
令和５年６月２９日修了予定 令和５年４月２８日発行

番号 住まい 希望地 希望職種 免許・資格 主な職務経験 自己アピール

DS0506-01 児湯郡

児湯郡
宮崎県

内
熊本県

電気工事
電気保安
製造業

普通一種
大型一種
表計算　３級
ワープロ検定　２級
簿記能力検定試験　３級
低圧電気取扱（特）
【第二種電気工事士】

準中型トラックでの個人宅・事
業所へのルート配送
営業活動
保険商品の紹介
（８年７か月）

私の性格は几帳面で、周りをよく見ていて友
人などからはよく色々なことに気付くことで驚
かれることがあります。また、人見知りをする
が前職で営業活動もしていてので以前よりも
人と話すことができ今もその経験が生きてい
ます。

DS0506-03 宮崎市
宮崎市
都城市
他県内

製造工
（機械おペレー
タ）
倉庫管理
電気工事

普通一種
フォークリフト(技）
低圧電気取扱（特）
Webクリエイター能力認定試験
スタンダード（XHTML1.0)

ドラックストア接客販売
（９年２ヶ月）
自動車部品製造（８年）
スポーツ用品接客販売
（３年６ヶ月）
保険営業（６か月）
半導体製造（１年２ヶ月）
コールセンター（２年）

小売業では、店長・チーフとして管理職を任さ
れ、製造業では多能工として幅広く業務に携
わってきました。
何事にも真面目に粘り強く取り組む性格で、
今までの職務経験から幅広く活躍したいと思
います。

DS0506-05 都城市 都城市
電気工事
通信工事

普通一種
普通自動二輪
フルハーネス（特）
低圧電気取扱（特）
【第二種電気工事士】

塗装業（１０ヶ月）
電気通信工事（基地局）
                      （６ヵ月）

私は屋外の仕事の方が向いているので、若さ
を活かして働きます。

DS0506-06 宮崎市
宮崎市
延岡市

土木工事
電気工事

ガス溶接（技）
危険物取扱乙種（４類）
玉掛（技）
地山掘削（技）
酸素欠乏・硫化水素
　　　危険作業主任者（技）
足場組立（技）
小型移動式クレーン（技）
有機溶剤（技）
大型一種
２級土木施工管理技士

電気工事【特高圧】
　　　　　（１４年８ヶ月）

作業員として安全に作業を行ってきました。ま
た現場管理員や代理人としても現場の管理を
行ってきました。安全第一に正確な工事を
行ってきましたので、転職後も初心を忘れず
工事に従事したいと思っております。

DS0506-08 宮崎市 宮崎市
電気工事士
送電線

普通一種(AT限定)
中型自動二輪
低圧電気取扱（特）
【第二種電気工事士】

LAN配線工事・PC・プリンタ等
の修理保守(1年3ヶ月)

ネットワーク・PCの保守業務に従事したこと
で、ＩＴ機器に詳しくなり、業務上様々なトラブ
ルも発生しましたが、持ち前の想像力を活か
し、プレッシャーの中で冷静に業務を遂行する
能力が身に着きました。また、学生時代は
サッカーをしていましたので、過酷な環境にも
耐えうる忍耐力と体力に自信があります。

DS0506-10 宮崎市

宮崎市
都城市
西都市
東諸県

郡
児湯郡

製造工
電気工事
または、
経理
総務
企画

中型免許(８ｔ限定)
普通自動二輪
日商簿記３級
低圧電気取扱（特）
【第二種電気工事士】

地方新聞社（26年6ヶ月）

内訳
・編集13年半
・経理7年
・広告営業6年

新しい挑戦がしたいと思い、中途退社しまし
た。大学では応用物理学を専攻するなど、もと
もと理系です。ものづくりに興味があります。
前職では経理部で財務や税務、資金繰りを学
んだので、それを生かしたいとも思っていま
す。

DS0506-11 都城市
都城市
北諸県

郡

電気保安検査
電気工事

中型免許(８ｔ限定)
低圧電気取扱（特）
【第二種電気工事士】

カスタムＬＳＩ設計開発
　　　　　　　（２５年８ヶ月）

DCモータ制御回路設計開発
　　　　　　　　（１４年９ヶ月）

これまで４０年間、ＤＣ２４Ｖ以下の電気の仕
事でした。今回職業訓練校で交流商用電源を
勉強し、第２種電気工事士の資格を取得（予
定）しますので、資格を生かした仕事で雇用先
に貢献出来たらと思っています。

DS0506-12 宮崎市
宮崎市
都城市

製造業

中型免許（８ｔ限定）
玉掛け（技）
高所作業車（特）
アーク溶接（特）
JIS溶接検定（Ａ－２Ｆ）
ＪＩＳ溶接検定（ＳＡ－２Ｆ）
　　　　　　　 　（ＳＡ－２Ｈ）
フォークリフト（技）
クレーン（特）
ボイラー（技）
低圧電気取扱（特）
【第二種電気工事士】

製造業（１５年）
サービス業（２年８ケ月）

今まで、主に製造職に従事してきました。細か
い作業や集中力、体力のいる業務が多かった
為、ブレなく最後までやり通し忍耐力や体力に
は自信があります。
また、必要だと思った資格は率先して取得し、
未経験でも何事も前向きに挑戦し、できること
を増やしてきました。

■電気設備技術科■

● 電気設備工事の施工、保守管理及び屋内配線設計に関する知識と技能を習得しています。
● シーケンス制御を含む設備（配電盤等）の施工、保守・点検に関する知識と技能を習得しています。

（技）は技能講習修了証　（特）は特別教育修了証　【】内資格は取得予定



令和５年６月２９日修了予定 令和５年４月２８日発行

番号 住まい 希望地 希望職種 免許・資格 主な職務経験 自己アピール

DS0506-14 宮崎市 宮崎市
電気工事
シーケンス

中型免許（８ｔ限定）
フォークリフト（技）
クレーン（特）
玉掛け（技）
アーク溶接（特）
自由研削砥石（特）
低圧電気取扱（特）
【第二種電気工事士】

飲食店調理接客業（２年６ヶ
月）
自動車製造関連（１年６ヶ月）
EMC対策部品製造（１７年）

主に製造業に従事していた事もあり、より効率
的に作業をするにはどうすれば良いか、作業
品質を上げるにはどうすれば良いかを考えな
がら仕事をするように心がけています。

DS0506-15 宮崎市
宮崎市
都城市
西都市

電気工事
設備メンテナンス

普通一種
フォークリフト（技）
ガス溶接（技）
危険物取扱乙種（４類）
低圧電気取扱（特）
情報技術検定３級
計算技術検定３級
航空特殊無線技士
１等航空運航整備士（学科）
２等航空運航整備士（学科）
ホームヘルパー２級
Word　Excel３級
【第二種電気工事士】

自動車部品製造（１年７ヶ月）
航空機部品製造（１０年）
介護施設管理責任者（１年８ヶ
月）

私は自発的に行動でき、何事にも臨機応変に
対応できます。これまではチームリーダー職
や管理職として、従業員の教育指導や業務管
理から会社の運営まで幅広く働いてきた経験
があります。何事も成長できるチャンスだと前
向きに考えることのできる性格だからこそでき
たことだと思います。

DS0506-16 日南市 日南市
製造業
介護

中型免許(８ｔ限定)
普通自動二輪
低圧電気取扱（特）
小型移動式クレーン（技）
玉掛け（技）
ローラー運転免許(特）
ホームヘルパー２級

室内装飾（クロス貼り等）
　　　　　　　　（１０年）
介護サービス（１０年）
土木・解体工事（5年）

「誠実で人に感謝する」をモットーに若い方か
ら年配の方々と接する中で、常に円満な人間
関係を築いてきました。

DS0506-17 宮崎市
宮崎市
宮崎市
近辺

電気工事
住宅・リフォーム

準中型免許(５ｔ限定)
低圧電気取扱（特）
【第二種電気工事士】

コンビニ接客（４年６ヶ月）
飲食店調理接客（３年）
食品加工工場（１年）
自動車部品製造（５年）

電気工事、リフォームなど様々な家庭で役立
てる知識と技術を身に着けて活かせる仕事に
就きたいと思ってます。
そのために、資格取得のためしっかりと知識
を身に着け、仕事のほうでも未経験のことなど
にも積極的取り組み、経験を積んで仕事幅を
広げていきたいです。

（技）は技能講習修了証　（特）は特別教育修了証　【】内資格は取得予定

■電気設備技術科■

● 電気設備工事の施工、保守管理及び屋内配線設計に関する知識と技能を習得しています。
● シーケンス制御を含む設備（配電盤等）の施工、保守・点検に関する知識と技能を習得しています。



令和５年６月２９日修了予定 令和５年４月２８日発行

番号 住まい 希望地 希望職種 免許・資格 主な職務経験 自己アピール

BM0506-01 宮崎市 宮崎市
ビル清掃
施設管理
介護施設

普通第一種
介護福祉士
【第二種電気工事士】

ファミレスのキッチン（５年）
訪問入浴介護（７年１１ヶ月）

チームワークをはかり、協力し合える雰囲気
づくりを大切にしています。
訓練校での経験・スキルを活かしながらボラ
ンティア活動を行いたいので、パートを希望い
たします。

BM0506-02 宮崎市 宮崎市

製造業
ビル設備関係
介護社会福祉関
係

中型免許（８ｔ限定）
三級自動車整備士
消防設備士乙種（６類）
危険物取扱者(丙種)
アマチュア無線技士
フォークリフト(技)
介護福祉士
社会福祉主事任用資格
認知症ｹｱ管理士
ＭＯＳ
県防災士
【２級ボイラー技士】
【危険物取扱乙種（４類）】
【消防設備士乙種（１類）】
【第二種電気工事士】
【アーク溶接】(特)

製造業(２６年)
介護社会福祉関係(５年６ヶ月)
資材リーｽ(１年)

現在職業訓練校にて、日々目標を立て地道
に勉強し努力しています。
既所持及び勉強して取得した資格を存分に活
かせる仕事に就きたいです。自分を必要とし
て貰える職場でベストを尽くします。

BM0506-03 宮崎市 問わない
製造業
介護

中型免許（８ｔ限定）
製造業（１２年）
調理（１５年）

ライン作業で車の組み立てを１日５００台ほど
作っていたので体力と集中力はあると思いま
す　それと男女年齢を問わず誰とでも仲良くで
きます。

BM0506-04 宮崎市 宮崎市
ビル又は施設の
管理
清掃業務等

中型免許（８ｔ限定）
小型移動式クレーン（技）
安全衛生推進者
　　　　　　養成講習修了

生鮮食品の販売(２年８ヶ月）
官公庁のルート営業(８年）
総務事務（３０年）

宮崎職業能力開発促進センター 「ビル設備
サービス科」での訓練を生かし、ビルや施設
の管理・清掃など実務に従事したいと思いま
す。ExcelやWordについては日常業務として利
用しておりました。

BM0506-07 宮崎市
宮崎市

その近辺
電気工事
ビル設備管理

中型免許（８ｔ限定）
【第二種電気工事士】
【危険物取扱乙種（４類）】
【フォークリフト】

食品製造業（１１年２ヶ月）
卸売業（３年１１ヶ月）

前職では限られた時間と環境の中で、チーム
ワークを大切にしながら、マルチタスクで業務
をこなし、利益を上げてきたという自負があり
ます。極寒や猛暑の中で作業をしてきたの
で、忍耐力と体力も身に着きました。これらの
強みと訓練の学びを活かし、電気の資格を取
得して一生懸命頑張ります。

BM0506-08 都城市
都城市
三股町
宮崎市

施設管理
設備保全
消防設備
電気工事
施工管理
不動産

中型免許（８ｔ限定）
古物商許可証取得
【消防設備士甲種（４類）】
【危険物取扱乙種（４類）】
【第二種電気工事士】

給与計算、会計、入札等の事
務職全般（１２年４ヶ月）
生花の配達、店頭販売
　　　　　　　　　（１年２ヶ月）
交通・施設警備の総合職
　　　　　　　　　（１０ヶ月）
古物商の自営業（６ヶ月）

設備の保全管理（電気・空調・ボイラー・消防
防災・危険物・給排水衛生・CAD）の知識、技
能を習得しております。
前職を通じて、エクセル、ワード、パワーポイ
ントを使用した事務に長けておりますので、ポ
リテクセンターで習得した知識・技能と煩雑な
事務をバランス良く業務に活かすことができま
す。

BM0506-09 宮崎市 宮崎市

ビルメンテナンス
製造業
CAD
一般事務

二級ガソリン自動車整備士
二級ジーゼル整備士
低圧電気取扱（特）
ガス溶接（技）
【危険物取扱乙種（４類）】
【二級ボイラー技士】
【第二種電気工事士】

自動車整備士（３年７ヶ月）
メールCS業務、web監視業務
　　　　　　　　　（４年７ヶ月）

整備士としては働いており、工具の取り扱い
や危険予測の理解があります。また、目標達
成のために仲間内でコミュニケーションをと
り、チームワークを意識した業務を行ってきて
おります。次の業務では資格取得やキャリア
アップを目標に上昇志向で臨んでいきたい。

■ビル設備サービス科■

● ビル等の電気設備のメンテナンスとパソコンを用いての報告作成や各種設備図面に関する知識・技能を習得しています。
● ビル等の建築物の空調設備・ボイラー・消防防災設備・危険物・給排水衛生設備の保全管理に関する知識・技能を習得しています。

（技）は技能講習修了証　（特）は特別教育修了証　【】内資格は取得予定



令和５年６月２９日修了予定 令和５年４月２８日発行

番号 住まい 希望地 希望職種 免許・資格 主な職務経験 自己アピール

JR0506-01 宮崎市 宮崎市
営業
設計
教育

中型免許（8ｔ限定）
WEBクリエイター上級
丸のこ（安）
足場（特）

営業・事務（１４年）
高齢者介護・相談員（１０年）
障害者支援（１年）

地道に努力を積み重ねることが得意です。人
当たりはやわらかいと思います。新たな資格
を取得するなど自己研鑽に励んでいます。

JR0506-02 宮崎市 宮崎市

設計補助
CADオペレー
ター
ホームセンター

中型免許（８ｔ限定）
フォークリフト（技）
情報セキュリティー技師
運行管理補助者
丸のこ（安）
足場（特）
大型自動二輪

セールスドライバー（３０年）
地道にコツコツ辛抱強く努力する性格です
粘り強く一つのことを最後までやり抜くことが
得意です

JR0506-04 宮崎市 宮崎市
CADオペレー
ター
事務

準中型（5ｔ限定）
ワープロ検定準２級
【建築ＣＡＤ検定２、３級】

販売員（５年１０ヶ月）
医療事務（３年）

私は仕事を覚える速さに自信があります。前
職では１週間もたたないで一人で受付など任
されました。仕事で求められる速さを御社で発
揮できればと考えております。

JR0506-05 宮崎市 宮崎市
CADオペレー
ター
設計補助

【建築ＣＡＤ検定２、３級】
3DCAD利用者技術試験２級
丸のこ（安）
足場（特）
医療事務２級
調剤報酬事務
介護初任者研修

事務用機器操作員(１年７ヵ月)
医療事務兼一般事務(８ヵ月)

私は絵を描くことが好きで長時間パソコンで集
中して作業できます。長時間パソコンでの作
業を求められるCADの仕事に向いていると思
いCADオペレーターを目指して職業訓練校で
建築CADを学んでいます。一日でも早く習得
したいと考えております。

JR0506-06 宮崎市 宮崎市

CADｵﾍﾟﾚｰﾀｰ
設計補助
建築・建設事務
内装リフォーム

普通一種
ホームヘルパー２級
施設警備業務検定２級
丸のこ（安）
足場（特）
【建築CAD２級】

介護職（５年）
リラクゼーションサロン（４年）
事務・保安職業従事者（４年）

前職では営業事務・セキュリティ業務に携わっ
ていました。厳しい訓練と現場で学んだ精神
力・知識は今後の社会活動において強みにな
りました。在学中に建築CADを学び、また仕
事に役立つスキルも習得し未経験ですがチャ
レンジしていこうと思っています。

JR0506-07 宮崎市 宮崎市

土地家屋調査士
事務所
法務局
行政書士事務所

宅地建物取引士
賃貸不動産経営管理士
FP2級
MOS（Excel/Word）
不動産キャリアパーソン
住宅ローンアドバイザー
少額短期募集人
普通一種免許

飲食店経営６年
販売員６年
総合不動産（営業）２年

向上心のある自分にあったやりがいのある仕
事と出会う為のスキルアップを継続していける
ように、常日頃から目標を決め、挑戦し将来
の事を見据えて資格取得の勉強に取り組ん
でいます。慎重に行動することも確かに大切
ですが、失敗することを気負わず、新しいこと
にも積極的に挑戦するよう努力しています。ま
た、私が大切にしている価値観は「思いやり」
です。どんな相手と接する場合であっても常に
相手の立場になって物事を考えるように心掛
けています。

JR0506-09 宮崎市 宮崎市 土地家屋調査

準中型（5ｔ限定）
大型自動二輪
玉掛け（技）
住宅ローンアドバイザー
宅地建物取引士
英検準１級
中学校教諭二種免許状（社
会）
【丸のこ（安）】
【足場（特）】

ツーバイフォープレカット製材
　　　　　　　　　　　　　（約４年）
不動産売買（７ヵ月）

短所はせっかちなところ、長所はメリハリがあ
るとことです。性格は短期集中型ですが、燃え
尽きる事があります。現在、測量士補の学習
をしております。

■住宅リフォーム技術科■

● 大工作業の基本と関連する施工作業｛床組作業、軸組作業、情報活用（住宅）と建築CAD｝を習得しています。
● 住宅仕上げ作業の基本と関連する施工作業および内外装仕上げ作業を習得しています。

（技）は技能講習修了証　（特）は特別教育修了証　【】内資格は取得予定



令和５年６月２９日修了予定 令和５年４月２８日発行

番号 住まい 希望地 希望職種 免許・資格 主な職務経験 自己アピール

JR0506-10 宮崎市 宮崎市
介護職
事務

準中型免許（5ｔ限定）(AT限定)
全商簿記検定３級
情報処理検定２級
介護職員初任者研修課程修
了

食品製造業(６年)

前職では働きぶりを評価して頂き、アルバイト
入社から正社員になりました。同じ作業の繰り
返しが多かったため、集中力や忍耐力が身に
着き自分の作業だけではなく全体を見ながら
作業をすることの大切さをしりました。また、
リーダーとしてシフト調整や新人教育にも携わ
り、常に生産効率を考え向上心を持って業務
に従事してきました。

JR0506-11 宮崎市 宮崎市
販売員
事務

普通一種
観光業務（５年）
地方公務員（２年）
販売員（１２年）

接客業に長く携わってきたので、その経験を
活かしつつ、現在勉強中の内容を活かせる職
に就きたいと思っております。

JR0506-12 小林市
宮崎市
日南市
延岡市

重機OP
船内・沿岸荷役
従事者
遊覧船・漁船
など

移動式クレーン
潜水士免許
海上起重作業管理技能士
車両系建設機械（整地・解体）
小型船舶（一級・特殊・特定）
高所作業車（技）
フォークリフト（技）
玉掛（技）
ガス溶接（技）
はい作業作業主任者（技）
職長・安全衛生（特）
フルハーネス（特）
準中型（５t限定）

海上土木作業員（１３年９ヵ月）

海上土木作業員を一社で１０年以上勤め、
様々な重機、船舶の運転メンテナンス等を
行っていました。
重機などの運転、溶接やガス切断多様多種な
スキルを身に着けました。
忍耐力があり現場でトラブルが発生しても慌
てることなく対処することができます。繰り返し
単純作業することはあまり得意でありません
が、力仕事や体をよく動かす業務、重機の運
転などの職種に興味があります。

■住宅リフォーム技術科■

● 大工作業の基本と関連する施工作業｛床組作業、軸組作業、情報活用（住宅）と建築CAD｝を習得しています。
● 住宅仕上げ作業の基本と関連する施工作業および内外装仕上げ作業を習得しています。

（技）は技能講習修了証　（特）は特別教育修了証　【】内資格は取得予定


