
 

〒８５４-００６２　 諫早市小船越町1113番地

独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構長崎支部

長崎職業能力開発促進センター（ポリテクセンター長崎）

訓練課 ●施設内訓練　　　ＴＥＬ　０９５７－２２－２３２４

●セミナー ＴＥＬ　０９５７－２２－２３２３　　ＦＡＸ　０９５７－２２－２３２５

●就職支援室 ＴＥＬ　０９５７－２２－２９５１　　ＦＡＸ　０９５７－２２－２１７７

HP版

令和４年９月修了生版

求人等に関する
専用お問合せ先

リクエストの際は別紙リクエスト申込書に必要事項を記入のうえ、求人票（写）を添付してお申し込みください。



修了
予定者数

　７名

　１名

　５名

１２名

１０名

建築物の給排水衛生設備、空調設備（エアコン）、電気設備、消火設備、自動火災報知設備、配管製図等の知
識・技能を習得します。
また、パソコンによる文書作成、データ管理、ＣＡＤを使用した図面作成等の関連知識を習得します。

☆　訓練期間　　令和４年４月５日～９月３０日（６ヶ月間）

訓　　練　　科　　名 訓　　　　　　　　練　　　　　　　　内　　　　　　　　容

機 械 Ｃ Ａ Ｄ 科
ＣＡＤを使用した機械図面の作成や機械加工を学び、製造業の幅広い内容のものづくり技術・知識を習得しま
す。

住宅リフォーム技術科
住宅の建設・リフォーム・販売などに必要な知識を学び、関連法規・建物の構造・建築道具の使用法、ＣＡＤ、ＢＩ
Ｍ、インテリアコーディネート、介護保険を使った住宅の改修方法などに関する知識・技能を習得します。

リクエストされる場合は、別紙「リクエスト申込書」の該当訓練科欄に訓練生番号をご記入のうえＦＡＸして下さい。

☆   お問い合わせ先　　（就職支援室）TEL：０９５７－２２－２９５１　FAX：０９５７－２２－２１７７

板 金 ・ 溶 接 科
様々な溶接やプレス機等を用いた金属の成型加工に関する知識と技能を習得するとともに、各種機械の操作法
と安全作業について学びます。

電 気 設 備 技 術 科
一般電気設備の設計・施工・保守管理など電気工事に関することやシーケンス制御の知識及び設備の点検・施
工等に必要な技術・技能を習得します。

設 備 管 理 科



番号 年齢 住所 希望職種 就職希望地 主な職歴 保持する主な免許・資格等 自己アピール

2 45 長崎市
ＣＡＤオペレーター、工
作機械オペレーター、Ｎ
Ｃ旋盤加工、機械職

長崎市

小売業（７年３ｶ月）、
造船業（１年４ｶ月）、
営業［教材］（５ｶ月）、
調理（３年２ｶ月）

普通自動車

　私は、プラモデル作成や改修など物づくりや手直しが好きで、手先が
器用な方です。これからは物づくりの仕事への就職を希望しておりま
す。これまでに様々な職種で勤めてきましたが、多くの仲間と共に協力
して成果をだしてきました。新しい職場でも年齢・性別に関係なく仲良く
し、長く勤めて参りたいです。職業訓練にて基礎となる知識・技術を身
に付け、ご協力を頂きながら就職活動に励みたいと思います。

3 33 諫早市 ＣＡＤオペレーター、工
作機械オペレーター

諫早市、大村
市、長与町、
時津町、東彼
杵町

接客業（１３年）、製
造業［食品］（１年６ｶ
月）

普通自動車
★取得見込（ＣＡＤ利用技術者２級）

　私は、目標を達成するために冷静に考え判断し、行動します。前職に
おいても、コミュニケーションの必要性、チームワークの大切さ、一つの
ものを綺麗に仕上げることのやりがいや達成感など、品質が重要なこと
である理由などを学ぶことが出来ました。お菓子作りや機械いじりなど
細かい作業が好きで、手先が器用です。前職での経験や手先の器用さ
を活かし、ものづくり関連の仕事への就職を希望しています。職業訓練
で身に付けた知識や資格も仕事の中で活かせるように頑張ります。

4 22 諫早市

ＣＡＤオペレーター、工
作機械オペレーター、Ｎ
Ｃ旋盤加工、汎用器具
製造

長崎県
総合職［小売業］（２
年６ｶ月）

普通自動車、漢字検定３級、日本農
業技術検定、ワープロ検定準２級、表
計算３級、販売士検定３級

　私はスーパーで２年半、品出し、商品の発注や在庫管理、売場のレイ
アウト変更や販売計画書の作成など総合職として仕事をしていました。
人よりも仕事を覚えるのが早く、入社２年目からは仕事ぶりが評価さ
れ、全店で一番売上が高い部門の責任者として働いていました。体力
面においては、仕事柄、店内を歩き回り、毎日２万歩以上歩いていたた
め自信があります。また、接客もしていたため、コミュニケーション能力
も備わっていると思います。

●機械ＣＡＤ科
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番号 年齢 住所 希望職種 就職希望地 主な職歴 保持する主な免許・資格等 自己アピール

5 44 諫早市
事務、ＣＡＤオペレー
ター

長崎市、大村
市

事務（１８年）、接客
業（１年）

普通自動車、全商簿記３級

　私は長い期間、事務職に勤めてきました。日々のルーティンは同じで
も、結果は積み重ねであり、自分個人の目標や会社全体の目標に向
かって、粘り強く取り組んできました。コミュニケーションの大切さを学
び、社内やお客様へ丁寧に取り組みました。職業訓練では楽しさもあ
れば苦しさもありますが、粘り強く知識を吸収していく考えです。

6 24 長崎市 ＣＡＤオペレーター、機
械オペレーター

長崎市、福岡
県

検査工（３ｶ月） 普通自動車

　私は興味をもつと夢中になり、黙々と作業をすることができます。私は
１０年間、バスケットボール部に所属していました。最初の頃は、試合に
出ることはあまりありませんでしたが、私に足りないものを見つけ、それ
を克服しようと努力をしました。居残り練習を続けると気づいた時には
周りには誰もいなく、一人になって練習を続けていました。その結果、試
合に出て活躍することができました。訓練校で学んだ知識や経験を次
の職場で活かし、その職場で実績を上げていきたいです。

7 47 大村市 ＣＡＤオペレーター
大村市、諫早
市、東彼杵町

自動車学校教官見習
い（３年６ｶ月）、製
造・生産・検査［シリコ
ンウェーハ］（２４年）

大型自動車、自動二輪、情報処理２
級（ＢＡＳＩＣ）、ワープロ検定２級、珠
算３級、全商簿記２級、電卓２級、
アーク溶接、特定化学物質作業主任
者、特定高圧ガス取扱主任者（酸
素）、自主保全士２級
★取得見込（ＣＡＤ利用技術者２級）

　私は責任感が強く、職人気質な性格だと思います。若い頃より、車を
さわる事が好きで、色々な事を出来る限り自分で行ってきたため、器用
な方だと思います。前職においても、コミュニケーションを大切に心掛け
ていました。より多くの知識を身に付け、仕事へ活かしたいと思ってい
ます。
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番号 年齢 住所 希望職種 就職希望地 主な職歴 保持する主な免許・資格等 自己アピール

8 37 雲仙市
ＣＡＤオペレーター、一
般事務、経理事務

雲仙市、諫早
市

接客業（３年）、一般
事務（４年６ｶ月）、税
理士補助業務（８年）

普通自動車、日商簿記２級、エクセル
２級、ワード２級
★取得見込（ＣＡＤ利用技術者２級）

　私は、子育てと仕事の両立をしている事もあり、現状よりも効率が上
がるように考え、工夫をしメリハリのある働き方がしたいと考えていま
す。その為に、上司や同僚にしっかり自分の意見が言えるようにコミュ
ニケーションも自分から進んでとり、より良い職場環境を作るようにして
きました。又、何事も挑戦する気持ちを大事にし、積極的に動く性格の
ため、今迄事務の仕事が多かったのですが、他の職種にも挑戦できた
らと思っています。今回、折角学ぶ機会をいただけたため、身に付けた
知識が活かせる仕事が見つかるように頑張りたいと思います。

番号 年齢 住所 希望職種 就職希望地 主な職歴 保持する主な免許・資格等 自己アピール

1 24 諫早市 溶接工、船舶製造
諫早市、長崎
市

道路路面切削工オペ
レーター（２年９ｶ
月）、建設機械全般
の整備・修理及び重
機レンタル・リース（２
年９ｶ月）

準中型自動車、車両系建設機械（整
地等）、大型特殊自動車、ガス溶接、
自由研削といし、表計算３級、ワープ
ロ検定３級、プレゼンテーション作成
検定３級、３級造園技能士、漢字検定
３級、動力プレスの金型等の取付け・
取外し又は調整の業務に係る特別教
育
★取得見込（アーク溶接、ＪＩＳ溶接検
定（ＳＡ-２Ｆ））

　私は前職において、働く仲間やお客様に対してのコミュニケーション
部分でも、誠実に対応するように心掛けました。小さい頃から、プラモデ
ルやラジコンなどの物づくりに関して興味を持っています。今まで取得し
た資格や、職業訓練で身に付けた知識や資格を仕事の中で活かしな
がら、継続して資格取得も目指し、努力しようと思います。

番号 年齢 住所 希望職種 就職希望地 主な職歴 保持する主な免許・資格等 自己アピール

1 65 長崎市 施設管理、設備管理、
電気工事士

長崎市、諫早
市

営業［日用品・雑貨
品・教育用品］（２０
年）、運転手（２４年１
１ｶ月）

普通自動車、自動二輪（中型）、
フォークリフト
★取得見込（低圧電気取扱者、高圧・
特別高圧電気取扱者、墜落制止用器
具を用いて行う作業に係る特別教
育、第二種電気工事士）

　興味を持った事に対しては集中して達成する努力を惜しみません。前
職でも協調性があり、まわりにも誠実な対応を心がけていました。今ま
で身につけた知識を仕事の中で活かしていきたいです。

●板金・溶接科

●電気設備技術科
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番号 年齢 住所 希望職種 就職希望地 主な職歴 保持する主な免許・資格等 自己アピール

2 39 長崎市
電気工事士、電気通信
工事

長崎県

製造業［菓子］（１２年
６ｶ月）、運送業（３
年）、保育（２年６ｶ
月）

普通自動車（中型）、自動二輪（中
型）、全商コンピュータ利用技術検定
３級、全商簿記２級、全商ワープロ実
務検定３級
★取得見込（低圧電気取扱者、高圧・
特別高圧電気取扱者、墜落制止用器
具を用いて行う作業に係る特別教育）

　私は、幼い頃より物作りが好きで、幼少時には自分の顔に赤く塗った
紙を押しつけ、タコを表現したり、小学生の時は、材料をゴミ箱から見つ
け出し、図工の作品を皆と変わらないレベルで完成させたりと工夫をし
ながら時を経てきました。社会人となり、製菓に興味を持ち、１３年近く
色々な形で携わらせて頂きました。その中で、成功の倍近く失敗をし、
そこから多くの分析をする事により、多くの方々に喜んで頂ける商品を
開発・製造・販売する事ができました。物作りの楽しさ、他者の為に働け
る喜びを次は電気の世界で掴んでいきたいです。

3 53 長崎市 電気工事士、製造業、
建築業

長崎市、時津
町、長与町、
諫早市

工務・建築現場管理
（２０年９ｶ月）、製造
業［装置・機械・架台
等］（２年１ｶ月）、運
転手［タクシー乗務
員］（１０年７ｶ月）

普通自動車（二種）、自動二輪（小
型）、２級建築施工管理技士、ガス溶
接、アーク溶接、危険物取扱者乙種４
類、ステンレスＴＩＧ溶接、長崎歴史文
化観光検定２級
★取得見込（低圧電気取扱者、高圧・
特別高圧電気取扱者、墜落制止用器
具を用いて行う作業に係る特別教
育、第二種電気工事士）

　私は、ものづくりが好きで、自分でテーブルや棚などの家具を作って
います。建築工事の工程表を作成したり、現場の段取りをするのも得意
です。歴史や文化などに興味があり、色々調べたりその場所に行ったり
します。

4 45 諫早市 電気工事士、設備管
理、ビルメンテナンス

長崎市、諫早
市、大村市、
時津町、長与
町

設備管理（３年３ｶ
月）、経理（２年１ｶ
月）

中型自動車（８ｔ）、第二種電気工事
士、ミニショベル運転特別教育、ガス
溶接、危険物取扱者乙種４類、消防
設備士乙種４類、２級ボイラー技士、
第三種冷凍機械責任者
★取得見込（低圧電気取扱者、高圧・
特別高圧電気取扱者、墜落制止用器
具を用いて行う作業に係る特別教育）

　第一種電気工事士試験に合格出来るよう勉強中です。コミュニケー
ション能力が自分の強みだと捉えています。前職でも多くの仕事仲間と
やり取りをし、,気軽に修理依頼を受けられるような環境作りに取り組ん
でいました。ポリテクセンターで身に付けた知識や資格を一日も早く活
かしたいと思っています。

4



番号 年齢 住所 希望職種 就職希望地 主な職歴 保持する主な免許・資格等 自己アピール

5 41 南島原市 電気工事士
雲仙市、南島
原市、諫早市

理・美容業（９ｶ月）、
製造業［自動車］（１
年１ｶ月）、半導体組
立（２年）、調理師見
習い（６ｶ月）、介護士
（１年）、整骨院補助
スタッフ（８年３ｶ月）、
養殖業（２年４ｶ月）

普通自動車
★取得見込（低圧電気取扱者、高圧・
特別高圧電気取扱者、墜落制止用器
具を用いて行う作業に係る特別教
育、第二種電気工事士）

　学生時代から体を動かす事が好きで、体力には自信があります。単
純作業でも、時間を忘れる程集中する事があります。その為、夢中にな
りコミュニケーションが取れなくならないように努力しています。前職で
は、上司の指導により、個人ではなくチームワークの大切さを知る事が
出来ました。それを活かすと共に職業訓練で資格を取得して、次のス
テップにつなげたいと思っています。

番号 年齢 住所 希望職種 就職希望地 主な職歴 保持する主な免許・資格等 自己アピール

1 48 諫早市 ビルメンテナンス、消防
設備メンテナンス

諫早市、大村
市

海上自衛隊（５年）、
旅客船整備（２年）、
警備業（２１年）

中型自動車、運行管理者（貨物）、貴
重品運搬警備業務検定１級、小型車
両系建設機械
★取得見込（ガス溶接、第二種電気
工事士、危険物取扱者乙種４類）

　子供の通った小学校でＰＴＡ会長を６年間務めました。会長在職中
は、人の意見を取りまとめる事の大変さを感じました。意見を調整して
いくうちに、人の話を聞くことが楽しく自分に合っていると感じました。会
長を６年間やって周りの人から「リーダーシップがある」と言われまし
た。しかし私一人の力ではありません。お世話になった人たちが私の
リーダーシップを育ててくれました。会社や地域に貢献できることがあれ
ば、積極的に参加していきたいと思います。

2 39 島原市 ビルメンテナンス
大村市、諫早
市、島原市

接客業（１年８ｶ月）、
運転手（１０年）、清
掃業（７年１１ｶ月）

大型自動車、大型特殊自動車、牽
引、フォークリフト、ＣＳ検定３級（ワー
プロ）、小型車両系建設機械、ＣＳ検
定３級(エクセル）
★取得見込（ガス溶接、第二種電気
工事士）

　私は、誰とでもコミュニケーションを取る事が得意で、職場の仲間とも
すぐに打ち解ける事ができる明るい性格です。仕事においても何事も
一生懸命に取り組み、途中で手を抜かず最後までやり通します。

●設備管理科
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番号 年齢 住所 希望職種 就職希望地 主な職歴 保持する主な免許・資格等 自己アピール

3 30 島原市 空調設備工事 島原市
港湾荷役作業［輸出
入検査員］（７年１１ｶ
月）

普通自動車、自動二輪（中型）、小型
車両系建設機械
★取得見込（ガス溶接、第二種電気
工事士、危険物取扱者乙種４類、２級
ボイラー技士）

　私は、物事を論理的かつ中立的に考えて行動できます。前職で輸出
入の品質・数量の検査を輸出者・輸入者からの共同委嘱で受けてお
り、両者とコミュニケーションを取りながら中立的な立場で輸出入を円滑
に進めるよう努めていました。依頼者からの要求を最善の方法で遂行
できるような行動力は設備管理の仕事の中でも活かして行きたいで
す。

5 52 諫早市 ビルメンテナンス 諫早市 建設機械修理（７年）
普通自動車、自動二輪（中型）、小型
車両系建設機械
★取得見込（ガス溶接）

　設備管理での経験や前の仕事の経験を活かしつつ、新しい分野の仕
事にも意欲的に取り組みたいです。前の仕事では、溶接・ガス切断・油
圧ホース交換・油圧シリンダーシール交換・板金塗装等に従事していま
した。

6 61 大村市 ビルメンテナンス
長崎市、佐世
保市、諫早
市、大村市

海上自衛官（３７年９
ｶ月）、銀行営業（３年
７ｶ月）、高校事務（３
年）

普通自動車、建築物環境衛生管理技
術者、消防設備士（甲種４類・乙種７
類）、第二種電気工事士、２級ボイ
ラー技士、小型車両系建設機械
★取得見込（ガス溶接、危険物取扱
者乙種４類）

　私は６０歳を過ぎていますが、働けるうちはいつまでも働きたいと思っ
ています。今までの職場を経験した中で、一番難しいと感じた事は人間
関係です。人それぞれ相性というものがあるので、人とのコミュニケー
ションの壁を乗り越えるのは容易でありませんが、すべは心得ています
ので、コミュニケーションには自信があります。働き方改革がスタート
し、高齢者就労促進が進んでいますが、我々高齢者でも企業に貢献で
きることは多々あると思います。今までの経験に驕ることなく初心にか
えり謙虚に仕事に取り組みたいと思っています。

7 60 雲仙市
製品検査、設備管理、
修理メンテナンス[事務
機器]

雲仙市、島原
市、諫早市

設置・メンテナンス
［事務機器］（２８
年）、製品検査［事務
機器］（１３年８ｶ月）

普通自動車、工事担当者Ａ１第２種、
工事担当者ＤＤ第１種、初級システム
アドミニストレーター、小型車両系建
設機械
★取得見込（ガス溶接、第二種電気
工事士、危険物取扱者乙種４類）

　サービス部門では、ＰＣ・ＦＡＸ・複合機・プリンター・スキャナー等の事
務機器、ＩＰネットワーク機器やユーザー個別に構成されたシステム商
品の取付、保守メンテナンスを行っていました。現場で発生した色々な
トラブルに対応してきた経験を活かせる就職を希望しています。職業訓
練で身に付けた知識や資格で作業対応能力を向上させて、仕事で活
かして行きたいと思っています。
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番号 年齢 住所 希望職種 就職希望地 主な職歴 保持する主な免許・資格等 自己アピール

8 33 諫早市
管工事、ビルメンテナン
ス、空調設備、電気工
事業、営業

諫早市、大村
市、長崎市

製造業［自動車］（１
年９ｶ月）、接客業［調
理］（３年６ｶ月）、製
造業［食品］（８年３ｶ
月）

普通自動車、情報処理３級、危険物
取扱者丙種、Eｘｃｅｌ表計算処理３級、
秘書検定３級、小型車両系建設機
械、簿記３級、語彙力検定３級
★取得見込（ガス溶接、２級ボイラー
技士、消防設備士乙種４類）

　私は、仕事に対し目標を立てて追求心を持ち目標達成の為に最後ま
で諦めることなく努力します。高校卒業後、社会人になり製造業や調理
業のなかで、ものづくりが好きになりました。また手先を使うことが得意
です。接客業も経験しており、お客様を大切に想い尽くす気持ちも理解
しています。今までの職の中でコミュニケーション能力も培ってきまし
た。これからの経験に合わせ、職業訓練校で得た技術を活かし、社会
貢献できる仕事をしたいと思っています。

9 60 長崎市 ビルメンテナンス
長崎市、諫早
市、時津町、
長与町

小売業［コンビニエン
スストア］（３７年８ｶ
月）

普通自動車、小型車両系建設機械
★取得見込（ガス溶接、第二種電気
工事士、危険物取扱者乙種４類、ファ
イナンシャルプランナー３級）

　約３８年間、小売業に従事してきました。本部と店舗責任者及び従業
員との日頃のコミュニケーションを密にして、事前に起こりえるアクシデ
ント（人・物・金・キャンペーン・クレーム・天災など）、個店の状況を把握
し、体調管理に留意して対応していました。何事にも真面目にコツコツ
と打ち込み、粘り強さもあり、組織内では縁の下の力持ちという位置付
けでした。今回、新しい職種や企業への就職の糸口を広げたいと思い
ました。職業訓練校で身につけた知識や資格を仕事に活かしたいと思
います。

10 36 島原市 管工事、電気工事業、
ビルメンテナンス

島原市、南島
原市

飲食業（１０年）、建
設業（３年）、自動車
関係（２年）

大型自動車、自動二輪（大型）、小型
車両系建設機械
★取得見込（ガス溶接、第二種電気
工事士、危険物取扱者乙種４類）

　何事にも挑戦する精神で今まで仕事や趣味に取り組んできました。長
く飲食関係に従事していましたが、飲食業だけが仕事ではないと思い、
違う分野での就職を考えております。職業訓練校で学んだ知識を活か
したいと思っています。

11 41 雲仙市

機械メンテナンス業、半
導体業務、設備管理、
ビルメンテナンス、電気
工事業、物流業

全国

設備管理業（３年）、
機械メンテナンス［半
導体・コンプレッ
サー・オペレーター］
（１７年５ｶ月）

普通自動車、フォークリフト、第二種
電気工事士、認定電気工事従事者、
クレーン運転業務特別教育、玉掛け、
職長・安全衛生責任者、特化物四ア
ルキル技能講習、有機溶剤作業主任
者、石綿技能講習、小型車両系建設
機械
★取得見込（ガス溶接、危険物取扱
者乙種４類、２級ボイラー技士、消防
設備士乙種４類）

　これまで主に半導体工場にて、装置の設置・立ち上げ・改造・メンテナ
ンスを担当してきました。完成品の品質に影響する為、慎重・正確・安
全に心掛けて作業してきました。その為、事前にできる準備と作業内容
の把握、スケジューリングを考えて行動していました。また、作業手順
や効率が良くなることは常に考えて作業し、次につながる改善を目標に
作業しています。

12 61 島原市 ビル・マンション管理 長崎県

調理・接客業（１０
年）、製造業［自動
車・ロボット・電子部
品・組立］（１０年）、
測量士（２年）、マン
ション管理（１年）

宅地建物取引士、小型車両系建設機
械
★取得見込（ガス溶接）

　調理、接客業が長かったため、お客様の対応がいかに大切なものか
がわかっているつもりです。自分の性格として、物作りを通して、人や物
を活かす仕事が出来ればと思っています。資格はありませんが誠実さ
はあると思います。
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番号 年齢 住所 希望職種 就職希望地 主な職歴 保持する主な免許・資格等 自己アピール

13 19 大村市 配管工、建築業
大村市、諫早
市、佐世保市

接客業［ホームセン
ター ］（４年）

原動機付自転車、小型車両系建設機
械
★取得見込（ガス溶接、第二種電気
工事士、危険物取扱者乙種４類、普
通自動車）

　私は、夜間の学校に通いながら、４年間アルバイトを続けることが出
来たので粘り強い性格です。４年間のアルバイトの中で、私と一緒に働
く方の中には同年代の方はいなかったのですが、すぐに仲良くなれ、フ
レンドリーに接することが出来ました。

番号 年齢 住所 希望職種 就職希望地 主な職歴 保持する主な免許・資格等 自己アピール

1 28 雲仙市

ＣＡＤオペレーター、
ガーデンデザイナー、イ
ンテリアコーディネー
ター、不動産アドバイ
ザー（賃貸・売買）、設
計・設計補助、住宅営
業

雲仙市、諫早
市

接客業［コンビニ・バ
ンケット・飲食店］（５
年１１ｶ月）、棚卸代
行業（３年１ｶ月）、保
育業（３年８ｶ月）、ハ
ンドメイド作家（２年９
ｶ月）

普通自動車（ＡＴ）、チャイルドマイン
ダー、足場組立等の業務に係る特別
教育、携帯用丸のこ盤作業従事者安
全教育
★取得見込（建築ＣＡＤ検定２級、宅
地建物取引士、色彩検定２級）

　人と話す事が好きで接客の仕事を中心にしてきました。接客業に関わ
らず、職場内で必要な事がコミュニケーションのため、誠実に対応する
ように心掛けてきました。そのお陰もあり、指導する側に立たせていた
だくことも多々ありました。一人で黙々と作業をする仕事も経験しました
が、人と協力し何かを成し遂げることに達成感をより感じます。お客様
が何を求めているかを見極めることも得意なため、対面接客に自信が
あります。

2 25 雲仙市 住宅設計業、建築ＣＡＤ
オペレーター

長崎県 医療業（３年９ｶ月）

普通自動車、柔道整復師、足場組立
等の業務に係る特別教育、携帯用丸
のこ盤作業従事者安全教育
★取得見込（建築ＣＡＤ検定２級）

　前職では、医療従事者として患者さんへのコミュニケーションをしっか
りと行っていきました。リーダーとして目標を設定し、チームを引っ張っ
ていけます。職業訓練で身に付けた知識や資格を活かし、建築関連の
仕事で発揮していきたいと思います。必要な知識修得や資格取得など
勉学に励んでいきます。

3 39 長崎市

インテリアコーディネー
ター、住宅リフォーム
業、不動産業、木工職
人、土地家屋調査士、
測量

長崎市、時津
町、長与町、
九州

福祉相談援助（１１年
４ｶ月）、福祉施設支
援員（３年５ｶ月）

普通自動車、自動二輪（大型）、社会
福祉士、社会福祉主事、足場組立等
の業務に係る特別教育、携帯用丸の
こ盤作業従事者安全教育
★取得見込（建築ＣＡＤ検定２級、イン
テリアコーディネーター、宅地建物取
引士、土地家屋調査士、測量士補、ド
ローン検定３級）

　私が第一に大切にしていることは健康です。規則正しい生活と運動、
バランスの良い食事を日々心掛けています。肉体年齢はマイナス６歳
でさらに改善しています。健康と体力には自信があります。対人スキル
はこれまでの業務経験で積み重ねてきたため、コミュニケーションにも
自信があります。業務については根拠まで深堀りして理解し、実際の業
務に応用し、さらなる改善点を考えながら取り組んできました。これまで
の経験や職業訓練で身に付けた新しい技術を活かし、次の分野で社会
に貢献したいと考えています。

●住宅リフォーム技術科
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番号 年齢 住所 希望職種 就職希望地 主な職歴 保持する主な免許・資格等 自己アピール

4 56 諫早市 事務職 諫早市 接客業(２０年）

普通自動車、足場組立等の業務に係
る特別教育、携帯用丸のこ盤作業従
事者安全教育
★取得見込（建築ＣＡＤ検定２級、色
彩検定３級、ドローン検定３級）

　何事にも前向きに挑戦し、困難な事でもあきらめない性格です。また、
良好な人間関係を構築する事が得意です。職場やお客様と誠実に対
応していきたいと思います。

5 62 長崎市 住宅設備関連 長崎市

坑内労働（１年）、製
造業［石材加工］（２
年）、製造業［製缶］
（１２年）、製造業［自
動車］（２年）、製造業
［食品加工］（２年）、
運転手（１７年）

大型自動車（二種）、ＪＩＳ溶接検定（Ｎ
－２Ｆ（ＫＨ）・ＮＫＮ－２Ｆ（Ｖ））、床上操
作式クレーン、玉掛け、足場組立等の
業務に係る特別教育、携帯用丸のこ
盤作業従事者安全教育

　私は、鉄鋼物の溶接前までの組立や県立美術館などの建築物の石
材加工を手掛けました。黙々とひたすら作業をすることが好きです。現
在、訓練にて住宅リフォーム技術科でのカリキュラムで学んでいる事が
楽しいため、鉄工・石材・木工の総合的な事がしたいと思います。

7 25 大村市 家具職人、住宅リフォー
ム業、大工

大村市、諫早
市、長崎市

溶接工（５年１０ｶ月）

普通自動車、自動二輪（大型）、自由
研削といし、アーク溶接、産業用ロ
ボット、ガス溶接、ステンレス鋼溶接、
半自動溶接（基本級ＳＡ－３Ｆ・基本級
ＳＣ－２Ｆ・専門級ＳＣ－２Ｐ）、玉掛
け、床上操作式クレーン、フォークリフ
ト、足場組立等の業務に係る特別教
育、携帯用丸のこ盤作業従事者安全
教育

　私は、やり始めたことを継続し、諦めずに頑張ることができます。ま
た、小さい頃からものづくりが好きで、家具などを自分で作ったりしてい
ました。このようなことから、ものづくりに携わる仕事への就職を希望し
ています。叔父が大工をしていることもあり、木材の特性や加工の仕方
に興味を持ち、自分もいつかは一人前の職人になりたいと思っていま
す。職業訓練で学ぶ技術や知識の一つ一つをしっかり身に付け、一日
も早く、現場で通用するように日々できることを頑張っていきます。

8 28 長崎市 設計補助、施工管理、
プレカット、不動産関連

長崎市、諫早
市、時津町、
長与町、福岡
県、東京都、
埼玉県、千葉
県、神奈川県

理学療法士（５年７ｶ
月）

普通自動車、理学療法士、足場組立
等の業務に係る特別教育、携帯用丸
のこ盤作業従事者安全教育
★取得見込（建築ＣＡＤ検定２級、色
彩検定２級）

　私は、これまで人と関わる仕事をしてきました。その中で最も意識して
いたことが、コミュニケーションの取り方です。一つの事を伝えるにも使
う言葉や声のトーンなどを相手に合わせて調整し、相手の立場を考え
るようにしています。周囲の人々とコミュニケーションを取りながら何か
をつくり上げる仕事に興味があり、また建築物がどのようにつくられて
いくのか、何でつくられているのかということも普段の生活で関心を持っ
ています。最後に、小学生の頃から高校生まで部活動をしており、現在
も運動は好きです。よって、体力には自信があります。
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番号 年齢 住所 希望職種 就職希望地 主な職歴 保持する主な免許・資格等 自己アピール

9 49 大村市
住宅リフォーム業、住宅
設備関連、自動車修理
業

諫早市、大村
市

自動車整備・板金塗
装業（２０年）、配送
業（５年）

普通自動車、自動二輪、アーク溶接、
ガス溶接、足場組立等の業務に係る
特別教育、携帯用丸のこ盤作業従事
者安全教育

　私は、物作り、修理などが昔から得意です。前職では、工場長として
責任感を持ち、困難な仕事もあきらめずに対応していました。諦めない
性格で最後までやり遂げます。

10 53 諫早市 住宅リフォーム業、住宅
関連

諫早市、長与
町、長崎市

介護職（１５年）、エア
ロビクスインストラク
ター［スポーツクラブ］
（６年）、営業事務（４
年）

普通自動車、介護福祉士、エアロビク
スインストラクター、足場組立等の業
務に係る特別教育、携帯用丸のこ盤
作業従事者安全教育
★取得見込（建築ＣＡＤ検定２級、色
彩検定２級）

　私はその場を明るくする事が得意です。今まで、職場や子供の習い事
などで様々な世代の方と関わる機会がありました。初対面の人が多く
集まる場面でもためらう事なく率先して声を掛けることで多くの人と仲良
くなり、場の雰囲気を和ませ明るくしてきました。私はこの長所を活か
し、どのような仕事に就いてもその場にいる人と仲良くなり、明るく働き
やすい職場づくりを目指していきたいです。

11 21 島原市 建築設計
長崎県、福岡
県

製造業［シート製造］
（２年８ｶ月）

普通自動車、機械検査３級、日商簿
記３級、足場組立等の業務に係る特
別教育、携帯用丸のこ盤作業従事者
安全教育
★取得見込（建築ＣＡＤ検定２級）

　私は、目標を達成するためにはしっかり努力することができます。ま
た、何事にも忍耐強く行動できます。日商簿記３級は、今年の１月から
勉強をし始め、２月末の試験で合格することができました。このことを活
かし、２級にも挑戦したいと思っています。職業訓練では、現場などで
必要な知識や技術を修得し、次の仕事で活かしたいと思っています。

☆リクエストの際は別紙リクエスト申込書に必要事項を記入の上、求人票（写）を添付してFAX 0957-22-2177（専用）してください。
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訓練生リクエスト申込書 
 

※令和４年９月修了生用  

              

                 

下記のとおり、訓練生の情報誌よりリクエスト致しますので、よろしくお願いします。  

リ ク エ ス ト 年 月 日  令和   年   月   日  

リ ク エ ス ト  

事 業 所 名  
 

所 在 地  

電話（ＦＡＸ）番号  

 

                             

ＴＥＬ          ＦＡＸ  

求 人 担 当 者 名   

 求 人 の 内 容  

（ 職 種 ）  
 

リ 
 

ク 
 

エ 
 

ス 
 

ト 
 

の 
 

概 
 

要 

①

□  

全科に求

人票を配

布する  

② 該 当 科 名  ③ 個人の指名番号  

□  機 械 Ｃ Ａ Ｄ 科 

NO.    NO.    NO.     

NO.    NO.    NO.     

NO.    NO.    NO.     

□  板 金 ・ 溶 接 科  

NO.    NO.    NO.     

NO.    NO.    NO.     

NO.    NO.    NO.     

□  電 気 設 備 技 術 科 

NO.    NO.    NO.     

NO.    NO.    NO.     

NO.    NO.    NO.     

□  設 備 管 理 科 

NO.    NO.    NO.     

NO.    NO.    NO.     

NO.    NO.    NO.    

□  住 宅 リ フ ォ ー ム 技 術 科 

NO.    NO.    NO.     

NO.    NO.    NO.     

NO.    NO.    NO.    

□   

NO.    NO.    NO.     

NO.    NO.    NO.     

NO.    NO.    NO.    

※全体配布は①、該当の科は②の□にチェックを、個人指名の場合は、③に訓練生の

NO を記入して、求人票 (写 )を添付してＦＡＸ送信して下さい。  

ポリテクセンター長崎  



■令和４年度　能力開発セミナー　コース一覧（月毎）

月
コース番

号
訓練分野 コース名 日程 実施時間帯

定

員

訓

練

日

訓練

時間

受講料

(税込み)

5H091 居住系 自動火災報知設備工事の施工・保守技術 8/6(土),7(日) 9:30～16:30 10 2 12 9,000¥       

5M081 機械系 旋盤加工技術 8/18(木),19(金) 9:30～16:30 10 2 12 10,000¥     

5D006 電気・電子系 ＰＬＣによるタッチパネル活用技術 8/20(土),21(日) 9:30～16:30 10 2 12 13,000¥     

5M091 機械系 フライス盤加工技術 8/25(木),26(金) 9:30～16:30 10 2 12 10,500¥     

5D007 電気・電子系 低圧電気設備の機器選定技術 8/27(土),28(日) 9:30～16:30 10 2 12 13,000¥     

5H071 電気・電子系 自家用電気工作物の設計技術 8/30(火),9/1(木),6(火),8(木),13(火),15(木) 18:00～21:00 15 6 18 11,000¥     

5H052 電気・電子系 電気設備の総合的設計技術 9/3(土),4(日),10(土),11(日) 9:30～16:30 15 4 24 13,500¥     

5D009 電気・電子系 ＰＬＣプログラミング技術 9/8(木),9(金) 9:30～16:30 10 2 12 11,000¥     

5M071 機械系 三次元測定機による幾何偏差の測定技術 9/15(木),16(金) 9:30～16:30 10 2 12 7,500¥       

5M232 機械系(金属） ＴＩＧ溶接技能クリニック 9/15(木),16(金) 9:30～16:30 10 2 12 14,000¥     

5M212 機械系(金属） 被覆アーク溶接技能クリニック 9/21(水),22(木) 9:30～16:30 10 2 12 11,500¥     

5H231 居住系(建築） ドローンを活用した建物劣化診断技術 9/23(金),24(土) 9:00～16:00 10 2 12 17,000¥     

5D008 電気・電子系 ＰＬＣによる電気空気圧技術 9/29(木),30(金) 9:30～16:30 10 2 12 11,000¥     

5H132 居住系(建築） 実践建築設計３次元ＣＡＤ技術（プレゼンテーション） 10/1(土),2(日) 9:00～16:00 10 2 12 9,500¥       

5M031 機械系 ３次元ＣＡＤを活用したソリッドモデリング技術 10/5(水),6(木) 9:30～16:30 10 2 12 7,500¥       

5M222 機械系(金属） 半自動アーク溶接技能クリニック 10/6(木),7(金) 9:30～16:30 10 2 12 13,000¥     

5M041 機械系 ３次元ＣＡＤを活用したアセンブリ技術 10/12(水),13(木) 9:30～16:30 10 2 12 7,500¥       

5D010 電気・電子系 太陽光発電システム設置施工技術 10/15(土),16(日) 9:30～16:30 10 2 12 12,000¥     

5H013 居住系 冷媒配管の施工と空調機器据付け技術 10/15(土),16(日) 9:30～16:30 10 2 12 10,000¥     

5H122 居住系(建築） 実践建築設計２次元ＣＡＤ技術（配管編） 10/15(土),22(土) 9:00～16:00 10 2 12 9,000¥       

5D004 電気・電子系 ＰＬＣによる自動化制御技術 10/19(水),20(木),21(金) 9:30～16:30 10 3 18 11,500¥     

5M022 機械系 ２次元ＣＡＤによる機械製図技術 10/20(木),21(金) 9:30～16:30 10 2 12 7,500¥       

5H161 居住系(建築） ＢＩＭを用いた建築設計技術 10/27(木),28(金) 9:00～16:00 10 2 12 9,500¥       

5M101 機械系 ＮＣ旋盤プログラミング技術 11/1(火),2(水) 9:30～16:30 10 2 12 8,000¥       

5H062 電気・電子系 一般用電気工作物の施工技術 11/6(日),13(日),20(日),27(日) 9:30～16:30 10 4 24 18,500¥     

5M111 機械系 ＮＣ旋盤加工技術 11/7(月),8(火) 9:30～16:30 10 2 12 8,500¥       

5M261 機械系(金属） ＡＲシステムを用いた半自動アーク溶接の技能伝承 11/10(木),11(金) 9:30～16:30 10 2 12 12,000¥     

5H081 電気・電子系 自家用電気工作物の施工技術 11/13(日),20(日),27(日) 9:30～16:30 10 3 18 17,000¥     

5H152 居住系(建築） 在来木造住宅設計実践技術（構造・省エネ・確認申請　） 11/17(木),18(金) 9:00～16:00 10 2 12 9,500¥       

5M052 機械系 精密測定技術 11/17(木),18(金) 9:30～16:30 10 2 12 7,500¥       

5D011 電気・電子系 電気系保全実践技術 11/26(土),27(日) 9:30～16:30 10 2 12 13,500¥     

5H021 居住系 トラブル事例から学ぶ各種管の加工・接合技術 12/3(土),4(日),11(日) 9:30～16:30 10 3 18 13,000¥     

5D012 電気・電子系 実践的ＰＬＣ制御技術 12/15(木),16(金) 9:30～16:30 10 2 12 11,500¥     

5M121 機械系 マシニングセンタプログラミング技術 1/11(水),12(木) 9:30～16:30 10 2 12 8,000¥       

5H031 居住系 管工事の施工管理技術 1/14(土),15(日) 9:30～16:30 10 2 12 9,000¥       

5M131 機械系 マシニングセンタ加工技術 1/18(水),19(木) 9:30～16:30 10 2 12 9,000¥       

5M213 機械系(金属） 被覆アーク溶接技能クリニック 1/18(水),19(木) 9:30～16:30 10 2 12 11,500¥     

5M223 機械系(金属） 半自動アーク溶接技能クリニック 1/24(火),25(水) 9:30～16:30 10 2 12 13,000¥     

5M242 機械系(金属） アルミニウム合金のＴＩＧ溶接技能クリニック 2/1(水),2(木) 9:30～16:30 10 2 12 15,000¥     

5H014 居住系 冷媒配管の施工と空調機器据付け技術 2/4(土),5(日) 9:30～16:30 10 2 12 10,000¥     

5M233 機械系(金属） ＴＩＧ溶接技能クリニック 2/6(月),7(火) 9:30～16:30 10 2 12 14,000¥     

5H112 居住系(建築） 実践建築設計２次元ＣＡＤ技術 2/18(土),19(日) 9:00～16:00 10 2 12 9,500¥       

★赤取り消し線は中止セミナーです★

2月

10月

11月

12月

1月

8月

9月



Access
車 長崎方面から

諫早ICを島原方面に出て、国道34号線を直進「小船越町」
交差点を左に国道207号線を諫早駅方向に進み、すぐ右
手のGSを右に入る

「諫早警察署前」交差点を右に入る

JR諫早駅より、駅前県営バスターミナル2番乗場の諫早
営業所（競技場北口経由）行きバスで、ポリテクセンター
長崎前（諫早駅より3つ目）で下車

徒歩

バス

車

JR諫早駅より徒歩約25分
JR西諫早駅より、国道34・57号線沿いを諫早市内方面
へ徒歩で約20分

諫早市内、島原方面から

「小船越町」交差点を過ぎてすぐ左に入る

「小船越町」交差点を過ぎてすぐ左に入る

独立行政法人　高齢・障害・求職者雇用支援機構長崎支部

ポリテクセンター長崎
〒854-0062長崎県諫早市小船越町1113番地

TEL 0957-22-2324（訓練課 受講者係） FAX 0957-22-2325

セブンイレブン

（駐車場完備）

GS

https://www3.jeed.go.jp/nagasaki/poly/
検索ポリテクセンター長崎


