
 

〒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１２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

１１名

　４名

１５名

１５名

１６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　　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。

☆　訓練期間　　令和４年７月５日～１２月２６日（６ヶ月間）
　　　　　　　　 一部の訓練生は、令和４年６月３日～２７日までの１ヶ月間にビジネススキル講習（※）を受講し、合計７ヶ月
　　　　　　　　 間の訓練を実施しています。
　　　　　　　　 ※ビジネススキル講習とは、職業意識啓発を図り、社会人としての基本的なコミュニケーション等のヒューマンスキルを習得する訓練です。

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

1 34 大村市

ＣＡＤオペレーター、工作機械オ
ペレーター、設計補助、生産設
計、図面作成、製図工、ＮＣオペ
レーター

大村市、諫早
市、東彼杵町、
川棚町、波佐見
町、佐世保市

製造業[食品]（１年２ｶ月）、
接客業（１年）

普通自動車、宅地建物取引士、ファイナンシャ
ルプランナー３級
★取得見込（ＣＡＤ利用技術者２級）

　私は一つの物事に対して、コツコツと努力を重ねることができます。また、人と接する
時は協調性を重んじ、会話では理路整然とした受け答えをします。私が機械加工業を
志したのは、私達が日常使っている自動車の部品やテレビなどの家電に機械加工の技
術が取り入れられていると知り、親近感を覚えたからです。初めての機械加工業への
挑戦ですが、持ち前のコツコツと努力を積み重ねる力と職業訓練を通して身に付けた知
識を活かし、モノづくりを支える一員になりたいと考えています。

2 33 雲仙市
工作機械オペレーター、ＮＣ旋
盤加工、汎用器具製造

諫早市、雲仙
市、大村市

製造業[菓子]（３ｶ月）、製造
業[基盤]（１２年２ｶ月）、製造
業[半導体]（２年４ｶ月）

普通自動車

　私は、何事にも前向きに挑戦し、コツコツとまじめに進めていく性格です。中学・高校と
プラモデルを作っていた事があるため、手先は器用です。物づくりが好きなため、製造
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経験を、一日も
早く発揮できるようにしたいと思います。

3 45 長崎市
ＣＡＤオペレーター、工作機械オ
ペレーター、ＮＣ旋盤加工、汎用
器具製造

長崎市、諫早
市、時津町、長
与町、大村市

接客業（３年）、診療放射線
技師（２１年１ｶ月）

普通自動車、診療放射線技師
★取得見込（ＣＡＤ利用技術者２級、エックス線
作業主任者、ガンマ線透過写真撮影作業主任
者）

　私は、目標を達成するために早めに考えて行動します。何事にも前向きに挑戦し、失
敗したとしてもすぐに修正案を模索し、困難な事にも諦めず粘り強く取り組む性格です。
幼少期は、電子工作やプラモデル作りが好きで手先が器用な方です。ＰＣスキルも人並
みなため、資料作り・データ入力は出来ます。人付き合いは、誰に対しても誠実に対応
するように心掛けていますし、初対面の方でも、なるべく自分から積極的にコミュニケー
ションをとるようにしています。職業訓練で身に付けた知識や資格を、新たな職場で活
かしたいと思っています。

4 34 長崎市
ＣＡＤオペレーター、工作機械オ
ペレーター、ＮＣ旋盤加工、汎用
旋盤加工、汎用器具製造

長崎市、諫早
市、時津町、長
与町、東京都、
福岡県

機械組立（３年）、フライス盤
オペレーター（２年）、塾講師
（３ｶ月）、製造業[溶接]（３
年）、汎用旋盤オペレーター
（３年）

普通自動車、自動二輪（小型）、英検２級

　やるべき仕事への高い集中力が一番の強みです。また、時間や納期を厳守する姿勢
も身に付けているため、段取りや事前の準備を大切にしています。特に精度が求めら
れる仕事を得意としています。また、新しい物事へのチャレンジ精神が豊富であるた
め、仕事に対してのマンネリなどはほとんどありません。ものづくりに関わる仕事をいた
だければ、精一杯力になれる様に努力します。

5 57 長崎市
ＣＡＤオペレーター、設計補助、
工務事務

長崎市、諫早市

ＣＡＤオペレーター（２０年）、
病院クラーク（１年９ｶ月）、販
売業[品出し]（１年１ｶ月）、工
務事務（１年６ｶ月）、保険外
交員（２年３ｶ月）、写真現像
（６年１０ｶ月）

普通自動車、自動二輪（中型）、計算技術検定
３級、危険物取扱者丙種
★取得見込（ＣＡＤ利用技術者２級）

　「初対面の人とすぐに仲良くなれるね。」とよく人に言われます。仕事は、色々経験しま
したが、設計・製造関係が一番長いです。特にＡｕｔｏＣＡＤを使い、作図することが好き
です。作図にあたっては、よく使用するパターンをいくつか準備し、すぐ取り掛かれるよう
に工夫しました。自分の作業のことだけでなく、いつも全体的な工程をメモしており、遅
れそうな時はみんなでカバーし合えるように、普段からのコミュニケーションも大切にし
てきました。

6 50 南島原市

ＣＡＤオペレーター、ＮＣオペレー
ター、機械オペレーター、ＮＣ旋
盤加工、汎用器具製造、調剤事
務、登録販売者

南島原市、島原
市、大村市、諫
早市

一般事務（１３年１０ｶ月）、調
剤事務（１２年３ｶ月）

普通自動車、日商簿記２級、医療事務、調剤事
務管理士、登録販売者
★取得見込（ＣＡＤ利用技術者２級）

　私は、誰とでもコミュニケーションをうまくとる事ができます。チームワークを大切にし、
相手の事を思い、信頼関係を築く事を心掛け、仕事を行ってきました。前職では、長年
事務職をしていたため、効率的かつ正確に作業を行う事ができます。職業訓練で得た
知識を発揮できるようにしっかり身に付け、今後に活かしたいと思っております。そし
て、自分の強みや良さを活かし、必要とされる人材になりたいと思います。

●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

7 30 長崎市 ＣＡＤオペレーター 長崎市、東京都
接客業（３年５ｶ月）、一般事
務（２年１０ｶ月）

普通自動車、ドイツ語２級、ＪＮＡジェルネイル初
段、ネイリスト３級

　私は人と接することが好きで幅広い年齢層の方と、躊躇なくコミュニケーションを取る
事ができます。よって、仲間と協力しながら、チームプレイで物事を完成まで導いていく
ことにも自信があります。また、学生時代中運動部に所属していた事や多種多様なアル
バイトや職種経験から、どのようにハードな内容の仕事でも挫けずにやり遂げる粘り強
さを持っています。前職でＣＡＤを使い、私が作った図面から形になる過程に感動し、Ｃ
ＡＤ関連の仕事への就職を希望しています。

8 37 大村市 ＣＡＤオペレーター 大村市、諫早市

半導体オペレーター（４年７ｶ
月）、郵便配達員（８年３ｶ
月）、製品検査（１１ｶ月）、施
設警備（１年１１ｶ月）

普通自動車（ＡＴ）、自動二輪（大型）、日商文書
技能検定２級（ワード）、ＣＳ検定２級（エクセル）

　私は、気になることを今、用いることができる手段で可能な限りまず調べてみるという
事が習慣になっています。小さい頃からＰＣの操作に慣れており、それを活かした仕事
への就職を希望しています。接客・営業の経験が長く、そこでは社会におけるマナー・
接遇の重要さを学びました。専門分野の知識を職業訓練で身に付け、今後の仕事の中
で活かしたいと思っています。

9 47 長崎市
ＣＡＤオペレーター、一般事務、
営業事務

長崎市、諫早市
栄養士（２ｶ月）、一般事務
（３年）、営業事務（２１年）

普通自動車、栄養士、甲種防火管理者、全経
電卓２級、日商ワープロ３級
★取得見込（ＣＡＤ利用技術者２級）

　私は２０年間事務職をしており、特に月末や月初めに処理が集中する事が多く、忙し
かったのですが無事にやり遂げた安心感と、期限までの作業スケジュールを考え、予
定通り進んだ時の充実感が好きでやりがいを感じておりました。しかし、予定通りになら
ない事も多く、リスケや仮処理になった際も周りとの確認・相談を大事にし、柔軟に対応
する様に心掛けていました。

10 44 長崎市
ＣＡＤオペレーター、工作機械オ
ペレーター、ＮＣ旋盤加工、汎用
器具製造

長崎市、諫早
市、時津町、長
与町、大村市

介護職（１８年）、ケアマネー
ジャー（４年）

大型自動車、自動二輪（中型）、介護支援専門
員、介護福祉士

　私は、新しい事に常に挑戦することを心掛けております。何事にも最後まで諦めない
気持ちを大切にし、目標を達成するように努力しています。職業訓練ではしっかり勉強
を行い、知識を仕事の場で活かしていきたいと思います。

11 46 大村市 ＣＡＤオペレーター、工作機械オ
ペレーター、建設業

大村市、諫早
市、長崎市

運転手（７年５ｶ月）、農業土
木（４年４ｶ月）、建設業（１年
６ｶ月）、製造業[食品]（６ｶ
月）、清掃業（３ｶ月）、警備
員（４ｶ月）

普通自動車、車両系建設機械（整地用）、２級
土木施工管理技士

　私は、仕事生活の中で自分に実現可能な目標が現れた時は、それを達成するために
計画を立て、日々何をすべきか考え、行動・努力ができる人間です。趣味はクラシック
ギターで手指先を訓練しています。前職において様々な道具、機械を用いた作業の経
験がものづくり関連の仕事に活かされるのではないかと考えています。職業訓練では、
改めて人から学び、人に伝えるというコミュニケーション能力を高めることができれば良
いと考えています。

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 28 諫早市 溶接関連 諫早市、大村市 スタッド溶接（８年１ｶ月）

普通自動車、フルハーネス、表計算２級、プレ
ゼンテーション作成３級、職長・安全衛生責任
者、ワープロ検定４級、アーク溶接
★取得見込（ガス溶接、自由研削といし、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）

　私は、新しい事に挑戦することが好きで、できない事ができるようになる事にとてもや
りがいを感じます。前職では出張が多く、大変だったけれども多くの経験をする事がで
き、とてもやりがいがありました。今も職業訓練で学んでいる溶接はやりがいがあり、こ
の技術を身に付け、仕事で活かしたいと思います。

●板金・溶接科
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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 23 長崎市 溶接工 諫早市
営業[食品]（５年）、製造業
[メッキ加工]（２ｶ月）

普通自動車、アーク溶接
★取得見込（ガス溶接、自由研削といし、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）

　私は、何事にも積極的に取り組むことができます。また、小学校から高校まで約１２年
間剣道をし、剣道三段を取得しました。よって、忍耐力と精神力・体力には自信がありま
す。更に、何事にも我慢強く、与えられた業務（仕事）は、最後までやり遂げる事ができ
ます。人と接することが好きなため、コミュニケーション力にも自信があります。

3 45 南島原市
機械関連、電気機械、機械のメ
ンテナンス・修理（シーケンス制
御にて動く機械）

南島原市、島原
市、雲仙市、諫
早市

修理及びメンテナンス［機械
式駐車設備］（２４年）

普通自動車（中型８ｔ）、ガス溶接、玉掛け、酸
欠・硫化水素危険作業主任者、足場組立作業
主任者、低圧電気取扱者、自由研削といし、
アーク溶接
★取得見込（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）

　長い期間、機械式駐車設備の仕事に携わってきたお陰で、特殊な機械及び電気回路
（シーケンス制御）の扱いに長けております。毎日、エクセル、ワードなどで書類を作成
していた為、パソコンの扱いにも慣れています。職業訓練で身に付けた知識や技術を今
後、仕事の中で活かしていきたいと思います。

4 30 諫早市 溶接工、製造業 諫早市
内装工事（４年）、農業（１
年）、屋根工事（１年）、食品
小売業（２年）

普通自動車、農業技術検定、小型船舶操縦
士、アーク溶接
★取得見込（ガス溶接、自由研削といし、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）

　前職で重たいものを運んだり、高い所で作業をしていたため、体力には自信がありま
す。現在、訓練にて溶接を学んでおり、細かい作業をし上手くできた時には達成感があ
ります。

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 58 長与町 事務、電気関連
長崎市、長与
町、時津町、諫
早市、大村市

制御盤検査［外観・導通な
ど］（２年）、分電盤の組立配
線（２年）、半導体設計補助
［パターン設計］（２年）、ＣＡ
Ｄ・ＣＡＭデータ作成（１０
年）、倉庫管理（６年）

普通自動車、自動二輪（大型）、第四級アマチュ
ア無線技士、低圧電気取扱者
★取得見込（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）

　機械ＣＡＤの実務経験があり、以前から電気関係にも興味があったため、今回ポリテ
クで電気設備技術科に入所しました。好奇心旺盛で何事もまじめに取り組み、誰とでも
コミュニケーションを取る事が出来ます。今後、人の役に立てる様な人生を送りたいと考
えております。今回、職業訓練で身に付けた技能技術を活かして働きたいと思っていま
す。

2 54 諫早市 電気工事士、電気機器関連
諫早市、大村
市、雲仙市、長
崎市、長与町

宝飾店長（６年）、機械オペ
レーター［鉄工・ポリエチレン
フィルム成形機・印刷機］（２
３年１１ｶ月）、２ｔドライバー
（６ｶ月）、店頭販売［スカ
パー・携帯］（３ｶ月）

普通自動車、低圧電気取扱者
★取得見込（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）

　営業、販売の経験により、人前や初対面の人と話すことは得意な方です。また、生産
現場での経験で、力仕事、高所作業をやってきました。訓練で得る新たな資格、知識を
活かしたいです。また、営業商談が出来る作業員として貢献したいです。

3 37 長崎市 半導体関連 九州

半導体オペレーター（１年）、
製造業［半導体チップ搬送装
置］（６年８ｶ月）、清掃業（１
年６ｶ月）、製造業［造船設
計］（２年）

普通自動車、玉掛け、床上操作式クレーン、
フォークリフト、機械保全工２級、低圧電気取扱
者
★取得見込（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、色々な事に挑戦してみたいチャレンジ精神旺盛な性格です。これまで働いてき
た中でも、与えられた仕事だけでなく様々な事を「自分にやらせて下さい」と言って色々
な知識や経験を積んできました。色々な仕事を任せて欲しいです。常日頃から気配りや
思いやりに心掛けています。仕事に手詰まりになっている人がいたら、積極的に加勢し
たり新人が入ってきたら積極的に話しかけたり教えたり働きやすい環境作りができま
す。

●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

4 56 島原市 電気工事、保安点検関係
島原市、南島原
市、雲仙市

販売業［ガソリンスタンド］（４
年５ｶ月）、運転手（１年２ｶ
月）、電気工事［配電線工
事］（２９年２ｶ月）

大型自動車、危険物取扱者乙種４類、第二種
電気工事士、低圧電気取扱者
★取得見込（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）

　私は前職で危険な作業をしていたため、安全に対しては妥協する事なく慎重に行動し
ています。２～３人の班で作業をしていたため、チームワークも大切にしていました。第
二種電気工事士の免状は３０年前に取得していましたが、一般的な電気工事の経験が
全くなかったため、今回、職業訓練で学び直し、スキルアップして、次の仕事に活かした
いと思っています。

5 55 大村市 電気工事士 大村市、諫早市
機械加工業（４年５ｶ月）、航
空機給油施設管理業務（３１
年５ｶ月）

大型自動車、けん引、自動二輪（大型）、危険物
取扱者乙種４類、陸上特殊無線技士、低圧電
気取扱者
★取得見込（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、職場や人の集まる所では、その場の雰囲気を大切にする為、他者と積極的に
コミュニケーションを取る事が得意です。複数の事を与えられた場合優先順位をつけ計
画的に進める事が出来ます。前職では危険物を取扱っていた為、人一倍、安全管理に
はこだわりを持って仕事を行ってきました。上記に述べた事は、どの様な仕事でも共通
する場合が多いと思う為、新たな職場でも活かしていきたいと思います。

6 52 南島原市 電気工事士、電気機器製造業、
発電所関係

南島原市、島原
市、宮崎県

接客業（１３年１０ｶ月）、半導
体オペレーター（３年７ｶ
月）、製造業［段ボール］（３ｶ
月）、製造業［自動車］（２ｶ
月）、製造業［飲食］（７ｶ
月）、製造業［電車］（３ｶ
月）、生活支援員（１年）

普通自動車、低圧電気取扱者
★取得見込（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、小さなことでも責任感を持って取り組み、周りとのコミュニケーションを大切にし
て一つ一つの仕事を最後までやり切りたいと思っています。職業訓練で身に付けた知
識や経験を一日も早く、仕事の中で活かしたいと考えています。

7 24 長崎市 電気工事士
長崎市、諫早
市、時津町

飲食業（３ｶ月）、運輸業（１ｶ
月）

低圧電気取扱者
★取得見込（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、普通自動車）

　私は目標を達成するために、チームワークを大事にしています。物事には一人で解決
できない事があります。そこで一番大切なのはコミュニケーションを取る事です。仲間と
コミュニケーションを取る事で効率良く物事を進めることができるのでこれらの事を大事
にしています。私は幼い頃から、工作が得意で就職もものづくり関連の仕事を希望しま
す。

8 26 長崎市 電気工事士、電気機器製造業
長崎市、諫早
市、時津町、長
与町

接客業［飲食店］（７年）

普通自動車（ＡＴ）、低圧電気取扱者
★取得見込（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）

　私はどんなことにも前向きに粘り強く取り組む性格です。工作やプラモデルなどものを
つくることが大好きでした。考えながら何かをつくりあげるものづくり関連の仕事に就職
することを希望しています。前職はアルバイトでしたが、バイトリーダーという役職をいた
だき、社員の方のサポートやバイト間のチームワークを深めるように心がけていました。
コミュニケーションを積極的にとっていき、より良い職場環境を目指してきました。職業
訓練で身に付けた知識やスキル、資格を１日でも早く仕事に活用していければと考えて
います。

9 49 長崎市 電気工事士
長崎市、諫早
市、時津町、長
与町

接客業［ホテルフロント］（１０
年）、自動車組立工（５年）、
自動車完成検査（６ｶ月）、新
幹線軌道新設［軌道工］（３
年）

普通自動車（中型４ｔ）、自動二輪（中型）、低圧
電気取扱者
★取得見込（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、第一種電気工事士）

　私は今まで正社員としての雇用が少なく、過去３社程は、会社都合により退職いたし
ました。会社都合とはいえ、考え方次第では、自分に強力なスキル（能力）がない為だと
も思いました。年齢的にも最後の転職とする為にも、ポリテクにて能力を身につけるた
め訓練中です。自分の性分は献身的なため家でも色々と日曜大工で「カイゼン」をして
おります。電気の仕事とはいえ、人と接しての仕事のためホテルで培った接客とポリテ
クで修得した技能と、献身的な熱量の三つの矢をもって就業したいと思っております。
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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

10 32 長崎市 電気工事士、船舶修理 長崎県
接客業（３年）、造園業（３
年）、水産業（７年６ｶ月）

普通自動車、自動二輪（ＡＴ）、小型船舶２級、
低圧電気取扱者
★取得見込（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）

　これまで様々な職種の仕事を経験し、転職をするたびに自身のスキルアップが出来た
と思います。又、コミュニケーションも大切に思い自分から積極的に話しかけることを心
掛けていました。現在、職業訓練で学んだことを一日でも早く仕事の中で活かしたいと
思っています。

11 25 南島原市
電気工事関係、電気機器製造
関係

長崎県 農機具修理（１年３ｶ月）

普通自動車、低圧電気取扱者
★取得見込（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、細かい作業や単純な作業などを集中し続けることができます。前職の経験のお
かげで工具の扱い方には、ある程度慣れています。さらに、様々な世代のお客様を接
客する機会が多かった為、世代・性別を問わず、円滑なコミュニケーションを取る事がで
きます。

12 43 諫早市 電気工事士、電気機器製造業、
半導体製造業

九州
半導体オペレーター（１８年２
ｶ月）、接客業［ゲームセン
ター］（３年４ｶ月）

普通自動車、自主保全士２級、ＣＡＤトレース、
レタリング４級、低圧電気取扱者
★取得見込（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）

　私は責任感を持って仕事に取り組みます。仕事上の目標や成果を達成しようとした時
「責任感」がとても大事な原動力となると思います。前職では社内ＱＣサークル活動の
リーダーを任され責任感を持って取り組み、活動の改善効果に対し社内表彰も受けまし
た。職業訓練で身に付けた知識、社会人経験を活かして仕事に従事したいです。

13 24 雲仙市 電気工事士、電気機器製造業
諫早市、雲仙
市、島原市

製造業［保全］（３年６ｶ月）、
半導体オペレーター（１年６ｶ
月）

普通自動車、低圧電気取扱者、第二種電気工
事士、工事担当者（ＤＤ３種・ＡＩ３種）、陸上・海
上特殊無線技士
★取得見込（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）

　工業高校で電子工学科に通学して、その頃から機械の構造に興味がありました。今
回ポリテクの電気設備技術科に入所したのは、知識だけではなく技術・技能を身に付
け、資格取得を目指したいからです。また、何事にも真剣に取り組み、コミュニケーショ
ンを円滑に図れるように心掛けています。最後に、職業訓練で身に付けた知識や技術
を仕事の中で活かしたいと思います。

14 44 大村市

電気工事士、電気機器製造業、
設備管理、品質管理、電子機器
製造業、生産設備制御、社会福
祉

長崎県

保育士（９年１１ｶ月）、製造
業［自動車］（１年５ｶ月）、営
業［生保代理店］（４年３ｶ
月）、保育園施設長（６年６ｶ
月）

普通自動車、大型自動車、自動二輪（中型）、
保育士、第二種幼稚園教諭、危険物取扱者乙
種４類、社会福祉主事、低圧電気取扱者
★取得見込（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、新しい物事へ挑戦することが好きです。前職では、社会福祉施設を新設するた
めに、施設長として地域ニーズを把握し、行政と交渉し社会福祉施設の新規立ち上げ
を経験しました。開園当初、１２名定員で始まった施設を６年で利用者が６０名を超える
施設へと成長させることができました。施設長として、利用者への質の高いサービスの
提供、職員の働きやすい環境作りを心掛け、特に職員とのコミュニケーション作りは、一
朝一夕ではできないことを自覚し、時間をかけて誠実に対応してきました。今後は、新し
い職種への挑戦となります。職業訓練校で新しく身に付けた知識を仕事の中で活かし
たいと思っています。

15 43 長崎市
電気工事士、電気機器製造業、
製造業

長崎市、諫早
市、時津町、長
与町

製造業［航空機］（２１年６ｶ
月）、太陽光発電所建設（１
年４ｶ月）

普通自動車、自動二輪（大型）、第二級（航空・
陸上）特殊無線技士、ガス溶接、有機溶剤作業
主任者、小型車両系建設機械、低圧電気取扱
者
★取得見込（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）

　私は何事にも真面目に取り組む事が出来、困難な事でも諦めない粘り強い性格で
す。小さい頃から車やバイクが好きで機械いじりも好きなため、ものづくり関連の仕事へ
の就職を希望しています。前職では太陽光発電所の建設に携わっておりチームワーク
やコミュニケーションを大切にしてきました。職業訓練で身に付けた知識や資格を１日も
早く仕事の中で活かし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 南島原市 製造業、配送
南島原市、雲仙
市

石工（１５年）、重機・配管（１
１年）、ガラス・サッシ工事（５
年）

普通自動車、ガラス施工２級、車両系建設機械
（解体）、玉掛け、不整地運搬車、フォークリフ
ト、小型車両系建設機械
★取得見込（ガス溶接）

　天候に左右されない屋内の仕事を希望しています。職業訓練で身に付けた知識を一
日も早く、仕事の中で活かしたいと思っています。

●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

2 65 佐世保市
建築設備工事、住宅リフォーム
工事

佐世保市、松浦
市、西海市、川
棚町、波佐見町

建設業［土木現場監督］（３２
年１ｶ月）、非破壊検査（１２
年５ｶ月）

普通自動車、１級土木施工管理技士、２級管工
事施工管理技士、２級建築施工管理技士、下
水道第２種技術検定、測量士補、車両系建設
機械（堀削・解体）、地山堀削作業主任者、玉掛
け、移動式クレーン、酸欠危険作業主任者、
ローラー運転、自由研削といし、低圧電気取扱
者、足場組立作業主任者、土止め支保工、アー
ク溶接、床上操作式クレーン、型枠支保工、小
型車両系建設機械
★取得見込（ガス溶接）

　私は、身体を動かす事が好きなため、現場の仕事に積極的に従事して参ります。又、
リフォーム流行の今、住宅器機も新しい物・方法が出ており、より良い物が出来る様に
しっかり学習しながら、喜ばれる仕事をしたいと思います。

3 37 諫早市

空調設備、給排水設備、住宅リ
フォーム、消防点検、電気工事
業、ビル・公共施設等のメンテナ
ンス・管理、製造業、介護職

諫早市

介護福祉士（１０年）、ホーム
ヘルパー（１年）、衣類その
他の分別［生産工場］（３年４
ｶ月）、運動・水泳指導［ス
ポーツクラブ］（８ｶ月）

普通自動車（ＡＴ）、介護福祉士、ホームヘル
パー２級、小型車両系建設機械
★取得見込（ガス溶接、二級配管技能士、第二
種電気工事士、危険物取扱者乙種４類、消防
設備士乙種４類）

　前職では、部署内外において積極的に交流をとり、何事にも前向きに挑戦し、粘り強く
いつでも明るく、元気に笑顔であいさつすることを重視してきました。又、工作のような手
作業や体を動かすことも好きです。日常・災害時でも、誰かのために生活環境の安定な
どに貢献できるよう訓練で身に付けたことを仕事の中でも活かしたいと思っています。

4 55 東彼杵町
ビルメンテナンス、設備管理（工
場含む）

大村市、佐世保
市、諫早市

電気保全［ゴム製造］（１２
年）、製造業［ゴム］（１年）、
福祉［介護］（６ｶ月）、ビル管
理（１０年１ｶ月）、設備管理
［クリーニング業］（２年８ｶ
月）

中型自動車、第一種電気工事士、高圧ガス丙
種化学、危険物取扱者乙種４類、甲種防火管
理者、２級ボイラー技士、フォークリフト、小型車
両系建設機械
★取得見込（ガス溶接）

　私は仕事に対して、分からないことは年齢を問わず分かる人に聞いたり、自分で調べ
たりして、仕事に取り組むように心掛けています。協調性や計画性をこれまでの経験で
身に付けてきました。また、何事も進んで努力します。

5 61 長与町 設備管理
長崎市、長与
町、時津町

一般事務（３３年）
普通自動車、小型車両系建設機械
★取得見込（ガス溶接）

　私は何事も丁寧に、正確に進めることがモットーですが、そのために時間をかけてしま
いがちという欠点も自覚しています。よって、スピードと正確さにバランスを保ちながら業
務に励みます。また、人に説明することは、自分に向いていると思っています。説明方
法や資料に工夫して相手に理解してもらえるように努めます。

6 47 長崎市
ビルメンテナンス、ビル空調設
備、電気工事業

長崎市、長与
町、時津町

運送業（１年）、船舶業（２
年）、金融業（６年）、製造業
［造船］（２年）、製造業［燃料
電池］（１２年）、製造業［火
力発電所向け配管］（６年）

普通自動車、自動二輪（中型）、玉掛け、床上
操作式クレーン、自由研削といし、職長・安全衛
生責任者、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、消防
設備士乙種４類）

　私は、物づくりが大好きです。前職では、製造業に２０年携わっていました。物づくりに
関しては、負けず嫌いな所があり、「人より一つでも多く作りたい。」「人より綺麗に作り
たい。」という意欲を持って作業してきました。前職では、職長として同僚とのコミュニ
ケーションを大切にし、誠実に対応するよう心掛けてきました。

8 50 諫早市
マンション管理、ビルメンテナン
ス、消防設備管理

諫早市、長崎市
製造業［金属表面処理］（９
年）、営業［金属表面処理］
（１２年）、集配業（３年）

中型自動車、玉掛け、有機溶剤作業主任者、
フォークリフト、床上操作式クレーン、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、消防
設備士乙種４類）

　人と会話をする事が好きで、常に明るい話題を心掛けております。プラモデル作り、料
理が趣味なので、手先の器用さと段取り等は良い方だと思います。営業職、集配業の
頃は客先とのコミュニケーションや情報収集に努め、製造業に従事していた頃には、部
署内で責任者としてチームワークや人員配置、工程管理、勤務管理を担当していまし
た。社内５Ｓ委員会にも参加し、安全管理の大切さを学ばせて頂きました。
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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 65 諫早市 電気工事業、住宅リフォーム、
管工事、ビルメンテナンス

諫早市、大村
市、雲仙市、長
崎市

集荷販売［農産物］（４１年）

普通自動車、自動二輪（中型）、フォークリフト、
危険物取扱者乙種４類、小型車両系建設機械
★取得見込（ガス溶接、二級配管技能士、第二
種電気工事士、２級ボイラー技士）

　前職として、４１年間全農に勤務していました。業務内容としては、米・麦・大豆の集荷
販売業務に従事していました。生産者と消費者をつなぐ使命を達成するため、日々努力
してきました。この間に培ったスキルを、今後の新たな業務に活かせると思っています。
又、決算業務等、事務処理についても法人の経営状態等を判断する財務諸表について
も理解があり、次の仕事に役立てることが出来ると思います。

10 62 長与町 オフィスビル管理
長崎市、諫早
市、時津町、長
与町

開発設計［エンジン］（２７
年）、品質保証［エンジン］（１
２年）

普通自動車、自動二輪（中型）、第一種衛生管
理者、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）

　私の強みは、責任感の強さとコミュニケーション能力です。その強みは、前職における
客先への技術提案、概算要求支援、受注後の技術審査対応等の経験によるものです。
私の目指しているオフィスビル管理業務は、クレーム処理や点検など使用している人が
快適に暮らせるようにサポートを行う仕事です。建物のオーナーや管理会社の方等、常
に誰かと関わりながら行う仕事であり、円滑なコミュニケーションと責任感は必須と考え
ています。これまでの管理者を含むエンジニアとしての経験と、今後取得する資格を活
かしていきたいと現在努力しています。

11 61 諫早市 製造・検品、倉庫業、機械メンテ
ナンス

諫早市、大村市 臨床検査技師（３７年）

普通自動車、臨床検査技師、臨床工学士、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、消防設備士乙種４類）

　私は温厚で協調性があり、何に対しても向上心を持ち、真面目に取り組む性格だと思
います。前職で１０年間管理職を経験し、組織としての役割、職場の人間関係やコミュニ
ケーションの重要性は熟知しています。職業訓練で電気、水道、溶接、危険物取扱等
の一般的な幅広い知識を学び、仕事に活かしたいと思っています。

12 48 諫早市
管工事、ビルメンテナンス、ビル
空調設備、電気工事業

長崎市、諫早
市、時津町

内装［ビル・マンション等］（１
３年）、リフォーム［一般住
宅］（１２年）、土木工事［公
共工事］（４年）

普通自動車、自動二輪（大型）、フォークリフト、
玉掛け、床上操作式クレーン、高所作業車（１０
ｍ未満）、小型車両系建設機械、足場の組立等
作業主任者、型枠支保工作業主任者、木造建
築物等作業主任者、木工加工機械作業主任
者、石綿取扱作業主任者
★取得見込（ガス溶接、二級配管技能士）

　私は仕事をする上で先の事を見据え、どのようにすべきか考えて行動します。前職、
職業訓練などで身に付けたスキルと経験値をこれからの仕事やプライベートでも活かし
ていきたいと思っております。

13 57 大村市
ビルメンテナンス、ビル空調設
備、電気工事業

大村市、諫早
市、長崎市、川
棚町

事務（３６年）、障害者支援
（１年５ｶ月）、交通警備（５ｶ
月）

大型自動車（二種）、自動二輪（大型）、日商簿
記３級、第二種電気工事士、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、２級ボイラー技士、消防設備士乙種４類、消
防設備士乙種７類、第三種冷凍機械責任者）

　私は、自衛隊において仲間とのコミュニケーションを大切にし、チームとして仕事に取
り組んできました。小さい頃から機械の分解や組立等に興味があり、機械の点検・整備
関連の仕事への就職を希望しています。第二種電気工事士を独学で取得するなど、目
標を達成するためにどのようにすべきか考え、何事にも前向きに取り組みます。

15 64 大村市 ビルメンテナンス、施設管理 大村市、諫早市
製造業［電子機器］（３２
年）、接客業［国民宿舎・公
園管理］（１０年）

大型自動車、危険物取扱者乙種４類、消防設
備士（乙種１類・乙種４類）、１級ボイラー技士、
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）

　第二種電気工事士の資格取得を目標にしています。他の資格を取得していますが、
関連する職に従事していないため、学び直しと考えて行動しています。職業訓練で得た
知識、資格を仕事に活かしたいと思っています。体力維持のため、ウォーキング、山登
り、自転車、バトミントンをしています。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

16 63 長崎市 公園管理、ビル管理 長崎市

製造業［自動車部品］（２６年
１ｶ月）、自営業（４年６ｶ月）、
接客業（２年３ｶ月）、電車整
備（１年）、配管点検（１年）、
公園管理（７年）

普通自動車、フォークリフト、２級ボイラー技士、
調理師、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、職場においてはチームワークを重視し、コミュニケーションを取り、お互いを尊
重しながら仕事を進めてきました。主に作業手順を決め、チーム内で内容を共有してき
ました。

17 43 長崎市 製造業 長崎市

修繕業（６年６ｶ月）、組立工
（４年９ｶ月）、グラインダー工
（３年５ｶ月）、クレーン玉掛
け職（３年１１ｶ月）

普通自動車（中型）、自動二輪（大型）、玉掛
け、床上操作式クレーン、小型移動式クレーン、
ガス溶接、自由研削といし、クレーン・デリック運
転士、小型車両系建設機械
★取得見込（第二種電気工事士、危険物取扱
者乙種４類）

　製造業こそ、自分に向いている唯一の仕事だと思っています。自分がしている作業が
どのようにすると早くなるか、楽になるかなど、作業効率の向上を考える事が好きで、妻
に「人の話、聞いてないよね。」とよく言われる程、食事や入浴中など度々、仕事の事を
考えていました。

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 33 長崎市 建築・設計アシスタント、建築施
工管理

長崎市、時津
町、長与町

接客業［販売］（１０年）、営
業［広告］（３年３ｶ月）

普通自動車、全商簿記３級、電卓検定１級、
ワープロ実務検定２級、情報処理検定２級、ＣＳ
検定１級（ワープロ）、Ｗｅｂクリエイター能力認
定試験エキスパート
★取得見込（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）

　人に笑顔になってもらう事が大好きです。相手を喜ばせる事に努力は惜しみません。
仕事を通じても、このポリシーを貫いて働きたいと思っております。接客と営業で計１３
年程、働いてまいりましたので、対人スキルに関しては、自信があります。ＤＩＹを通じて
趣味として興味を抱いた”ものづくり”ですが、これからは「好きなこと」＋「スキル」を持っ
て仕事に取り組みたいです。

2 48 南島原市 不動産業、大工 島原市、諫早市
鉄工業（６ｶ月）、塾講師（１
年６ｶ月）、製造業［食品］（１
０年）、ホテル業（９年）

中型自動車、自動二輪（大型）、ガス溶接、小型
車両系建設機械
★取得見込（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、二
級ボイラー技士）

　食品の製造・販売と独学でありますが家具製作を行っておりました。また接客に関して
は長く携わっておりましたので、沢山の事を学びました。趣味で車・バイクの整備を行っ
ております。

3 65 大村市 住宅設備関連
大村市、東彼杵
町、諫早市

事務（１３年）、接客業（１３年
３ｶ月）、製造業［半導体・装
飾品］（１年）、営業［マット・
洗剤］（４年６ｶ月）

普通自動車、秘書検定２級
★取得見込（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）

　何事にも、仕事のやりやすさや人との関わりを大切にして行動しています。効率を重
視して仕事には取り組んでいます。いつも笑顔を心掛けています。

4 39 諫早市 住宅設計、リフォーム業、事務
諫早市、大村
市、長崎市

営業事務［食品卸売］（４年６
ｶ月）、データ入力（６ｶ月）、
製造業［トナーインク・カート
リッジ］（１年）、販売・接客業
［洋菓子］（４年６ｶ月）、税務
補助事務（４年６ｶ月）

普通自動車、全商簿記１級
★取得見込（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、建
築ＣＡＤ検定２級、ＣＳ検定（ワード・エクセル））

　住宅に関する仕事に興味を持ったのは、数年前に中古住宅を購入してからです。古
い建物でリフォーム内容を考えている時に、何も知識がない自分に気付き、住宅に関す
る知識を身につけたいと思い現在訓練中で、それを活かせる仕事をしたいと思っていま
す。趣味で、アクセサリー小物や雑貨造り、ＤＩＹを行っていたため、何かを造り出すとい
う作業が好きです。今までのどの職種もチームで作業・業務することがメインだったた
め、これまでに得たコミュニケーション能力も活かしたいと思います。

●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

5 60 大村市 住宅リフォーム業、住宅設備関
連、電気設備関連

大村市、諫早
市、長崎市、佐
世保市

電力供給設備（４２年）

普通自動車、自動二輪（中型）、第二種電気主
任技術者、危険物取扱者乙種４類、高所作業
車、車両系建設機械（整地等）
★取得見込（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、建
築ＣＡＤ検定３級、建築大工技能士３級）

　木を使って物を作ることに非常に興味があります。職業訓練で身に付けた知識や資格
を仕事の中で活かしていきたいと思います。また、住宅関連の仕事に就くことを希望し
ますが、今まで電気関係の仕事をやってきた経験を活かすことも選択肢の一つとして検
討したいと考えています。予備自衛官の経験により集団行動、仲間と一致団結して協力
する能力が高いと思います。

6 42 長崎市
インテリアコーディネーター、住
宅リフォーム業、ＣＡＤオペレー
ター、不動産業

長崎市、時津
町、長与町、諫
早市

事務・接客業［レジ打ち］（５
年）、販売［薬］（４年）、調理
関係（３年）

普通自動車、調理師、登録販売者
★取得見込（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、建
築ＣＡＤ検定２級、ＣＳ検定（ワード・エクセル））

　子供の頃から物作りが好きで趣味で洋裁・ミニチュアハウス製作などをしていました。
常に興味のあった建築関係に進みたく、ポリテクセンターに入所し訓練中です。今はま
だ専門分野と呼べるものを持ってはいませんが、後々は二級建築士の資格を取得し、
製図からトレースまで出来るようになりたいと思います。また、インテリアコーディネー
ターを取得し、インテリアに関する専門的な知識を基にお客様にアドバイスし、プランニ
ング出来る様な人材になりたいと思います。

7 42 諫早市 住宅リフォーム、新築関連
諫早市、大村
市、雲仙市

インテリアコーディネーター
（９年）、ハウジングアドバイ
ザー（１年）、事務職［総務・
経理］（６年８ｶ月）、住宅営
業［リフォーム・新築］（４年３
ｶ月）、食品小売業［レジ打
ち］（１年）

普通自動車、二級建築士
★取得見込（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、建
築ＣＡＤ検定２級、福祉住環境コーディネー
ター）

　私は、人と接する事が好きで、今まで経験した職種も、接客業がほとんどです。お客
様のニーズや要望、希望等を聞き取り、形にしたり、お客様と一緒に楽しみながら仕事
を進めていく事が出来ます。また、自分が知らない知識や経験は、現場の職人さん達に
教えてもらったり、現場とのコミュニケーションも大事にしています。

8 50 長崎市
住宅関連、キャンピングカー関
連

長崎市、時津
町、長与町

調理師（３３年）

普通自動車、自動二輪（中型）、調理師
★取得見込（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、建
築ＣＡＤ検定２級）

　趣味で物作り、日曜大工、車弄り、整備などをしております。前職までは、人を指導す
る立場で働いており、少しは慣れていると思います。物作りでは、自作で木造のキャン
ピングカーを製作しており、持ち前の行動力で日本を半周してきました。全国どこでも行
きたいと思っております。

9 37 長崎市 住宅リフォーム関連、ＣＡＤオペ
レーター

全国 保育士（１４年４ｶ月）

普通自動車、ＣＳ検定（ワープロ２級・表計算３
級）、保育士、幼稚園教諭２種
★取得見込（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、建
築ＣＡＤ検定２級、福祉住環境コーディネー
ター）

　仕事に取り組む姿勢としまして、好奇心旺盛な性格のため新しいことへのチャレンジ
に対しては、積極的に取り組み努力を惜しみません。前職ではチーム保育という言葉が
ある位、チームワークは不可欠なものだったため年代や性別を問わずコミュニケーショ
ンを取り、共通理解の下、子どもたちが安全に遊び込め、自発的な活動が出来るような
保育を心がけてきました。

10 60 長崎市
インテリアコーディネーター、住
宅リフォーム関連、事務（公的機
関）、職業相談員

長崎市

人事（２年）、資材購買設備
関係（７年）、データ作成（３
年）、取説（１年）、安全衛生
（１７年）、営業［コピー関連］
（７年）、安全運転管理者（５
年）、職業相談員（４年）

普通自動車、宅地建物取引士、管理業務主任
者、ファイナンシャルプランナー２級、キャリアコ
ンサルタント、メンタルヘルスマネジメントⅡ種、
ワークルール検定中級、コーチング、ＩＴパス
ポート、ＭＯＳ　Ｗｏｒｄ（エキスパート）、ＭＯＳ　Ｅ
ｘｃｅｌ（エキスパート）、英検２級、日商簿記２級、
危険物取扱者乙種４類、衛生管理者、作業主
任（特化物・有機溶剤・酸欠・石綿）
★取得見込（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、建
築ＣＡＤ検定２級、インテリアコーディネーター、
第二種電気工事士、２級ボイラー技士）

　私の強みは、環境適応能力があることです。過去に事務系、営業、パソコンを使った
データ作成、人事、安全衛生管理、安全運転管理、幅広く仕事をしてまいりました。どの
仕事も全力で臨み、それなりに成果を上げることができました。今後どのような仕事も対
応していけると自負しております。また種々の資格取得に挑戦してまいりました。チャレ
ンジ精神があると思います。また、自己管理のため、ジョギングとジム通いを続けており
ます。

11 37 諫早市

施工管理（工務店）、住宅リ
フォーム業、接客・販売（ショー
ルーム）、木材製造業、ＣＡＤオ
ペレーター、介護、フォークリフ
ト、倉庫管理

長崎市、諫早
市、大村市、時
津町、長与町

調理師（２年６ｶ月）、接客業
（９年３ｶ月）、製造業［コピー
機・コンバイン・スピーカー］
（１年）、倉庫管理（５ｶ月）、
介護（３年３ｶ月）

普通自動車（ＡＴ）、調理師、ホームヘルパー２
級、フォークリフト
★取得見込（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、建
築ＣＡＤ検定２級、ＣＳ検定（ワード・エクセル）、
中型自動車）

　サービス業が長かった為、自分からお客様に声をかけたりする積極性があります。介
護の現場でも自分からアクションを起こす場面が多く行動力があるため、自身の強みと
なる突破力を活かします。食品工業での経験からチームワークの大切さを学びました。
お客様がより快適にいつ利用しても安心してくつろいで頂ける環境づくりに努めてきまし
た。バイキングにて、人気の無いメニューをただメニュー変更するのではなく抜本的に売
上げＵＰに必要なことは何かをスタッフと話し合いました。その結果、配置変更とＩＨの導
入により売上げを増やすことが出来ました。今後は訓練で身に付けた事と自身の強み
を仕事で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

12 43 川棚町

ＣＡＤオペレーター、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、住宅リフォー
ム業

長崎県、佐賀県
運転手（５年）、事務（６年２ｶ
月）、接客業（５年６ｶ月）

中型自動車（８ｔ）、ＣＳ検定２級（ワープロ・表計
算）、運行管理者（貨物）、サーティファイ（Ｐｈｏｔ
ｏｓｈｏｐ・イラストレーター・Ｗｅｂクリエイター）、
手話検定３級
★取得見込（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、建
築ＣＡＤ検定２級、福祉住環境コーディネー
ター、インテリアコーディネーター）

　私は物事の効率を考え行動します。自宅の改修を行ったり、市販で合わない物があっ
た場合などは、簡単な設計を行いコストを考え自作をしており、家づくり・物づくり関連の
仕事への就職を希望しております。新しい事への挑戦も臆することなく行動し、就業先
でしっかりと活かしていきたいと思っています。

13 40 大村市 ＣＡＤオペレーター、設計アシス
タント

大村市、諫早市
販売員［ケーキ］（９ｶ月）、医
療事務（４ｶ月）、事務［総務］
（２０年３ｶ月）

普通自動車、全商簿記１級、全商ワープロ２
級、全商珠算１級、県商電卓２級
★取得見込（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、建
築ＣＡＤ検定２級）

　私は、小中高と病気で休んだ事はなく、体力にも自信があります。仕事面に関しては、
まじめにコツコツと取り組む事ができます。

14 35 大村市
インテリアコーディネーター、住
宅リフォーム、ＣＡＤアシスタン
ト、空間デザイナー

大村市、長崎市
接客業［飲食］（１０年）、軽
作業（１年８ｶ月）

普通自動車（ＡＴ）、ワープロ３級、ホームヘル
パー２級
★取得見込（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、建
築ＣＡＤ検定３級、インテリアコーディネーター）

　人と人との関わりを何より大事に考えており、コミュニケーションによっても自身の視野
を広げたり、能力向上に繋がると思っています。私自身も好奇心旺盛な所があり、積極
的に関わりをもとうとしています。何事にも前向きに捉え、臆する事なくチャレンジするの
を心情としています。

15 36 長崎市 ＣＡＤオペレーター、設計アシス
タント

長崎市、時津
町、長与町、諫
早市

ＤＴＰオペレーター（５年４ｶ
月）、接客業［携帯］（１０年６
ｶ月）

普通自動車、全商電卓２級、全商簿記（工業簿
記）２級、色彩検定２級、ＣＳ検定２級（ワープ
ロ）
★取得見込（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、建
築ＣＡＤ検定２級、インテリアコーディネーター）

　前職では幅広い年齢層のお客様を対応していたので、人見知りせず人と接することが
できます。また、働く仲間に対してもコミュニケーションを通じて誠実に対応するよう心掛
けてきました。職業訓練で身につけた知識や資格を一日も早く仕事の中で活かしたいと
思います。

16 40 諫早市 製造業、大工、運送業、清掃業
諫早市、長崎
市、大村市

製造業［板金］（２０年２ｶ月）
普通自動車、フォークリフト、金属塗装１級
★取得見込（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、何事にも前向きに挑戦し、困難な事でも最後まで諦めない粘り強い性格です。
前職では、金属塗装や機械加工（タップ・ドリル）等ものづくり関連の仕事をしていまし
た。今まで働く中で、チームワーク・ワークシェア・コミュニケーションを重視して仲間の
大切さ大事さを知り得ています。常にチャレンジ精神で積極的にポジティブに１日を大
事に仕事をしていき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１２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  



 

 

 

当センターでは、年間を通して各種セミナーを計画しております。 

従業員の方々の能力開発・技術力向上にお役立てください。 

●受講申し込みは・・・ 

各コースの締切は、原則として開講の 14 日前とさせていただきます。所定

の申込用紙（ポリテクセンター長崎ＨＰよりダウンロードできます）に記入の

上、ＦＡＸ、郵送、または窓口へのご持参にてお申し込みください。なお、申

込者多数の場合は、定員になり次第締め切らせていただきます。 

 

●受講料の振り込みは・・・ 

開講が決定次第、「能力開発セミナーの開催について」及び「請求書」を送付さ

せていただきます。指定された期日までに、請求書に明記している銀行口座に

お振り込みください。なお、受講料は消費税込であり、振込手数料は申込者負

担とさせていただきます。 

 

●コースの中止及び変更 

受講者が一定の人数に満たない場合は、コースを中止及び変更させていただ

くことがありますので、あらかじめご了承願います。 

 

●お問い合わせ先 

 ポリテクセンター長崎 訓練課 

 ＴＥＬ：0957-22-2324  ＦＡＸ：0957-22-2325 

※ご希望の方には、「能力開発セミナーのご案内（パンフレット）」をお送りさ

せていただきます。 

※セミナー実施の際は、厚生労働省のコロナ感染防止対策に準じて実施します。 

 

能力開発セミナーのご案内 



月
コース

番号

訓練

分野
コース名 日程 実施時間 定員

受講料

(税込み)
QRコード

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 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 18,500¥  

5M111 機械系 ＮＣ旋盤加工技術 11/7(月),8(火)
9:30

　～16:30
10 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 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 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 9,500¥    

5M052 機械系 精密測定技術 11/17(木),18(金)
9:30

　～16:30
10 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 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 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 11,500¥  

11月

12月

令和4年

11～12月

令
和
4
年
度

能力開発セミナー

コースガイド
在職者訓練のご案内

https://www3.jeed.go.jp/nagasaki/poly/zaishoku/2022/B102-008-B.html
https://www3.jeed.go.jp/nagasaki/poly/zaishoku/2022/C102-006-A-2.html
https://www3.jeed.go.jp/nagasaki/poly/zaishoku/2022/B102-009-B.html
https://www3.jeed.go.jp/nagasaki/poly/zaishoku/2022/B202-031-A.html
https://www3.jeed.go.jp/nagasaki/poly/zaishoku/2022/C102-003-A.html
https://www3.jeed.go.jp/nagasaki/poly/zaishoku/2022/A804-002-A.html
https://www3.jeed.go.jp/nagasaki/poly/zaishoku/2022/D101-001-A-2.html
https://www3.jeed.go.jp/nagasaki/poly/zaishoku/2022/X102-001-A.html
https://www3.jeed.go.jp/nagasaki/poly/zaishoku/2022/C203-001-A.html
https://www3.jeed.go.jp/nagasaki/poly/zaishoku/2022/X102-004-A.html
https://www3.jeed.go.jp/nagasaki/poly/zaishoku/2022/B102-008-B.html
https://www3.jeed.go.jp/nagasaki/poly/zaishoku/2022/C102-006-A-2.html
https://www3.jeed.go.jp/nagasaki/poly/zaishoku/2022/B102-009-B.html
https://www3.jeed.go.jp/nagasaki/poly/zaishoku/2022/B202-031-A.html
https://www3.jeed.go.jp/nagasaki/poly/zaishoku/2022/C102-003-A.html
https://www3.jeed.go.jp/nagasaki/poly/zaishoku/2022/A804-002-A.html
https://www3.jeed.go.jp/nagasaki/poly/zaishoku/2022/D101-001-A-2.html
https://www3.jeed.go.jp/nagasaki/poly/zaishoku/2022/X102-001-A.html
https://www3.jeed.go.jp/nagasaki/poly/zaishoku/2022/C203-001-A.html
https://www3.jeed.go.jp/nagasaki/poly/zaishoku/2022/X102-004-A.html
https://www3.jeed.go.jp/nagasaki/poly/zaishoku/index.html


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


