.3％ Ｒ3年度
就職率

92.1％

修了生の声

Ｒ4年度
就職率

100％
※Ｒ4年11月末日時点
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担当講師からのひとこと
主な就職先（職種）

もっと詳しく知りたい
方はこちらへ

定　員 費用等 資格関係

各20名
 

 
 
 

電子回路実習、
コンピュータ回路の構造

タッチパネル液晶制御
プログラミング

Ｃ言語プログラミング 組込みLinux＆
ネットワークとデータベース

ロボット教材を使用
したマイコン制御

Webプログラミングと
IoTシステムの作成

◆ 任意で取得可能な資格（試験月）※

● C 言語プログラミング能力認定試験２級、３級（６月、12月）●
● ＩＴパスポート（随時）

ソフトウェア開発で幅広く用い
られる C 言語を用いて、コン
ピュータプログラミング技術に
ついて習得します。

プログラム開発手順
逐次・分岐・繰り返し
ポインタ変数・構造体

家電や車など多くの製品に内蔵
されているマイコンを活用して、
コンピュータの仕組みやマイコ
ンを制御する技術を習得します。
ビジュアルプログラミング
ＬＥＤ、モータ制御
センサ（光、距離、温度）
制御ライントレース走行プログラム
チーム開発演習

LED や IC 等で電子回路を組み
立て、回路実験を行います。マ
イコンや、マイコンと回路の接
続方法も合わせて学びハード
ウェア（HW）に対する知識を
深めます。

アナログ・デジタル回路
はんだ付け実習
ビジュアルプログラミング

マイコンにタッチパネルや OS
を組み合わせてより高度なシス
テムを開発するための知識と技
能を習得します。
OS 概論
マルチタスクプログラミング
タッチパネル液晶制御
チーム開発演習

Linux の基本操作及びネット
ワークの基礎・構築を学びます。
データベースを制御する SQL
言語について習得します。
Linux の基本操作・インストール
LinuxによるHW制御
ネットワークの基礎・構築
サーバー構築
データベース・SQL

HTML、PHPを学びデータベー
スを組み合わせたWebプログ
ラミングについて習得します。
RaspberryPi を用いてWebア
プリからHW制御を行うIoTシ
ステムの作成を行います。
HTMLによるWeb ページ作成
Webプログラミング
WebアプリによるHW制御
IoT 開発演習

ざっくり言うと「プログラミング」を学ぶ科です。家電や車、スマホやPCのアプ
リ、WEBのオンラインショップや動画サイトなど、どれもプログラミング技術が
根底にあります。
一人で学ぼうにも挫折しやすい、プログラマ未経験では採用の壁が厚い...
だからこそ、ポリテクセンター熊本で学んでみませんか？
当科に入る方の大半は初心者ですが、ここで学び、挑戦し、多くの方が IT・組込
み分野での就職を実現しています。
IT・組込み分野へのスタートを切りましょう！

●プログラマ
●システムエンジニア（SE）
●ネットワークエンジニア
●システムサポート
●営業（IT分野）
●半導体テストエンジニア

▲C言語プログラム作成

▲ロボット制御プログラムの作成

▲電子回路組み立て、測定実験
▲タッチパネル液晶を搭載した
マイコンシステムを使った実習

▲ Linux の基本操作の画面

▲RaspberryPi と周辺機器

●テキスト・実習服等の費用
　約7,000円
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※訓練期間中、受講生のみなさんが習得した技能を活かして任意に受験して取得できる資格の一例です。（但し、合格を保証するものではありません。詳細は各実施機関へお問い合わせください。）



どんな科？ こんな人におすすめ！

住宅リフォーム科
一般コース 令和５年４・７・10月　令和６年１月

ハローワーク求人検索ワード

　会社としては戸建ての外構（エクステリア）の設
計から施工までを行っています。その中でＣＡＤオ
ペレーターとして、顧客のイメージを図面にしたり、
意匠に関して提案したりしています。その他３次元
ＣＡＤによるパースや見積書の作成も行っています。

建築基礎知識や住宅の改修計画、設計された建物を
具現化する大工技術などを習得します。技術者を目
指す方だけでなく、建築の営業や事務の仕事を目指
す方にも役立つことばかりです。６ヶ月間、職業訓
練に真剣に取り組み、就職活動を色濃くする、一つ
の「ものづくりの技」を体得してください。

女性にも人気のコースです。木造住宅を実際に建てる、
貴重な経験ができます。
●木造住宅の建て方からリフォーム作業を体験したい人
●大工に限らず、住宅関係の仕事に興味がある人
●建築設計や建築ＣＡＤに興味がある人

修了生の声

I. 製造・修理・製図印刷・検査⇒『製図・写図・現図工』B. 専門・技術、教育⇒『建築・土木技術』A. 福祉・医療・保健⇒『介護職・社会福祉職』

Ｒ2年度
就職率

93.8％ Ｒ3年度
就職率

98.4％
H29年６月修了生
（20代　女性）

Ｒ4年度
就職率

※Ｒ4年11月末日時点
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90.9％

　訓練で建築ＣＡＤについて基礎から勉強できた
ため、現在の業務に役立っています。その他、実
技についても一つのものをつくりあげていく過程
で、技術だけでなく、チームワークや安全作業の
大切さなど多くのことを学べました。



担当講師からのひとこと
主な就職先（職種）

もっと詳しく知りたい
方はこちらへ

テキスト・実習服等の費用
約 13,000 円

定　員 費用等

各17名

大工の基本作業 建築の基礎知識

木造住宅の
内外装工事

住宅図面作成
（ＣＡＤ）

住宅設備工事と解体 積算・見積りと　　　
住宅の改修計画・提案

◆ 訓練受講中に取得できる資格
● 丸のこの取扱いに係る安全教育
● 足場の組立て等の業務に係る特別教育

◆ 任意で取得可能な資格（試験月）※

● 福祉住環境コーディネーター３級、２級（７月、１１月）
● 建築 CAD 検定３級、２級（４月、１０月）

資格関係

開口部周りの基本的な
施工と内装に関する知識
と技能を習得します。

床、壁、天井の
　下地 ・ 仕上げ作業

外壁の取付け
柱、土台等の改修

屋内の電気配線、給排水 
設備に関する知識と技能
を習得します。

壁紙（クロス）貼り
屋内の電気配線
トイレ、キッチン等の

　設備取付け
解体作業

大工道具を使って、基本 
作業に関する知識と技能
を習得します。

　大工道具の使い方
丸のこ、足場の取扱い
木造住宅の骨組み製作

住宅の構造、建築法規等
に関する知識と技能を習得
します。

建築各種構造、法規
建築製図基本

　及び読図
申請書類作成
住宅の省エネルギー基準

２次元 CAD（JW_CAD）
を使用した建築図面の書き
方に関する知識と技能を習
得します。

２次元ＣＡＤの使い方
建築図面の作成

住宅改修に係る工程計画、 
工事内訳書、改修提案に関
する知識と技能を習得しま
す。

積算と見積り
住宅の改修計画と

　その提案

建設というと、「きつい作業」を想像しますが、建築設計や建築
ＣＡＤ等の訓練もあるため、女性にも人気の科です。受講生は、
男性より女性が多いこともあります。実習や改修計画はグループ
ワークで進むため、明るく活気のある雰囲気で行っています！

●工務店（営業・事務）
●設計事務所（ＣＡＤオペレーター、設計）
●建設事業所（大工、現場監督）
●住宅メーカー（営業）
●リフォーム施工（営業、現場作業員）
●内装施工（クロス、左官）

▲内装工事

▲設備取付け

▲大工工具の使い方 ▲住宅の構造

▲ＣＡＤによる建築図面の作成

▲住宅改修提案
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※訓練期間中、受講生のみなさんが習得した技能を活かして任意に受験して取得できる資格の一例です。（但し、合格を保証するものではありません。詳細は各実施機関へお問い合わせください。）



どんな科？ こんな人におすすめ！

令和５年５・８・11月　令和６年２月

福祉住環境サービス科
一般コース

ハローワーク求人検索ワード

　介護も建築も未経験の職種でしたが、福祉用具
の使い方、介助の方法、住宅の構造などを基礎か
ら学ぶことができました。介護者、介助者両方の
立場で考えることができるようになったことが今
の仕事で役に立っています。職場では、福祉用具
のレンタル・販売の営業を担当しています。介護
を必要とする高齢者様やご家族に対して適切な用
具の選び方や使い方のアドバイスを行っています。

女性に人気のコースです。建築分野と介護福祉分野両方
から高齢者や障がい者に快適な住環境を学べます。
●高齢者や障がい者にとって暮らしやすい住環境に興味がある人
●福祉用具専門相談員の資格を取って就職活動に役立て
たい人
●３次元ＣＡＤによるパース作成に興味がある人

修了生の声

I. 製造・修理・製図印刷・検査⇒『製図・写図・現図工』B. 専門・技術、教育⇒『建築・土木技術』・『美術家・ﾃﾞｻﾞｲﾅ ・ー写真家・映像撮影者』A. 福祉・医療・保健⇒『介護職・社会福祉職』

Ｒ2年度
就職率

％ Ｒ3年度
就職率

％

H29年７月修了生
（40代　女性）

Ｒ4年度
就職率

87.5

％97.1
※Ｒ4年11月末日時点
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100

高齢者・障がい者へより良い生活環境の改善提案
ができる人材を育成することを目指しています。
高齢者・障がい者の住環境に関連する建築と介護
福祉の幅広い知識を身につけることができます。
中でも介護保険制度に該当するスロープや手摺の
取り付け、またバリアフリーを考慮した改修の実習
は好評です｡



担当講師からのひとこと
主な就職先（職種）

もっと詳しく知りたい
方はこちらへ

テキスト・実習服等の費用
約 22,000 円

定　員 費用等
◆ 訓練受講中に取得できる資格

● 福祉用具専門相談員
● 丸のこの取扱いに係る安全教育
● 足場の組立て等の業務に係る特別教育

◆ 任意で取得可能な資格（試験月）※

● 福祉住環境コーディネーター３級、２級（７月、１１月）
● 建築 CAD 検定３級、２級（４月、１０月）

資格関係

各15名

のこぎり等の使い方
丸のこ、足場の取扱い
壁・床・天井の内装工事

大工工具の使用方法や
内装工事（床・壁・天井）
に関する知識と技能を
習得します。

建築に関する基本知識や
高齢者、障がい者のため
の住環境改善計画方法を
習得します。

床材の変更
段差の解消
外観・内観パース作成

バリアフリーリフォーム
に必要な施工や 3D マイ
ホームデザイナーを使用
したパース作成技術を習得
します。

社会福祉制度
福祉用具の活用

社会福祉制度や福祉用具
サービス計画書作成に
必要な知識を習得します。

介護方法
（衣服着脱の介護等）
高齢者に合せた住環境
整備

建築構造
建築法規
建築計画
住宅改修の具体例と要点

社会福祉と福祉用具

建築基本知識と
福祉住環境改善計画

住宅図面作成
（ＣＡＤ）

大工工具の使用法と
内装工事

介護の基礎と
高齢社会の住環境

バリアフリーリフォーム施工と
建築３次元プレゼンテーション

▲住環境改善計画

▲高齢者体験

▲介助実習

▲内装工事

▲3次元CADによるパース作成

介護方法の基礎や高齢
社会における住宅改修
について必要な知識を
習得します。

●福祉用具専門相談員
●介護職（補助員含む）
●工務店（営業・事務）
●設計事務所（ＣＡＤオペレーター、設計）
●住宅メーカー（営業）
●内装施工（クロス、左官）

２次元CAD（JW_CAD）
を使用した建築図面の書き
方に関する知識と技能を習
得します。

建築図面の作成

▲建築図面の作成
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4人に1人は高齢者という時代。今後更に高齢化は進んでいく中､
生活基盤である住宅は高齢者・障がい者にも使いやすい環境で
あることが必要です。今、高齢者や障がい者の住環境整備を行う
ために、建築分野と介護福祉分野の知識・技能がある人材が求め
られています。これからの時代を支える人材になるために一緒に
がんばっていきましょう！

●２次元ＣＡＤの使い方
●

※訓練期間中、受講生のみなさんが習得した技能を活かして任意に受験して取得できる資格の一例です。（但し、合格を保証するものではありません。詳細は各実施機関へお問い合わせください。）



どんな科？ こんな人におすすめ！

令和５年４・７・10月　令和６年１月

ビル設備サービス科
一般コース

ハローワーク求人検索ワード

　主に給排水管からの漏水等の修理・工事を担当しています。
　ポリテクセンターの訓練の中で現在の仕事に関係のある
給排水衛生設備の訓練は特に役立っています。また、設備
CADの訓練も図面を書く時に役に立っています。
　幅広い分野の世代・経歴の異なる受講生と一緒に取り組む
ことは、大変良い経験になると思います。また、ポリテクセ
ンターの訓練は、幅広い分野のことが習得でき、資格取得に
も役に立ちます。

日常生活に欠かせない『設備（電気・空調・給排水衛生
など）』の施工・保守・管理などを幅広く学ぶことがで
きます。また、ビル管理を行う上で必要な資格取得をサ
ポートし、８割以上の方が合格しています。受講生一丸
となって臨みますので、１人で行うよりも仲間と刺激を
受けながら効率よく資格取得に取り組めます。

●自分が手がけた設備が活用され、人々の役に立ち社会
貢献をしたい人
●コツコツと地道な作業を継続できる根気のある人
●新技術・新工法を学び吸収する姿勢のある人
●手に職をつけて長く働きたいと考えている人
●起業したいと考えている人
●資格取得を考えている人

修了生の声

H. 建築・土木・電気工事→「電気作業」・「配管・防水・その他」F. 施設管理・整備→「ビル設備管理』I. 製造・修理・製図印刷・検査⇒『機器組立・修理』

Ｒ2年度
就職率

92.0％ Ｒ3年度
就職率

90.0％
H30年12月修了生
（40代　男性）

Ｒ4年度
就職率

※Ｒ4年11月末日時点
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100％



担当講師からのひとこと
主な就職先（職種）

もっと詳しく知りたい
方はこちらへ

給排水設備（水回り）の
施工及びメンテナンスの
知識と技能を習得します。

消防設備の保全管理、点
検とビル全体における管
理システムについて知識
と技能を習得します。

管の接続
エコキュートの取付
一般住宅の配管

ポリッシャーの操作
自動火災報知設備

生活に欠かせない電気を
使えるようにするために、
電気工事に関する知識と
技能を習得します。

一般住宅の配線
工場などの配管・配線

設備機器の制御に対応で
きるようにするため、シ
ーケンス制御を学習し、
制御の知識と技能を習得
します。

パソコンでの文書作成、
表計算、ＣＡＤによる設
備図面作成の技能を習得
します。

有接点シーケンス制御
配線作業

Word，Excel での
データ処理
JW_CAD による設備
図面作成

ビル空調設備の管理と
保守診断に関する知識と
技能を習得します。

空調の基本知識
エアコンの取付

テキスト・実習服等の費用
約 15,000 円
各国家資格の受験料（参考）
第二種電気工事士 約 9,600 円
二級ボイラー技士 約 6,800 円
危険物取扱者〔乙種第４類〕 約 4,600 円　
消防設備士〔乙種第４類〕 約 3,800 円　など

資格関係定　員 費用等

各15名

▲ケーブル配線　電線接続

▲制御盤製作

▲エアコンの設置

▲配管から衛生器具の取付

▲自動火災報知設備

▲ＣＡＤを使った図面作成

電気配線工事 給排水衛生工事

自動化設備配線   ビルクリーニング・
  消防設備

空調設備工事 情報処理・
ＣＡＤ技術

◆ 訓練受講中に取得できる資格
● ガス溶接技能講習（（熊本労働局長登録教習機関熊労第９号－１）

（登録有効期間満了日令和６年３月30日））
◆ 任意で取得可能な資格（試験月）※

●
 
第二種電気工事士（筆記試験 :５月又は１０月、技能試験 : 筆記試験の約 2 ヶ月後）

● 二級ボイラー技士（毎月久留米で実施）
● 危険物取扱者〔乙種第４類〕（６月、１１月）
● 消防設備士〔乙種第４類〕（９月、３月）

訓練で身に付ける知識・技能は、すぐ生活に役立つものばかりで
す。資格が必要なものもありますが、コンセントを増設したり、エ
アコンを設置したり、蛇口やトイレなどを交換したりと様々です。
また、それぞれの設備の図面を読むこと、書くことが出来るように
なります。就職先の現場作業経験を積み資格取得をすることで起業
することも可能な分野です。

●電気工事（電気工事士）
●空調設備（空調設備工事技術者）
●給排水衛生設備（給排水衛生設備作業員）
●消防設備（消防設備士）
●ビル管理（設備管理員）
●製造（工場の設備管理員）
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※訓練期間中、受講生のみなさんが習得した技能を活かして任意に受験して取得できる資格の一例です。（但し、合格を保証するものではありません。詳細は各実施機関へお問い合わせください。）



令和５年９月　令和６年３月企業実習付きコース

どんな科？ こんな人におすすめ！

ハローワーク求人検索ワード

NCプログラミング科

　私はポリテクセンターをハローワークで知り、
転職するにあたって、知識や技術が少しでもあっ
たほうが有利だと考えたので、応募しました。
　旋盤やフライス盤等の工作機械に触れるのは初
めてで、最初はとても怖かったことを覚えていま
す。異業種への転職を考えるときは、ポリテクセ
ンターを利用して、知識や技術を勉強することは、
とても良いことだと思います。

ＮＣ加工の技術を身に付けたい方なら、こちらの科が 
オススメ。ＮＣ加工機とはコンピュータが搭載された機
械であり、ものづくり業界では主流の工作機械です。そ
のため、ＮＣ加工機を操作する求人が多数を占めていま
す。また、訓練５ヶ月目に企業実習があり、現場で働く
イメージをより確かなものにしてくれるでしょう。

ものづくりには、企画・設計・製造という基本的な流れ
があり、加工技術者はその大切な役割を担っています。
●ものづくりに興味がある人
●長く働ける技能を身に付けたい人
●製品を自分の力で形にしたい人

修了生の声

I. 製造・修理・製図印刷・検査⇒『金属製品』・『機械組立・修理』・『製図・写図・現図工』B. 専門・技術、教育⇒『機械・電気技術』・『情報処理・通信技術者』

Ｒ2年度
就職率

100％

Ｒ4年度
就職率

※Ｒ4年11月末日時点
100％

Ｒ3年度
就職率

100％
令和２年３月修了生
（30代　男性）
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※上記実績は
　旧機械加工技術科の
　ものです。



担当講師からのひとこと
主な就職先（職種）

定　員 費用等

各12名

資格関係
 

 

 

詳しくは3ページ

もっと詳しく知りたい
方はこちらへ

マシニングセンタの操作 
方 法 を 学 び ま す。 特 に、 
シミュレーションソフトを使い
プログラミングを習得し、
アルミ等の材料を実際に 
加工します。

プログラムの作り方
マシニングセンタの使い方
高速・高能率加工法

ＣＡＭというＮＣ工作機械に 
加工を指令するプログラム
を作成するソフトを用いて、
ＮＣデータの作成方法を習
得します。

ＣＡＭによる作図（2Ｄ・3Ｄ）
ＣＡＭから加工までの流れ
マシニングセンタを利用した 
加工作業

図面の読み方、フライス盤
という工作機械を用いて、
四角形状の製品を作る技能
を習得します。

図面の読み方
各種測定器の使い方

フライス盤の使い方
六面体加工の加工法

NC旋盤の使い方
図形の表し方
２次元CADの使い方

実際の生産・製造現場の
仕事を経験することにより、
実践力を身につけることが
できます。

現場の仕事内容の理解
訓練で習得したスキルの

　活用

企業実習先で行った業務 
についての疑問点や、今後
の課題について取り組み、
技能のレベルアップを行い
ます。

仕事内容の理解の深化
自分に必要なスキルの向上

機械部品をつくるための技術を、基本から応用まで習得していき
ます。マシニングセンタ等の加工機械を存分に使うことができる
のも大きな魅力のひとつです。企業に求められる機械加工の技能
を身に付けることで、きっと自信をもって就職活動ができるで
しょう。熊本のものづくりを自分の力で元気にしたい方、ぜひ
NＣプログラミング科に来てみませんか。

●自動機製造（機械加工）
●金型製造（機械加工）
●精密部品加工（ＮＣオペレーター）
●一般機械器具製造（組立作業）
●一般機械器具製造（ＣＡＭ・ＭＣ加工）

▲マシニングセンタ作業の風景

▲ＣＡＭソフトで出力した
　ＮＣプログラムでの加工風景

▲フライス盤加工の作業風景 ▲２次元CADの作業風景

▲企業実習での作業風景

▲企業実習での疑問点を勉強

測定＆フライス盤作業 ＮＣ旋盤＆2次元CAD

企業実習

フォローアップ

マシニングセンタ作業

ＣＡＭシステム応用操作

●テキスト・実習服等の費用
　約16,000円
●職業訓練生総合保険
　4,900円 / ６ヶ月
　5,550円 / ７ヶ月（ものづくりスタート訓練）

◆任意で取得可能な資格※
２次元ＣＡＤ利用技術者試験１級、２級、基礎
技能検定〔旋盤作業・フライス盤作業・
　マシニングセンタ作業・機械検査作業〕３級
品質管理検定２級、３級

1ケ月目

2ケ月目

3ケ月目 6ケ月目

5ケ月目

4ケ月目
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●
●

●

NC旋盤という工作機械を
用いて実際に加工します。
また、2次元CADについて
学ぶことで図面の描き方を
習得します。

●
●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●

●
●
●

●
●

※訓練期間中、受講生のみなさんが習得した技能を活かして任意に受験して取得できる資格の一例です。（但し、合格を保証するものではありません。詳細は各実施機関へお問い合わせください。）



令和５年９月　令和６年３月

電気設備施工科
企業実習付きコース

どんな科？ こんな人におすすめ！

ハローワーク求人検索ワード

電気設備の工事・施工に関する様々な技能を習得します。
ＴＶアンテナ・ＬＡＮ配線・ホームセキュリティなど
の通信設備の施工にかかわる技能・技術を学びます。
また、関連する電気工事や設計・ＣＡＤなども学ぶこ
とができます。

●電気工事士の資格を取得し、電気設備工事に従事し
たい人
●電気工事の基礎、または通信設備の施工法を付加し
てレベルアップを図りたい人

修了生の声

H. 建築・土木・電気工事⇒『電気作業』・『配管・防水・その他』B. 専門・技術、教育⇒『機械・電気技術』

Ｒ2年度
就職率

100％ Ｒ3年度
就職率

Ｒ３年３月修了生
（40代　男性）

Ｒ4年度
就職率

※Ｒ4年11月末日時点

25

90.0％

91.7％

　前職を離職後、ハローワークの求職相談で、ポリテク
センターの存在を知り、未経験でも一から学ぶことがで
き、受講料も基本無料と聞き、応募しました。
　ポリテクセンター熊本では、様々な電気工事の基礎を
学びました。一つ一つ丁寧にご指導いただき、資格取得
(第二種電気工事士)のサポートも充実しています。
　企業実習に行く前は、不安な気持ちもありましたが、
実習に行ってみて、電気工事士として働く自分をイメー
ジすることができました。企業実習の期間があることで、
採用後もスムーズに会社に溶け込むことができました。



担当講師からのひとこと
主な就職先（職種）

詳しくは3ページ

もっと詳しく知りたい
方はこちらへ

各12名

定　員 費用等 資格関係

電気設備の各種配管・配線
方法に関する知識と技能を
習得します。

ケーブル配線
金属管配線
合成樹脂管配線
リモコン配線

ＣＡＤソフトを用いた配線
図の作成方法を習得します。
また、作成した図面を基に
住宅配線を行い、施工方法
を習得します。
ＣＡＤの使い方
屋内配線図
住宅配線の施工

電気の基礎知識と測定器
を用いた検査技術を習得し
ます。その後、工具の取り
扱い等の電気工事の基礎
技能を習得します。
電気の理論と測定
配線図・法規
電線接続

電気設備に含まれる通信設
備に関する知識と技能を習
得します。

ＬＡＮ構築
ＴＶアンテナ設備
ホームセキュリティ

◆ 任意で取得可能な資格（試験月）※

第二種電気工事士（筆記試験 : ５月又は10月、
　　　　　　　　　　技能試験 : 筆記試験の約２ヶ月後）

第一種電気工事士（筆記 :10月、技能 : 筆記試験の約２ヶ月後）

初めての方が電気の基礎から学んでいます。昨今、電気工事・
通信工事を行う人材が不足している中で「積極的に技術を身に
付ける意思がある人」を求める声が多くあがっています。人々
の暮らしを支える仕事です！一緒に頑張ってみませんか！

●電気工事（電気工事）
●通信工事（防犯、ネット、ＴＶ）
●ビル管理（設備点検・保守）

▲電気配線の施工実習

▲屋内配線図の作成

▲電気配線の検査 ▲アンテナ工事のイメージ

▲企業実習での作業風景

▲企業実習での内容や疑問点の発表

電気の知識と測定 通信設備工事

企業実習

フォローアップ

電気設備配線施工

ＣＡＤ・住宅配線施工

　
　

　

　

26

1ケ月目

2ケ月目

3ケ月目 6ケ月目

5ケ月目

4ケ月目

●

●

●職業訓練生総合保険
　4,900円／6ヶ月
　5,550円／7ヶ月（ものづくりスタート訓練）

●テキスト・実習服等の費用
約11,000円

●各自で用意するもの　
作業用手袋

　

●
●
●

●
●
●

●
●
●
●

●
●

●
●
●

●
●

現場の仕事内容の理解
訓練で習得したスキルの
　活用

仕事内容の理解の深化
自分に必要なスキルの向上

実際の電気の現場の仕事
を経験することにより、実
践力を身につけることがで
きます。

企業実習先で行った業務
についての疑問点や、今後
の課題について取り組み､
技能のレベルアップを行い
ます。

※訓練期間中、受講生のみなさんが習得した技能を活かして任意に受験して取得できる資格の一例です。（但し、合格を保証するものではありません。詳細は各実施機関へお問い合わせください。）
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溶接加工科
◆訓練受講中に取得できる資格 

●ガス溶接技能講習
（熊本労働局長登録教習機関熊労第９号－１）
（登録有効期間満了日令和６年３月30日）
●アーク溶接等の業務に係る特別教育
●自由研削用といしの取替え等の業務に係る特別教育

◆任意で取得可能な資格（試験月）※ 
●溶接技能者評価試験（JIS 検定）

（4月、8月、12月）

機械・CADオペレーション科
◆任意で取得可能な資格※ 

●２次元 CAD 利用技術者試験
　１級、２級、基礎
●コンピュータサービス技能評価試験
〔ワープロ部門・表計算部門〕２級、３級
●技能検定〔機械・プラント製図〕３級
●品質管理検定　２級、３級

電気設備サービス科
◆訓練受講中に取得できる資格 

●低圧電気取扱業務に係る特別教育
◆任意で取得可能な資格（試験月）※ 

●第二種電気工事士（５月、１０月）
●第一種電気工事士（１０月）
●消防設備士〔乙種第４類〕（９月、３月）

生産ラインメンテナンス科
◆訓練受講中に取得できる資格 

●低圧電気取扱業務に係る特別教育
◆任意で取得可能な資格（試験月）※ 

●第二種電気工事士（５月、１０月）
●技能検定〔機械保全 電気系保全作業３級〕
（６月、2月）
●技能検定〔電気機器組立て
（シーケンス制御作業）３級〕（１月）
●技能検定〔電子機器組立て

）月1、月8（〕級３）業作て立組器機子電（

組込みマイコン技術科
◆任意で取得可能な資格（試験月）※ 

● C 言語プログラミング能力認定試験
２級、３級（６月、１２月）
●ＩＴパスポート（随時）

※訓練期間中、受講生のみなさんが習得した技能を活かして任意に受験して取得できる資格の一例です。
（但し、合格を保証するものではありません。詳細は各実施機関へお問い合わせください。）

住宅リフォーム科
◆訓練受講中に取得できる資格 

●丸のこの取扱いに係る安全教育
●足場の組立て等の業務に係る特別教育

◆任意で取得可能な資格（試験月）※ 
●福祉住環境コーディネーター３級、２級
（７月、１１月）
●建築 CAD 検定３級、２級（４月、１０月）

福祉住環境サービス科
◆訓練受講中に取得できる資格 

●福祉用具専門相談員
●丸のこの取扱いに係る安全教育
●足場の組立て等の業務に係る特別教育

◆任意で取得可能な資格（試験月）※ 
●福祉住環境コーディネーター３級、２級
（７月、１１月）
●建築 CAD 検定３級、２級（４月、１０月）

ビル設備サービス科
◆訓練受講中に取得できる資格 

●ガス溶接技能講習
（熊本労働局長登録教習機関熊労第９号－１）
（登録有効期間満了日令和６年３月30日）

◆任意で取得可能な資格（試験月）※ 
●第二種電気工事士（５月、１０月）
●二級ボイラー技士（毎月久留米で実施）
●危険物取扱者〔乙種第４類〕（６月、１１月）
●消防設備士〔乙種第４類〕（９月、３月）

NCプログラミング科
◆任意で取得可能な資格※ 

●２次元 CAD 利用技術者試験
　１級、２級、基礎
●技能検定〔旋盤作業・フライス盤作業・
　マシニングセンタ作業・機械検査作業〕３級
●品質管理検定　２級、３級

電気設備施工科
◆任意で取得可能な資格（試験月）※ 

●第二種電気工事士（５月、１０月）
●第一種電気工事士（１０月）

令和4年度実施実績関連資格等
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各科の違いとカリキュラム
くらしを提案！建設業
（改修計画・提案関連）

環境を創り出す！設備工事業
（電気、ビル、生産設備関連）

Ｑ：提案したいのは
　 ①希望？②安心？

①住宅リフォーム科

②福祉住環境サービス科

イメージをカタチに！製造業
（設計・管理関連）

①機械・CAD オペレーション科

②組込みマイコン技術科

技を極める！製造業
（技術・技能系職種関連）

①NC プログラミング科

②溶接加工科

Ｑ：創りたいものは①便利な環境？②快適な環境？③安定した生産環境？①電気設備施工科

②ビル設備サービス科 ③生産ラインメンテナンス科

プログラミング
基礎

マイコン
関連

Web・IoT
関連

Linux・
ネット
ワーク

電子回路・
はんだ付け

①電気設備サービス科
電気工事

空調設備給排水衛生

ビルクリーニング

消防設備

ボイラー
・危険物

インバーター
制御

電子回路

空気圧
制御

電気系保全
CAD

フォロー
アップ
訓練

企業実習

CAD
ホーム
セキュリティ･
TV・
LAN工事

電気工事

低圧電気の取り扱い
（特別教育）
受変電設備
（高圧）

消防設備

CAD

シーケンス
制御

電気工事

建築CAD

内装工事

バリアフリー改修と
建築３次元プレゼン
テーション

建築知識と
福祉住環境
改善計画

社会福祉と
福祉用具

介護の基礎と
高齢社会の
住環境

大工基本
作業

住宅設備工事建築知識

大工の
基本作業

木造住宅の
内外装工事建築CAD

機械工作

NC機械工作

CAM

ＩＴ活用

機械製図
２次元CAD

3次元
CAD基本

炭酸ガス溶接金属加工基本

TIG溶接

被覆アーク
溶接

板金・
CAD

構造物
鉄工

シーケンス
制御シーケンス

制御

制御盤
制作

電気
工事

設備
CAD

Ｑ：極めたいのは①鉄を削ってものをつくる？
　 ②鉄を繋げてものをつくる？　

Ｑ：カタチにしたいのは
　 ①形状？②プログラム？

測定

機械
工作

機械製図
2次元CAD

企業実習

フォロー
アップ訓練

CAM

NC機械工作

測定

積算見積
りと住宅
の改修計
画・提案



センター到着

午前 午後

体操
朝礼 1時限 休憩 2時限 休憩 3時限 昼休み 4時限 休憩 5時限 休憩 6時限 清掃

9:15 9:25 10:15 10:25 11:15 11:25 12:15 13:00 13:50 14:00 14:50 15:00 15:50
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
9:25 10:15 10:25 11:15 11:25 12:15 13:00 13:50 14:00 14:50 15:00 15:50 16:00

６時限の日を表しています。
※７時限目の日は、16：50に訓練終了です。
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訓練受講の１日訓練受講の１日

9:05

お昼休み
12:15

午後の訓練開始
13:00

放課後就職相談：希望者のみ
16:05

訓練終了～清掃
15:50

午前の訓練開始
9:25

ラジオ体操・朝礼
9:15



離職された方の再就職を応援する職業訓練です。

訓練受講のメリット
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入所までの流れ

STEP

05

STEP

04

STEP

03

STEP

02

STEP

01

当センターのオープンキャンパスに参加
（※参加は任意です）

訓練に応募

入　　所

ハローワークで相談

（申し込みはハローワークへ）

入所選考（筆記試験・面接）

１．就職に必要な技能・技術が身につきます。(コースによっては各種資格が取得できます)

２．受講料は無料です。（テキスト・作業服等の費用は自己負担です）

３．一定の条件を満たす雇用保険受給者等の方は、訓練期間中は雇用保険の基本手当が支給されます。
　　併せて受講手当、通所手当が支給されます。詳しくは、最寄りのハローワークへお問い合わせください。

４．雇用保険受給資格がない方も、支給条件を満たしていれば職業訓練受講給付金等の支給の対象となる場合
があります。

　　詳しくは、最寄りのハローワークへお問い合わせください。

５．就学前の児童を扶養する求職活動中の方で、託児サービスの利用が必要とポリテクセンターが認めた方は、無
料で託児サービスを受けられます。（詳しくは、P35をご覧ください）



に該当します。

実施場所 
　ポリテクセンター熊本
　〒861-1102熊本県合志市須屋2505-3

開 催 日 
入所月 第１回 第２回
４月 令和5年　２月　8日（水） 令和5年　２月１５日（水）
５月 令和5年　３月　8日（水） 令和5年　３月１５日（水）
６月 令和5年　４月１２日（水） 令和5年　４月１９日（水）
７月 令和5年　５月１０日（水） 令和5年　５月１７日（水）
８月 令和5年　６月１４日（水） 令和5年　６月２１日（水）
９月 令和5年　７月１２日（水） 令和5年　７月１９日（水）
１０月 令和5年　８月　２日（水） 令和5年　８月１６日（水）
１１月 令和5年　９月１３日（水） 令和5年　９月２０日（水）
１２月 令和5年１０月１１日（水） 令和5年１０月１８日（水）
１月 令和5年１１月　８日（水） 令和5年１１月１５日（水）
２月 令和5年１２月１３日（水） 令和5年１２月２０日（水）
３月 令和6年　１月１０日（水） 令和6年　１月１７日（水）

時間 
　13:00より3時間程度（受付開始：12:30から）

内容 

申込方法 

参加者の声 
・具体的な学習内容（実際の機械や実習風景など）を見学出来て良かったです。
・どの科の先生方も親切ていねいに説明頂いたので、全ての科が楽しそうに見えました。
・学べる環境が整っていると思った。

オープンキャンパスのご案内
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ポリテク熊本　オープンキャンパス

詳しくはＷＥＢで検索

　当センターでは、再就職を目指して職業訓練の受講を希望
される方を対象に、オープンキャンパスを開催しています。
　このオープンキャンパスは、各訓練コースの紹介をすることによって
カリキュラム等をご理解いただき、再就職を考えたときに、自分はどの
訓練コースを選択すればよいのかを見極めていただくためのものです。
　また、オープンキャンパスへの参加は、雇用保険失業認定の求職活動
に該当します。

　各月開講コースの訓練概要説明、実習場等施設見学、受講申
込み手続等の説明

　オープンキャンパスの参加申込書は最寄りのハローワーク（裏表紙参照）にあります。訓練相談窓口でお
受け取りください。
　また、参加申込書をインターネットからダウンロードして、必要事項を記入の上、FAX（096-242-9935）
でもお申し込み頂けます。
　直接、電話（096-242-6614）でも申込可能です。

・内容を見ることができて良かった。訓練中の人たちや雰囲気を感じることができました。説明が丁寧で分
　かりやすかった。



Q ４ . 希望する科について、まったく経験がないので、訓練についていけるでしょうか？
　訓練は基礎的な内容から始めますので、初心者の方でも安心して受講することができます。

Q ６. 訓練を申し込む前に施設を見学できますか？
　オープンキャンパスを毎月２回実施しています。詳細はP31「オープンキャンパスのご案内」を参照ください。

よくあるご質問
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Q1. 受講経費は、どうなりますか？
受講料は無料です。
ただし、テキスト代、作業服代は実費（7,000円～22,000円程度）が必要となります。
（テキスト代は受講される科によって異なります。）
また、訓練中の負傷等に対する任意加入の「職業訓練生総合保険（4,900円／６ヶ月、5,550円／７ヶ月）」があります。
なお、企業実習付きコースを受講される場合は、必ず「職業訓練生総合保険」に加入していただきます。

Q ２. 受講申込は、どうすればいいのですか？
応募は、居住地を管轄する公共職業安定所（ハローワーク）にご相談のうえ、「受講申込書」をハローワークに提出して
ください。
（「受講申込書」は、最寄りのハローワークにあります。）

Q ３. ポリテクセンターまでの通所（通学）方法は、どうなりますか？
通所は、公共交通機関の利用や、自動車、バイクの通所も可能です。
一定の条件を満たす雇用保険受給資格者等の方で、ハローワークから受講指示を受けた方は、合理的、経済的経路に
より算定された通所手当が支給されます。

Q ５. 年齢制限はありますか？
原則として年齢制限はありません。ただし、NCプログラミング科、電気設備施工科については、概ね55歳未満となっ
ています。

Q ７. 訓練期間中に欠席した場合どうなりますか？
欠席届を提出していただくことになります。なお、病気等「やむを得ない理由」で欠席する場合は、指定した証明書等を
添付していただきます。
また、総訓練時間の80％以上出席しないと修了証の発行ができません。

Q ８. 訓練を受講したら就職できますか？
当センターは就職支援アドバイザー及び各科のテクノインストラクター等が互いに連携し、就職活動を全面的にバッ
クアップしています。ただし、就職は本人の就職意欲と就職活動が一番大きいと思われますので、積極的な就職活動
が必要となります。

Q ９.その他質問等があれば、どこに連絡すれば良いですか？
訓練全般についてのご質問は当センターの訓練課受講者係（TEL：096-242-6614）へお問い合わせください。
また、雇用保険関係については最寄りのハローワークへお問い合わせください。

Q10.  新型コロナウイルス感染症予防対策について、どのような対応を行っているのでしょうか？
当センターでは、感染症予防対策としてマスク着用、手洗い、咳エチケットの徹底や、訓練施設内のこまめな換気を行
うなど、適切な環境の保持に努めております。
受講者の皆様におかれましても、上記の感染症対策へのご協力をお願いいたします。



単独企業説明会

ポリテクセンター熊本では、あなたの就職活動を
「入所から修了後まで」一貫して支援します

受講生の皆さんの再就職をサポートするために「相談
室」を設置し、就職支援アドバイザー（キャリアコン
サルタント）や就職相談員、担任のテクノインストラ
クター等による各種就職支援を行っています。

就職支援
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入所/１～３ヶ月目
就職活動に向けての準備

テクノインストラクターによる
面談およびジョブ・カードの作成 

１ヶ月目～２ヶ月目

就職オリエンテーション
個人面談

３ヶ月目

就職オリエンテーション 個人面談

ハローワーク
合同就職面接会

当センター内で年に３回、ハローワークと
合同で就職面接会を開催し、毎回20社程
度が参加、修了生・一般求職者も参加して
います。(近年はコロナにより休止中)

テクノインストラクターが個別面談を
行い、条件シート等を用いて希望職種
の確認やジョブ・カードの作成を行い
ます。

講義形式で下記内容を説明します｡
・当センター内での就職支援内容
・就職活動での注意点
・ハローワークの活用方法、求人検
索方法など

4ヶ月目に発行する『人材情
報』の内容について、受講生一
人ひとりと面談してより良い
内容にしていきます。

訓練時間外に企業を招き、単独企
業説明会を随時開催し、希望者に
対しては面接も実施しています。



就職支援アドバイザーが常駐しています。

4～6ヶ月目/修了
就職活動（企業訪問、合同就職面接会への参加、就職面接）

修了後

R2年度
就職率

96.0％

95.3％
R4年度
就職率

令和4年11月末日時点

※全国のポリテクセンターの中で、
　就職率実績1位（令和4年度）

R3年度
就職率

93.9％
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４ヶ月目～６ヶ月目 修了

人材情報の作成、発送
キャリア支援講習

修了オリエンテーション

・人材情報の発行
・合同就職面接会
・キャリア支援講習
・単独企業説明会
・応募書類の作成と添削
・面接練習
・職業興味検査
・個別相談
　　　　　etc...

人材情報の発行 修了オリエンテーションキャリア支援講習

人材情報
『人材情報』とは、受講生の
方々の過去の職業経験や所
有資格、自己PR文などを科
別に一覧表にした資料です。
お名前や性別などの個人情
報は掲載されていません。

各教室には求人票が掲示されています｡
各教室には、ポリテクセンター向けの専用求人(※)
やハローワーク求人の中から厳選した求人票が掲
示してあります。
(※ハローワークには出されていない求人。当センタ
ーの受講生及び修了生を対象とした求人です。)

熊本県内を中心に
700社以上の企業
に人材情報を発送
しています。
また、ホームペー
ジにも掲載し、企
業からは多くのリ
クエスト(指名)求人
を頂いています｡ 
(リクエスト件数は
毎年2,000件以上!
1人平均8件以上の
リクエストが届い
ています!)

講義形式で下記内容を
ご説明します。
・キャリア形成について
・応募書類の種類と書き

方､注意点
・就 職面接での注 意 点

など

就職が未決定で修了される
方等に向けて、修了後の継
続的な就職支援について説
明しています。

応募先の検討、職業興味検査等の実施、履歴書等の
添削や面接練習など、就職活動全般に関する相談を
個別に随時受け付けています。

就活用パソコンには、履歴書や職務経歴書、添え状
やお礼状などの見本やひな形が準備されており、自由
に利用することができます。

ハローワーク求人に応募を希望される際には、アドバ
イザーが企業に直接連絡を取りますので、スムーズに
応募を進めることができます。

就職実績
全国No.1



35

４



筆記問題の参考例
この例は、筆記にて出題する分野のイメージをつかんでいただくための参考です。実際に出題する
問題の形式や水準とは異なる場合がありますのでご留意ください。

言語・文章力
次の 線部の漢字の読みをひらがなで、又カタカナを漢字で書きなさい。
（１）遺憾ながら欠席した。 （２）ユウシュウな成績で卒業する。

はじめに示した語句と反対の意味をもつ語句として最も適切な語句を、１～５の中から１つ選びなさい。

親密：１．気薄 ２．軽薄 ３．安易 ４．軽率 ５．疎遠

次の文章の（ ）にあてはまる適切な語句を、１～４の中から１つ選びなさい。

経済の雲行きが空恐ろしいほど（ ）し、大打撃を受けた。

１．急変 ２．楽観 ３．上昇 ４．好転

計算力
次の計算をしなさい。

（１）１０×８－６÷３＝ （２）
３

５
×

１

２
÷ ５

４
＝

（３）１個２４０円のメロンと１個１６０円のオレンジを全部で１２個買い、３０００円を支払ったと
ころ、７６０円おつりが返ってきた。オレンジを買った個数を答えなさい。

形状把握力
次に示す正面図と右側面図をもつ立体図をＡ～Ｄから１つ選びなさい。
なお、立体の正面図は矢印から見た図とする。

出典：近藤巌『機械製図問題集』

安全に係る注意力
次の四角の中にある図のうち、 と すべてを、はみ出したり塗り漏れがないようにきれいに塗
りつぶしなさい。（制限時間；２分）
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〒861-1102 熊本県合志市須屋2505-3

096-242-6614
https://www3.jeed.go.jp/kumamoto/poly/

ポリテク
センター
熊本

JR
熊本駅

JR
上熊本駅

熊本電鉄
藤崎宮前駅
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職安名

熊　本

上益城出張所

八　代

菊　池

玉　名

職安名

天　草

球　磨

宇　城

阿　蘇

水　俣

〒

862-0971

861-3206

866-0853

861-1331

865-0064

863-0050

868-0014

869-0502

869-2612

867-0061

熊本市中央区大江6-1-38

上益城郡御船町辺田見395

八代市清水町1-34

菊池市隈府771-1

玉名市中1334-2

天草市丸尾町16-48

人吉市下薩摩瀬町1602-1

宇城市松橋町松橋266

阿蘇市一の宮町宮地2318-3

水俣市八幡町3-2-1

住　所 〒 住　所 電話番号電話番号

096-371-8609

096-282-0077

0965-31-8609

0968-24-8609

0968-72-8609

0969-22-8609

0966-24-8609

0964-32-8609

0967-22-8609

0966-62-8609

ハローワーク一覧表
受講のお申し込み・職業訓練のご相談については、お住まいの地域を管轄
する下記のハローワーク（公共職業安定所）へお問い合わせください。

熊本電鉄バス
菊池プラザ菊池温泉行き
［Ｃ１、Ｃ3系統］

北熊本
スマート
インターチェンジ

ポリテクセンター熊本は、持続可能な開発目標
（SDGＳ）を支援しています。

表
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中

TEL:
【ホームページ】


