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

HP版

令和５年３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

　８名

　３名

１３名

２４名

１４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１０月４日～３月２９日（６ヶ月間）
　　　　　　　　 一部の訓練生は、令和４年９月２日～２９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 31 大村市
ＣＡＤオペレーター、ＮＣ旋盤加
工

長崎市、大村市、
諫早市

ＣＡＤオペレーター（１年６ｶ
月）

普通自動車（ＡＴ）、英検２級、第二種電気工事
士
★取得見込（ＣＡＤ利用技術者２級）

　私は、英語検定２級を高校在学中に取得し、英語を使った仕事に就きたいと考え
ていた為、海外へ語学留学に行ける制度のある会社へ入社し、ＣＡＤオペレーター
（計装工事設計関係）、火力発電所の遠隔監視（運転・停止等）に携わりました。
チャレンジ精神を忘れず、業務内容の異なる部署異動に柔軟に対応し、様々な業
務に取り組んで来ました。

2 34 雲仙市
ＣＡＤオペレーター、工作機械オ
ペレーター、ＮＣ旋盤加工、ＮＣ
マシニング加工

諫早市、大村市、
雲仙市

接客業（１年３ｶ月）、飲食業
（９ｶ月）、製造業［自動車］
（７年４ｶ月）、製造業［化学製
品］（５年７ｶ月）

普通自動車
★取得見込（ＣＡＤ利用技術者２級）

　私は目標に向かってコツコツと取り組むことができます。細かい作業が得意で、前
職同様、製造関係の仕事への就職を希望しています。また、接客業に携わってい
たこともあります。従業員やまわりの方とのコミュニケーションを積極的に取るよう
心掛けていました。前職では、管理職に就いており、納期、進捗管理など先を見据
えて動くよう努力していました。次の職場では職業訓練で身に付けた知識を活かせ
るように頑張りたいと思います。

3 23 諫早市
ＣＡＤ・ＣＡＭペレーター、検査
員、品質管理

諫早市、大村市、
長崎市、時津町、
長与町

溶接工（３年４ｶ月）

普通自動車（ＡＴ）、ガス溶接、アーク溶接、玉掛
け、自由研削といし、床上操作式クレーン、産業
用ロボット特別教育、フォークリフト、ＪＩＳ溶接検
定（ＳＡ－２Ｆ・ＴＮ－Ｆ）
★取得見込（ＣＡＤ利用技術者２級）

　私の強みは新しいことに臆せず挑戦できることです。新しい知識を得ること、経験
をすることに意欲的で、前職でも導入したばかりの機械作業に従事していました。
学生の頃から工業製品のモノづくりへの憧れがあり、機械加工、金属加工系の会
社への就職を希望しています。職業訓練で身に付けた知識はもちろん、前職での
経験も活かして貢献したいと思っています。

5 35 大村市
ＣＡＤオペレーター、工作機械オ
ペレーター

大村市、諫早市
接客業（２年１１ｶ月）、介護
（９年３ｶ月）

普通自動車、介護福祉士、認知症介護実践者
研修、実践リーダー研修
★取得見込（ＣＡＤ利用技術者２級）

　私は、前職で約９年間程、介護の仕事に従事してきました。その中で様々な利用
者の方に合わせたコミュニケーションを取ってきました。また、業務改善を通して自
分がどう考えるのか、他の職員がどう考えているのか、どうしたいのかを話し合い
まとめてきました。その為、コミュニケーション能力には自信があります。新しい事に
挑戦したく、その中で普段私達が利用しているものにも、様々な技術が取り入れら
れている事を知り興味が湧きました。積極的に資格取得を目指し、スキルアップを
図ると共にできる事の幅を広げ企業に貢献したいと思います。

6 25 長崎市 ＣＡＤオペレーター 長崎市 設計業務（３ｶ月）
普通自動車
★取得見込（ＣＡＤ利用技術者２級）

　私は学生時代から地道に物事に取り組み続けて来ました。小学校から大学まで
部活動のサッカーに打ち込み、継続する事が生み出す力の大きさを学びました。ま
た、大学時にはドライブサークルに所属し、活動を行う際の計画、実行の過程を経
て、物事を順序立てて、考える計画性や俯瞰的にとらえる力を身につけることがで
きました。これらの経験を通して、訓練で身につけた知識を仕事に活かしたいと考
えています。

7 31 長崎市 ＣＡＤオペレーター、工作機械オ
ペレーター、図面作成業務関係

長崎市
製造業［列車空調関係］（７
年４ｶ月）、営業［医療関係］
（４年８ｶ月）

普通自動車、危険物取扱者乙種４類、英検３級
★取得見込（ＣＡＤ利用技術者２級）

　前職では製造職と営業職を経験しており、製造職では主に機器の組立作業や配
線等の圧着作業、ＰＣでの作業手順書作成等の業務に従事しており、営業職では、
医療品購入に関してのマネジメントやパートスタッフの管理、Ｅｘｃｅｌ等を使用した資
料作成等の業務に従事しておりました。これらの経験を活かして、明るく元気に業
務に取り組めるよう頑張りたいと思っております。また、社外活動等にも積極的に参
加し、親睦を深め早く輪に入れるようにも努力したいと思っています。

8 39 諫早市 ＣＡＤオペレーター、品質管理、
製品設計

長崎市、諫早市、
大村市、雲仙市

製造業［自動車部品］（１０年
１ｶ月）、研究開発（６年）、設
計（４年）

普通自動車、自由研削といし
★取得見込（ＣＡＤ利用技術者２級）

　私は一つのことに集中して取り組むことが得意です。材料に興味を持ち、ものづく
りに関わる仕事への就職を希望しています。前職では製品の実験や研究調査、設
計等を行っていました。この経験を活かして良い物を作る事に関わりたいです。職
業訓練でものづくりに関する知識を増やし、仕事に活かしたいと思っています。

●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

9 43 大村市 営業、購買（資材）
※対外的な関りを持てる仕事

日本国内（どこで
も可）、海外（英語
圏）

営業職［特殊鋼・金型・治具・
付帯設備・金属３Ｄプリンタ
造形品などの販売・それに
関わる提案・解決など］（２０
年）、営業補佐（４年）、土木
作業（３ｶ月）

普通自動車（中型８ｔ）、特殊鋼販売技師（１、２、
３級）、玉掛け、フォークリフト（１ｔ未満・１ｔ以
上）、クレーン（５ｔ未満）、小型車両系建設機械
（整地３ｔ未満）、日商簿記３級
★取得見込（ＣＡＤ利用技術者２級、日商簿記２
級、ＭＯＳ-Ｅｘｃｅｌ・ＭＯＳ-Ｗｏｒｄ・ＭＯＳ-Power
Ｐｏｉｎｔ（いずれも一般レベル）、３級ＦＰ技能士、Ｉ
ＥＬＴＳ）

　常に考えること、前向きであること、明るくいること、できる限りの準備をすること、
手間をおしまないこと、何より健康であること、わたくしにとってこれは仕事に限らず
大事なことだと思ってこれまで生きてきました。できないこと・わからないことは恥で
はなく喜び・成長できるチャンスであり、成長は年齢を重ねても青天井、これで良い
ということはないと思っていますので、新天地がどこであっても、誰とであってもそれ
を忘れず生きていく所存です。能動的なお仕事、人と関わるお仕事がわたくしの性
格的には合っていると思いますが、まだ見ぬ知らぬ自分に出会ってみたい気持ちも
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 38 島原市 溶接工、製造業、設備管理
島原市、南島原
市、雲仙市、諫早
市

接客業（５年）、製造業［半導
体］（６年）、土木（１年６ｶ
月）、配達（１年）、農業（３
年）

中型自動車、自動二輪（大型）、フォークリフト、
ガス溶接、自由研削といし、小型車両系建設機
械、危険物取扱者乙種４類、２級ボイラー技士、
第二種電気工事士、フルハーネス、火薬類取扱
保安責任者乙種、普通旋盤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、消防設備士乙種４類）

　資格を身に付けることで就職につながると思い、ポリテクセンターにて訓練を受講
しています。ポリテクセンターで身に付けた知識や技術を仕事で活かしたいと思っ
ています。デスクワークよりも実際に手や体を動かし、物を作ることが好きで、自分
の作った物が人の役に立ち、使われている事にやりがいを感じるため、製造関連
の仕事への就職を希望しています。

2 47 長崎市 製造業、溶接工、製缶業
長崎市、時津町、
長与町

営業[配置販売員]（１８年）

普通自動車、全商情報処理２級、全商ワープロ
実務検定３級、登録販売者、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
★取得見込（アーク溶接、ＪＩＳ溶接検定（ＳＡ－
２Ｆ））

　私は営業に１８年以上携わって参りましたので、忍耐力と協調性は鍛えられてい
ると自負しています。絵を描いたり、料理をしたりと創造する事が大好きで、製造の
世界は自分に合っていると感じています。職業訓練で指導を受けていると未経験な
分、翌日には自分の知識・技術が増えていると実感できますので、この経験を積み
重ねて一日でも早く仕事の中で活かしていきます。４７歳という年齢ではありますが
その分、身に付けたものも多いです。２０年、３０年は働ける様に頑張ります。

3 45 南島原市
クレーンオペレーター、溶接工、
製缶工

九州

飲食業（１６年８ｶ月）、漁協
職員（３年２ｶ月）、半導体製
造（１年）、クレーンオペレー
ター（５ｶ月）、交通誘導（６ｶ
月）

普通自動車、フォークリフト、玉掛け、大型特殊
自動車、移動式クレーン、二級配管技能士、日
商簿記２級、電卓１級、小型車両系建設機械、
ガス溶接、アーク溶接、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
★取得見込（車両系建設機械（整地・運搬・積込
み用及び掘削用・基礎工事））

　私は、規律と協調性を重んじます。規律と協調性があって仕事が成り立つと思い
ます。これからの訓練で苦手な事にもチャレンジし、スキルアップして最後の就職先
で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 58 長崎市 機械・電気機器の組立 長崎市
郵便物等の集配及び営業
（３２年）

普通自動車、自動二輪（中型）、大型特殊自動
車、けん引、１級小型船舶、小型車両系建設機
械
★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、転勤がある職業をしてきましたので、人とのコミュニケーションを大切に又、
班での行動のため、チームワークに心掛けてきました。訓練で知識・技能を身に付
け、自分の好きな物づくりに進み、第二の人生を楽しんでいきたいと思っています。

●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 36 諫早市 電気設備関係、事務職 諫早市
接客業（１３年）、白蟻駆除
（１年１０ｶ月）

普通自動車、基本情報技術者
★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）

　仕事に対し真面目で、１度始めた事を途中で投げ出すようなことはしません。趣味
がプラモデルの製作で手先が器用です。この器用さが仕事に活かせればと考えて
います。接客業が長かった為、お客様の対応もできます。高校が情報処理科でパ
ソコンも日常的に使用しており、ワード・エクセルも扱えます。

3 32 諫早市 電気工事士、電気機器製造業
長崎市、諫早市、
大村市

販売・接客業（１１年１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、消防
設備士乙種４類）

　私は、プラモデル作りなどの細かな作業が得意で、手先が器用なところが強みで
す。作業時間から逆算して、時間内に作業を終えるように内容や順番を考えること
が得意です。就職後も職務に必要な知識や資格を修得し、スキルアップに励みた
いと思っています。職業訓練でのグループワークで学んだ、チームワークの大切さ
やコミュニケーション能力を仕事の中で活かしていきたいと思っています。

4 51 長崎市 電気工事士、設備関係 長崎市
設備工事積算（２４年）、建築
積算（２年２ｶ月）、設備設計
（２ｶ月）

１級管工事施工管理技士、Ｊａｖａプログラミング
能力認定試験２級・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、第二種電気工事士）

　設備関係の仕事に長年、従事しており、電工関連でも活かせると思います。大学
時代、サイクリング部に入っており、全国を自転車で廻っていたため、ちょっとや
そっとではくじけません。人を大切に考えており、少しですがユニセフなどに献金し
ております。

5 35 長崎市 製造業、選別作業 長崎市

接客業（７年６ｶ月）、製造業
[カメラ・液晶]（１年８ｶ月）、リ
サイクル選別作業（８年）、軽
作業塗装（１ｶ月）

大型自動車、車両系建設機械(掘削用）、フォー
クリフト、小型移動式クレーン、玉掛け
★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）

　どのような事でも、「一度はやってみないと分からない」と思い、挑戦してみる性格
です。苦手があっても、仲間と助け合って自分ができる事などでフォローし合える仕
事をしてきました。自分にできる事を精一杯やっていきたいと思います。

6 29 時津町 電気工事士
長崎市、諫早市、
時津町、長与町

介護職（１０年４ｶ月）

普通自動車、ワープロ検定３級、情報処理２級、
全商簿記２級、実務者研修
★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、分からない所があれば、納得するまで考えて行動します。技術や知識を覚
え、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、スタッフ同士で情
報共有し、コミュニケーションのやりとりに心掛けてきました。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っています。

7 33 諫早市 電気工事士、電気工事関連 諫早市
製造業[自動車]（７年）、自動
販売機設置業（６年１１ｶ月）

中型自動車、自動二輪（中型）、玉掛け、小型移
動式クレーン
★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）

　目標を達成するためにどのようにするべきか考え行動し、何事にも前向きに挑戦
し、何事にも諦めない粘り強い性格です。今まで勤めて経験してきたコミュニケー
ションやチームワーク、お客様に対する想いなどを仕事の中で活かしていきたいと
思っています。また、職業訓練で身に付けた知識や技能を１人でも多くの人の役に
立てるように、１日でも早く発揮したいと思っています。

8 44 島原市 消防設備、電気工事、電気設備
関連、運転手、非破壊検査

島原市、南島原
市、雲仙市

鉄道業（２６年３ｶ月）

大型自動車、フォークリフト、玉掛け、有機溶剤
作業主任者、危険物取扱者乙種４類、非破壊検
査技術者浸透探傷試験レベル１、研削といし、
アーク溶接、工事担任者（アナログ３種）
★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、消防設備士乙種４類）

　長年、鉄道の整備で電気を担当していました。作業は数人でしていたため、チー
ムワークの大切さや優先順位の付け方などを身に付けることができました。現在、
工業高校と前職で学んだ事をポリテクセンターでより専門的に学んでいます。ま
た、消防設備士の資格取得も目指しています。
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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

9 46 南島原市 電気工事士
島原市、南島原
市、雲仙市、諫早
市

介護士（１５年４ｶ月）、ガソリ
ンスタンドスタッフ（５年１０ｶ
月）

普通自動車、介護福祉士、介護支援専門員
★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）

　私は何事も前向きに挑戦し、粘り強く継続することができる性格です。チームとし
てもコミュニケーションを大切にし、誠実に対応するように心掛けてきました。職業
訓練で身に付けた知識や資格を早く仕事で活かしたいと思っています。

10 36 諫早市 住宅関係、電気工事士
長崎市、諫早市、
大村市

営業[住宅]（１４年６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）

　長い間、人と接する仕事をしていたこともあり、コミュニケーション能力に長けてい
ます。相手に対し、構えさせずに対応することができ、社内・社外問わずに円滑に
業務を遂行することができます。

11 39 諫早市 電気工事士、電気機器製造業
長崎市、諫早市、
長与町、時津町

飲食業（６年）、接客業（３
年）、製造業[自動車]（１年３
ｶ月）、製造業[精密機器]（１
年）、倉庫業（１０年７ｶ月）

普通自動車、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）

　私は東日本大震災で計画停電を経験して、電気の重要性を改めて思い知り電気
に興味を持ちました。また、資格のための勉強をしていた時には、ますます電気に
ついて知りたいと思うようになりました。前職では現場のリーダーを任され、作業を
円滑に進める為にコミュニケーションの部分で誠実に対応するように心掛けてきま
した。これまでの経験や職業訓練で身に付けた知識を活かし、積極的に仕事を覚
えて戦力になれるように日々努力をしていきたいと考えております。

12 22 大村市 電気工事士、制御盤組立工 大村市、諫早市
施工管理[電気工事]（３年３ｶ
月）

普通自動車、自動二輪（中型）、低圧電気取扱
者、高圧・特別高圧電気取扱者、第二種電気工
事士、第一種電気工事士、墜落制止用器具を
用いて行う作業に係る特別教育、アーク溶接、
玉掛け、自由研削といし

　私の強みは対応力です。前職では、お客様の気持ちや立場に立ち、どのようにす
れば満足頂けるかを常に考え行動しており、追加工事や突発で出た工事などが
多々あり、工事責任者の補助として工事責任者と連携を取り、お客様の希望を的
確に捉え臨機応変に対応しました。この強みを活かして、それぞれの状況に合わ
せ、柔軟に対応し、より幅広い業務に対応できる様に努力していきたいと思ってい
ます。

13 34 長崎市
電気機器製造業、修理業、電気
工事

全国

美容師（３年）、営業[新聞]
（１年６ｶ月）、飲食業（５年５ｶ
月）、環境保全業務（１年５ｶ
月）、飲食業自営（１年）、ソ
フトウェア点検（１年２ｶ月）

普通自動車、美容師
★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）

　多くの職種を経験してきましたが、臨機応変さと人の間でのコミュニケーション力
を評価して頂ける事が多かったため自信を持っています。また、自分でもチームで
目標を目指す事にやりがいを感じるタイプだと認識しています。職業訓練を通じて
学んだ力を仕事で活かし、伸ばしていき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 49 長崎市
消防設備、ビルメンテナンス、ド
ローン関連

長崎市
内燃機関分解点検整備（１２
年１０ｶ月）、音響照明（５年２
ｶ月）

普通自動車、自動二輪（中型）、床上操作式ク
レーン、フォークリフト、ガス溶接、玉掛け、小型
車両系建設機械
★取得見込（消防設備士乙種４類）

　手先が器用で朝に強いです。これ迄勤めた会社では無遅刻・無欠勤です。あたり
前の事を真面目に取り組みます。

2 19 雲仙市 水道工事業、管工事、電気工事 諫早市、大村市 製造業［食品］（１年２ｶ月）
普通自動車、小型車両系建設機械
★取得見込（ガス溶接、消防設備士乙種４類）

　私は、どんな仕事にも最後まで責任感を持ち、周りを見て行動することができま
す。以前私は、製造業に勤めていました。私は人を見るくせがあり、今この人が何
を欲しがっているかなどを考え判断し行動していました。そのおかげで１年余りしか
在職していなかったけれど、仕事を任されるようになり、リーダーとなって働いてい
ました。

●設備管理科

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

3 35 諫早市
電気工事業、ビルメンテナンス、
ビル空調設備

諫早市
接客業（１１年）、製造業［自
動車］（８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）

　私は、何事にも前向きに挑戦し、困難な事でも諦めない粘り強い性格です。小さ
い頃から機械物を弄ったりするのが好きで手先が器用です。前職では様々なマシ
ンの修理を行っていました。この器用さを活かせる仕事への就職を希望していま
す。前職においても共に働く仲間に対して、コミュニケーションの部分で誠実に対応
するよう心掛けてきました。職業訓練で身に付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っています。

4 44 長崎市 ビルメンテナンス
長崎市、諫早市、
時津町、長与町

運転手（１８年）、接客業（１８
年）、営業［水道・ガス商品販
売］（２０年）

普通自動車（中型８ｔ）、小型車両系建設機械
★取得見込（ガス溶接）

　ビル管理の仕事に興味を持ち、第二種電気工事士の資格取得に努力中です。こ
れまで水道関連の職種にしか従事したことがなかった為、大変な部分もあります
が、目標を決めたらそれに向かって諦めずに、頑張れることが私の強みだと思って
います。これからも、その強みを活かし、２級ボイラー技士などの資格にも挑戦し、
目標達成したいと考えております。またそれを仕事の中で活かしたいと思っていま
す。

5 41 諫早市
施設管理（ボイラー施設、焼却
場、火葬場、浄化センター）

諫早市、大村市、
雲仙市、佐賀県
（鹿島市・太良町）

造園業（３年）、鉄筋工（５年
４ｶ月）、製造業［定置網・養
殖係留施設の製造及び設置
作業・ロープ加工］（１１年５ｶ
月）、陸上自衛隊（２年）

大型自動車、自動二輪（大型）、大型特殊自動
車、小型車両系建設機械、フォークリフト、甲種
防火管理、普通救命講習１、玉掛け、小型移動
式クレーン、一級小型船舶、掦貨装置、巻上げ
機、床上操作式クレーン
★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、第三種冷凍機械責任者）

　私は、幼少期から武道をしており、精神面・肉体面と共に、自衛官時代も含め鍛
えられているので、困難な事にもめげず、粘り強い性格です。東日本大震災や豪雨
などの災害派遣に行き、隊員一丸となって行方不明者の捜索をし、仲間との絆を深
めて来たため、コミュニケーション面では、チームワークを大切にできると思ってい
ます。今後は、今までの経験と職業訓練で体得した技術を活かしたいと思っていま
す。

6 52 長崎市 ビルメンテナンス、設備管理
長崎市、時津町、
長与町

製造業［造船］（１６年）、編集
（４年）

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、消防設備士乙種４類）

　仕事には責任感を持って真面目に取り組みます。手先は器用な方で、丁寧で正
確な仕事を心がけてきました。また、新しいことを学ぶのは好きであり、理解力・応
用力もあると思います。これまでの経験と職業訓練で学んだ新しい知識・技術を活
かせるよう頑張りたいと思います。

7 41 長崎市 配管、給排水設備、空調設備
長崎市、長与町、
時津町

製造業［食品］（１９年５ｶ月）

普通自動車、自動二輪（ＡＴ中型）、管理栄養
士、第一種衛生管理者、食品衛生責任者、食品
衛生管理者、中級食品表示診断士、日商簿記３
級、農業簿記３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）

　私は、目標を達成するために余裕をもって早めに行動し、コツコツ努力を重ねるタ
イプです。前職では食品工場の衛生及び品質管理の責任者をしており、製造工程
の管理、文書作成、従業員教育を担当していました。職業訓練で身に付けたスキ
ルを活かし、会社のため、世のため、人のためになる仕事をしたいと思っています。
就職後も、仕事に必要な知識・技術の修得のため精進していきます。

8 44 長崎市 ビルメンテナンス、設備管理 長崎市
接客業（４年１１ｶ月）、飲食
業（１３年８ｶ月）

宅地建物取引士、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、２級ボイラー技士、消防
設備士乙種４類、第三種冷凍機械責任者）

　何事にも妥協せず丁寧に取り組む性格です。前職で設備管理の方と接すること
が多く、その仕事内容を見聞きしたことで、ビルメンテナンス業に強く興味を抱き就
職を希望するようになりました。職業訓練でビルメンテナンスに関する知識や技術
を学び現場で活かしたいと思っています。

9 45 大村市 施設管理、設備保全、設備関係
大村市、諫早市、
長崎市

営業［住宅関係］（４年）、営
業［オフィス機器］（２年）、販
売［自動車］（７年）、半導体
オペレーター（５年）、施設管
理（９年）

普通自動車、一級配管技能士、第二種電気工
事士、水道施設管理技士（３級）、小型車両系建
設機械、ガス溶接
★取得見込（危険物取扱者乙種４類、消防設備
士乙種４類）

　私は、幼少期より剣道をしており、今でも休日は、出身校、出身道場に仲間達と出
向き、小・中学生や後輩の指導にあたっています。今までの仕事の中でも自分の
チームをもたせて頂いたり、店舗をまかせて頂いたりして、数々のトラブルをチーム
でのりこえたり、数々の目標をチームで達成してきました。その為、コミュニケーショ
ン能力だけでなく、困難に立ち向う力、諦めない粘り強い性格も２０～３０代のときよ
り、成長していると思っています。現在、職業訓練で身に付けた新しい知識や新しく
取得した資格を一日も早く仕事の中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

10 20 諫早市 設備関連 長崎県 公務員［県職員］（１年４ｶ月）

危険物取扱者乙種（１～６類）、小型車両系建設
機械、測量士補、二級土木施工管理、漢字検定
準２級、英検３級
★取得見込（ガス溶接、二級配管技能士、消防
設備士乙種４類）

　自分の強みは、行動力がある所です。しっかり自分の意見を持った上で行動し、
自分の意見を相手に伝えることができます。また、フットワークの軽さにも自信があ
ります。

11 65 長崎市 電気工事業
長崎市、長与町、
時津町

債権管理　［クレジット会社］
（４２年１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）

　私は定年後再雇用嘱託社員として６５歳まで勤務し退職しました。在職中社会人
としていろいろな経験を積みました。再雇用の継続の道もありましたが、成果が形と
して見て取れる違う仕事がしてみたいと思い退職することにしました。職業訓練で
一つでも多くの知識や技能を修得するとともに、資格を取得し仕事に活かしたいと
思っています。

12 57 長崎市 ビルメンテナンス、ビル空調設備 長崎市
システムエンジニア（３３年３
ｶ月）

普通自動車、銀行検定資格（法務・財務・税務）
３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、消防設備士乙種４類）

　私は、目標を達成するためにどのようにするべきかを考えて行動します。何事に
も前向きに挑戦し、困難な事でも諦めない粘り強い性格です。職業訓練で身に付け
た知識や資格を一日も早く、仕事の中で活かしたいと思っています。

13 56 諫早市
ビルメンテナンス、ビル空調設
備、住宅リフォーム、電気工事
業

諫早市、長崎市、
大村市

電気工事士［弱電系］（２７
年）

普通自動車、玉掛け、巻上げ運転、石綿取扱い
作業、小型車両系建設機械
★取得見込（ガス溶接）

　今までの知識・経験と職業訓練で身に付けた技術・技能や資格を仕事の中で活
かしたいです。前職においてもチームワークでの作業等、重視してきました。働く仲
間に対しても、コミュニケーションの部分で誠実に対応するよう心掛けてきました。

14 45 長崎市 ビル設備管理、施設維持管理 長崎市、諫早市
運転手（１８年）、作業助手
［ゴミ収集］（５年６ｶ月）、大
工見習（２年６ｶ月）

大型自動車、自動二輪（中型）、フォークリフト、
玉掛け、小型移動式クレーン、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、第二種電気工事士、２
級ボイラー技士、消防設備士乙種４類）

　地道にコツコツと作業を責任持っておこなえます。型にとらわれず新しい事に挑戦
するチャレンジ精神をもっています。

15 43 大村市 空調管理、電気工事、管工事

大村市、諫早市、
東彼杵町、長与
町、時津町、長崎
市、雲仙市

インターネットサービスプロ
バイダー（１年２ｶ月）、金融
業（５年６ｶ月）、営業・販売
［ネット回線・ＩＳＰ］（９ｶ月）、
飲食店［ネットカフェ］（４年１
１ｶ月）

普通自動車、自動二輪（中型）、証券外務員２
種、金融先物取引業務外務員、Ｗｅｂクリエイ
ター能力認定試験エキスパート（ＸＨＴＭＬ１．
０）、小型車両系建設機械
★取得見込（ガス溶接）

　コツコツ地道に作業する事が好きで長時間の単純作業でも苦になりません。これ
までの仕事では未経験から始めることが多く、一からの挑戦でしたが時間はかかっ
ても、上司に認められリーダーやディレクター、スーパーバイザーに抜擢され貴重
な経験をさせていただきました。サービス業の経験が長いためお客様の気持ちに
そった仕事ができると思います。

16 37 長崎市 設備関連 全国

製造業［電子機器］（７年５ｶ
月）、製造業［医療機器］（５
年８ｶ月）、製造業［トラック］
（６ｶ月）、印刷関係（３ｶ月）

普通自動車、全商簿記１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、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）

　一日中、同じ作業ができます。自分の能力、作業担当工程の条件、残り時間、周
囲の生産状況などからその日の生産の進捗状況の把握ができます。トラブルが発
生するという前提で仕事をするため、ある程度は臨機応変に対応はできます。無理
なことははっきりできないということができます。
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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

17 26 長与町

管工事、ビルメンテナンス、ビル
空調設備、住宅リフォーム、電
気工事業、工場労務作業、製
造、修理、保全、検査、運輸（運
転）、配送、軽作業、消防設備点
検業務

長崎市、諫早市、
時津町、長与町

リサイクル業（１年５ｶ月）

中型自動車、第二種電気工事士、第一種電気
工事士（試験合格）、ガス溶接、玉掛け、自由研
削といし、低圧電気取扱者、介護初任者研修、
小型車両系建設機械

　私は体を動かすことがとても大好きで、前職のリサイクル業者では現場の仕事を
主に携わってきました。また、仕事後はラグビーや格闘技にも通い、体を鍛えて現
在も大会の参加などもさせていただいています。現場の仕事は朝早いともよく聞い
ており、私は朝が苦手でそれを克服するために、土日祝日は朝６時出勤の日雇い
のバイトに行き、夜は練習にも行きの一日を過ごしています。以上のように私は体
を動かすことが好きなため、現場の仕事、軽作業、点検などの業務を希望します。

18 20 大村市 水道工事業、管工事 大村市 航空自衛隊（１年３ｶ月）
大型自動車、小型車両系建設機械
★取得見込（ガス溶接、二級配管技能士）

　私は、小学１年生から高校３年生までサッカーをしていました。１２年間サッカーを
続けていたため継続力はあり、前職も航空自衛隊に従事していた為、コミュニケー
ション能力や忍耐力はあると思います。職業訓練でたくさんの内容を吸収して、知
識や資格を一つでも多く取得し、次の仕事に活かしたいと思っています。

19 35 長崎市 ビルメンテナンス関連 長崎市
棚卸業（２年３ｶ月）、配送業
（２年６ｶ月）、調査業（７年９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、消
防設備士乙種４類）

　複数名で常に働く仕事をしていた為、周りを見ながら働くという連携を学びました。
様々な年代の人と接することが多かったため雑談力も学べました。

20 41 長崎市 ビルメンテナンス
長崎市、長与町、
時津町

サービス業［小売］（９年６ｶ
月）、塗装業（４年１ｶ月）、小
売業（３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、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）

　学生時代からＰＣを使い始め、前職の影響もありますが、自作ＰＣの組み立てやメ
ンテナンスも自身で行っており、そういう面も活かすことの出来る仕事への就職を
考えております。

21 32 長崎市 空調設備、管工事、電気工事業 長崎市
建設業［足場］（３年）、建設
業［土木］（３年）、船舶・海運
業（１０年）

普通自動車、自動二輪（大型）、玉掛け、一級小
型船舶、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、２級ボ
イラー技士、消防設備士乙種４類、第三種冷凍
機械責任者、小型移動式クレーン、大型自動
車、大型特殊自動車）

　私は、一番大切にしているのはコミュニケーション能力だと思っています。人との
かかわりを大切にし、自分と自分にかかわる人達が、共に成長していきたいと考え
ております。自分の限界を決めることなく、知識、経験を伸ばし、活かしていきたい
と思います。

22 30 諫早市 ビルメンテナンス、消防設備 諫早市、大村市
製造業［自動車］（１０年４ｶ
月）、倉庫作業員（３ｶ月）

普通自動車、フォークリフト、小型車両系建設機
械
★取得見込（ガス溶接、消防設備士乙種４類）

　私は、一つ一つ確実に目標を達成していきたい性格です。その為にはチームワー
クが大切だと思っており、一緒に働く人達とのコミュニケーションをしっかりとり、自
分の意志を伝え、相手の思いをうけとり円滑に物事を進めていける様心掛けて行
動しています。

23 33 長崎市 管工事、空調設備、電気工事業
長崎市、時津町、
長与町

飲食業（４年）
普通自動車（ＡＴ）、小型車両系建設機械
★取得見込（ガス溶接）

　私は何事にも一生懸命に取り組みます。コミュニケーションを大事にし、アドバイ
スや注意された事に対して、自分なりに改善できるように精一杯頑張ります。
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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

24 64 長与町 設備管理（浄水場・寮・マンショ
ン等）

長与町、長崎市、
時津町、諫早市

システムエンジニア（４１年）

普通自動車、ＩＴパスポート試験、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）

　私は、システムエンジニアとして主にオフィスコンピューターを使用した企業向け
業務システムの開発に携わってまいりました。俯瞰的に全体の事象を捉え責任感
を持って対応する力は、システム設計や障害解析を行ってきたことで培われたもの
です。コミュニケーションをとる際は相手の状況も理解したうえで、上下関係や年齢
差に拘らず、分け隔てなく対応するよう心掛けています。また、特に下級者に対して
は育って欲しいという思いを常に持って接しています。性格は、真面目で面倒見が
良いと思います。

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 62 長崎市 住宅リフォーム業 長崎市 金融業（３５年９ｶ月）

普通自動車、証券アナリスト、ＤＣプランナー１
級、ファイナンシャルプランナー２級、日商簿記２
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、インテリアコー
ディネーター）

　これまでの業務では、十分な情報収集・分析を行った上で、適切な判断と行動を
する能力を身に付けてきました。チームワークが必要な場合では、チームメンバー
と円滑なコミュニケーションを取りつつ、チームメンバー各々の役割を理解した上
で、目標達成に向けたマネジメントも行える能力もあります。営業面に於いては、顧
客のニーズを十分理解した上でコンサルティングセールスを行うスキルもあります。
ポリテクセンターで修得したスキルも加え、より人々に身近な住宅関連業界での就
業を希望します。

3 53 長崎市
ＣＡＤオペレーター、インテリア
コーディネーター

長崎市、諫早市

常勤講師［水産高校］（６
年）、教諭［水産高校］（１８
年）、事務・指導主事（２年）、
事務（３年）

普通自動車、自動二輪（小型）、１級小型船舶、
高校教諭（理科・水産）、ワープロ検定２級、海
上特殊無線技士、危険物取扱者乙種４類、ＩＳＯ
９００１内部監査員、船舶保安管理者、船舶保安
統括者、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、色彩検
定３級
★取得見込（建築CAD検定２級、ＣＳ検定（ワー
ド・エクセル））

　実家が輸入家具や木材を取り扱っていたためか、インテリア等に幼い頃から関心
があります。現存するものをアレンジすることや伝えられたイメージを形にする作業
が好きです。教職や農政局データ審査等、相手の納得いく内容となるまで、改変作
業を行うことに特に喜びを感じていました。水産高校勤務時より興味のあったＣＡＤ
や、より専門性の高いＢＩＭをきちんと学びたく、ポリテクセンターに通っています。
是非、この修得した技術と持ち前の特性を活かした職業に就きたいと思っていま
す。

4 65 諫早市 住宅リフォーム 長崎県 美容一般（４６年）
普通自動車、美容師、管理美容、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

　前職とは全く違う仕事ですが、何事もまじめにコツコツと努力をする性分の為、今
回の機会により技術を学び、これから必要となるパソコン力もしっかり身に付け、資
格を取り、次の仕事に活かせられる様にしたいと思います。今、学んでいる技術
は、危険が伴うので安全を守り、やりとげる粘り強さと前向きな姿勢で取り組んでい
こうと思います。

5 32 長崎市 設計、設計補助 長崎市、諫早市 組込ソフト開発（６年）

普通自動車、自動二輪（中型）、カラーコーディ
ネーター検定（アドバンスクラス）、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）

　工学的な専門知識を使ってお客様の問題を解決する、ということにやりがいを感
じます。これまでソフトウェア技術者として、電気・機械等、異なる分野の技術者と協
力しながら働いてきました。異なる業種でも、これまでの経験を活かして活躍したい
と考えています。

6 24 諫早市

販売、接客、一般事務、ＣＡＤオ
ペレーター、不動産アドバイ
ザー、住宅リフォーム業、家具・
雑貨・インテリア販売

長崎市
接客業［観光案内］（２年）、
接客業［化粧品販売］（１年７
ｶ月）

普通自動車（ＡＴ）、電卓１級、秘書検定２級、ホ
テル検定２級、ＣＳ検定２級（ワープロ）、日商簿
記３級
★取得見込（建築CAD検定２級）

　人と関わる仕事が好きで、接客業の仕事をしてきました。お客様のニーズにお応
えする為に、話すきっかけを作り、お悩みを伺い、一緒に物事を解決する事を得意
としております。また、丁寧な接客・対応を心掛け、職場内でのコミュニケーションを
重視していた事から、指導する側やリーダーという立場に立たせていただきました。
人と協力して目標を達成する事やお客様に喜んでいただける事にやりがいを感じ
ます。これまでの経験を活かし、新たな分野でも社会に貢献したいと考えておりま
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

7 65 長崎市 ビル管理、住宅設備関連、携帯
電話基地局保守

長崎市、諫早市、
大村市、時津町、
長与町

陸上自衛隊（２年）、通信工
事及び保守（３４年２ｶ月）、
装置の組立及び配線作業
（１年）、農作業（５ｶ月）、設
備管理（４年１ｶ月）

大型自動車、アナログ・デジタル総合種、陸上
特殊無線技士１級、第二種電気工事士、消防設
備士甲種、２級ボイラー技士、小型車両系建設
機械、フォークリフト、防犯設備士、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（二級配管技能士）

　自分が立てた目標は、達成するまで簡単に諦めない何度でも挑戦するタイプで
す。今までの経験と資格で貢献できる様に頑張ります。

8 62 長与町 ショールーム・住宅展示場など
の受付・案内

長与町、時津町、
諫早市

学校事務（４０年）
普通自動車、中学校教諭二種（社会）、足場組
立等の業務に係る特別教育

　長年、学校事務の仕事に従事してきましたが、年令的にも違う分野の仕事にチャ
レンジするのは最後かと思います。ポリテクセンターで学んだ知識や技術を基に住
宅関連の業種の仕事を目指しています。４０年のキャリアで培ってきたコミュニケー
ション力や粘り強さをこれからの仕事に活かし、前向きに取り組んでいきたいと思い
ます。

9 54 長崎市
住宅関連業、営業事務、建築Ｃ
ＡＤオペレーター

長崎市、諫早市、
大村市

医療事務（５年）、営業［医療
機器］（２年）、保険事務［生
命保険］（１８年１ｶ月）

普通自動車、珠算１級、工業簿記１級、商業簿
記２級、トレース３級、メディカルクラーク２級、文
書処理３級（Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ）、ライフコンサルタン
ト、シニアライフコンサルタント、トータルライフコ
ンサルタント、生命保険面接士認定、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、カラーコーディネーター（ス
タンダード）

　私は、住宅建築業界への長年の憧れを実現したいという強い気持ちより、人生最
後の再就職へ挑戦しております。新たな学びに心躍らせ、日々一心不乱に知識修
得を重ねております。前職においてチームプレーが必要不可欠な環境より、チーム
運営及びクライアントとの業務調整等の経験を重ねていく中、「一つの仕事」には、
多くの人の個々の努力と縦と横の信頼ある繋がりから生み出されるものである事を
念頭におき、従事して参りました。調和を築く事への努力は惜しみません。その点よ
り、私はコミュニケーションスキルが強みと自身を捉えております。折角頂いた訓練
での学びの機会を、実りある結果へ繋げて参ります。

10 45 長崎市 不動産販売及び営業、ルート営
業、住宅リフォーム業、販売

長崎市、諫早市、
時津町、長与町

接客業（９年７ｶ月）、営業［玩
具自販機］（１０年４ｶ月）

普通自動車、Ｗｅｂクリエイター能力認定試験初
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、宅地建物取引
士）

　販売に関する仕事に約１０年間、営業に約１０年間従事しておりました。販売時は
店長として、店舗管理やスタッフ管理を行っており、スタッフ一丸となって売上目標
を達成できるよう、コミュニケーションを重点に置いて勤務しておりました。営業時
は、取引先に誠実に対応することで信頼関係を構築し、お互いに利益が出るように
交渉しておりました。前職での営業と販売の実績と、職業訓練で身に付けた知識を
活かした仕事をしたいと思っております。

11 65 長崎市
賃貸不動産の設備保守点検管
理、木造住宅の入退去時の住
環境整備に関する職種

長崎市、時津町、
長与町、諫早市

塾講師（２１年３ｶ月）、建物
設備管理（８年８ｶ月）、面接
コーディネーター［人材派遣
業］（３年３ｶ月）

普通自動車、宅地建物取引士、福祉住環境
コーディネーター２級、第二種電気工事士、危険
物取扱者乙種４類、消防設備士（甲種４類・乙種
７類）、消防設備点検資格者（第１種・第２種）、
２級ボイラー技士、、ファイナンシャルプランナー
３級、実用数学技能検定準１級、漢字検定２級、
英検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、測量士補）

　私は、家屋工事技師として、ウッドデッキや棚の製作経験を通して、図面通りに作
品が完成した時の喜びを感じてきました。この経験を活かし、賃貸不動産の管理人
への就職を希望しています。そのためにポリテクセンター長崎の住宅リフォーム技
術科で身に付けた知識や技術・資格を一日も早く、仕事の中で活かし社会貢献した
いと思っています。

12 49 島原市 事務、設計業、インテリア業、デ
ザイン関係、研究機関

島原市、雲仙市、
諫早市

販売（５年８ｶ月）、事務（２１
年６ｶ月）

普通自動車、日商簿記３級、全経文書処理３
級、全経電卓１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、色彩検定３級
★取得見込（建築CAD検定２級）

　私は真っすぐな性格で、職務に対し慎重・丁寧・正確さを心掛け、コツコツと取り組
みます。内弁慶ながら自分の意見はきちんと発言することができ、少しばかりの
ユーモアもあります。負けん気の強いところがある為、少しのことではへこたれない
様心掛けています。パソコンの資格を取得し、実務も経験したことでＥｘｃｅｌを活用し
たデータ処理が得意です。家庭科や美術が得意だったこともあり、工夫して作った
り、描いたりすることが好きで、また測量会社に勤務していたこともあり、デザインや
設計の仕事に興味があります。職業訓練では、建築ＣＡＤや色彩検定の資格取得
に取り組みました。これまで事務の仕事に長く従事し、今後は事務の経験を活かし
つつ、専門職の方のサポートもできるような業務に従事したいと考えています。就
職後も必要な資格取得など、更なるスキルアップに向けての意欲もあります。
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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

13 25 諫早市 建設業、建築、住宅設備関連 長崎県 農業（４年３ｶ月）

大型自動車、自動二輪（大型）、アーク溶接、
フォークリフト、小型車両系建設機械、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、玉掛け）

　私は何事も丁寧にやることを心掛け、作業等に取り組んでいます。体力面では自
信があります。前職では大型機械操作等をしていた為、機械操作や修理等の仕事
にも興味があり、前職での経験も次の仕事で活かしたいと思っています。また、建
築に興味があり、家等の建物を建てる等、建築に携わる仕事に就きたいと考えてい
ます。

14 36 諫早市 住宅リフォーム業、住宅設備関
連、設計関連

全国
農業関係（１年）、接客業（１
５年）

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

　今までの職場で一番大切にしてきたのは、チームワークだと考えています。お客
様に商品の渡し忘れや業者様との連絡ミスをなくすために、コミュニケーションを日
頃からかかさず取り、いつでも雰囲気の良い職場づくりを心掛けています。

15 52 嬉野市 運輸業、住宅関連、福祉（教育）
関連

佐世保市、東彼
杵町、嬉野市、武
雄市

航空整備士（２５年）、鉄道整
備士（４年６ｶ月）、自動車整
備士（１年１ｶ月）、運転手（５
ｶ月）

大型自動車、大型特殊自動車、自動二輪（小
型）、２級船舶操縦士、フォークリフト、危険物取
扱者丙種、３級自動車整備士、子ども安全管理
士、食品衛生管理責任者、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）

　私の自己ＰＲは、２５年間航空自衛官として勤務し、チームワークやコミュニケー
ション能力の向上、および、その他、自己能力等の向上に努めてまいりました。私
は、どのような職種の職業でも、冷静さを失うことがなく柔軟で臨機応変に対応でき
る強みを持っています。前職においても自分の仕事分野以外でも、目配りや気配り
等のチームワークやコミュニケーション能力を駆使し、仕事内容の大幅な簡素化に
寄与するとともに、その他今までにない、新しく斬新なアイデアをもって多大な貢献
をして参りました。

☆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５年３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 実施時間帯 定員

訓練

日数

訓練

時間

受講料

(税込み)

5H131 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） 4/15(土),16(日) 9:00～16:00 10 2 12 9,500円

5M061 機械系 旋盤加工技術 4/20(木),21(金) 9:30～16:30 10 2 12 10,000円

5H221 居住系(建築） ドローンを活用した建物劣化診断技術 4/22(土),23(日) 9:00～16:00 10 2 12 16,500円

5M071 機械系 フライス盤加工技術 4/27(木),28(金) 9:30～16:30 6 2 12 14,000円

5H111 居住系(建築） 実践建築設計２次元ＣＡＤ技術 5/13(土),14(日) 9:00～16:00 10 2 12 9,000円

5H051 電気・電子系 電気設備の総合的設計技術 5/13(土),14(日),20(土),21(日) 9:30～16:30 15 4 24 13,000円

5M211 機械系(金属） 被覆アーク溶接技能クリニック 5/15(月),16(火) 9:30～16:30 10 2 12 11,500円

5M011 機械系 実践機械製図 5/16(火),17(水),18(木) 9:30～16:30 10 3 18 11,500円

5D001 電気・電子系 有接点シーケンス制御の実践技術 5/18(木),19(金) 9:30～16:30 10 2 12 10,000円

5H121 居住系(建築） 実践建築設計２次元ＣＡＤ技術（配管編） 5/20(土),27(土) 9:00～16:00 10 2 12 9,000円

5M221 機械系(金属） 半自動アーク溶接技能クリニック 5/24(水),25(木) 9:30～16:30 10 2 12 13,000円

5M051 機械系 精密測定技術 5/25(木),26(金) 9:30～16:30 10 2 12 7,000円

5M231 機械系(金属） ＴＩＧ溶接技能クリニック 6/14(水),15(木) 9:30～16:30 10 2 12 14,000円

5M012 機械系 実践機械製図(寸法・公差編) 6/14(水),15(木),16(金) 9:30～16:30 10 3 18 11,500円

5H011 居住系(設備） 冷媒配管の施工と空調機器据付け技術 6/17(土),18(日) 9:30～16:30 10 2 12 10,000円

5D002 電気・電子系 シーケンス制御による電動機制御技術 6/22(木),23(金) 9:30～16:30 10 2 12 10,000円

5H061 電気・電子系 一般用電気工作物の施工技術 7/1(土),2(日),8(土),9(日) 9:30～16:30 10 4 24 18,500円

5M021 機械系 ２次元ＣＡＤによる機械製図技術 7/5(水),6(木),7(金) 9:30～16:30 10 3 18 11,000円

5D003 電気・電子系 ＰＬＣ制御の回路技術 7/13(木),14(金) 9:30～16:30 10 2 12 10,000円

5M241 機械系(金属） アルミニウム合金のＴＩＧ溶接技能クリニック 7/19(水),20(木) 9:30～16:30 10 2 12 15,000円

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

5D004 電気・電子系 ＰＬＣによるタッチパネル活用技術 8/9(水),10(木) 9:30～16:30 10 2 12 10,000円

5M212 機械系(金属） 被覆アーク溶接技能クリニック 8/24(木),25(金) 9:30～16:30 10 2 12 11,500円

5H071 電気・電子系 自家用電気工作物の設計技術 9/5(火),7(木),12(火),14(木),19(火),21(木) 18:00～21:00 15 6 18 10,500円

5M222 機械系(金属） 半自動アーク溶接技能クリニック 9/13(水),14(木) 9:30～16:30 10 2 12 13,000円

5M232 機械系(金属） ＴＩＧ溶接技能クリニック 9/20(水),21(木) 9:30～16:30 10 2 12 14,000円

5M101 機械系 ５Ｓによるムダ取り・改善の進め方 9/21(木),22(金) 9:30～16:30 15 2 12 5,000円

5H232 居住系(建築） ドローンを活用した建物劣化診断技術(３日間コース) 9/22(金),23(土),24(日) 9:00～16:00 10 3 18 22,000円

5H012 居住系(設備） 冷媒配管の施工と空調機器据付け技術 9/30(土),10/1(日) 9:30～16:30 10 2 12 10,000円

5M251 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 10/2(月),3(火) 9:30～16:30 10 2 12 12,000円

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(木),6(金) 9:30～16:30 10 2 12 7,500円

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) 10/7(土),8(日) 9:00～16:00 10 2 12 9,500円

5H052 電気・電子系 電気設備の総合的設計技術 10/14(土),15(日),21(土),22(日) 9:30～16:30 15 4 24 13,500円

5H122 居住系(建築） 実践建築設計２次元ＣＡＤ技術(配管編) 10/14(土),21(土) 9:00～16:00 10 2 12 9,000円

5H161 居住系(建築） ＢＩＭを用いた建築設計技術 10/26(木),27(金) 9:00～16:00 10 2 12 9,500円

5M022 機械系 ２次元ＣＡＤによる機械製図技術 10/31(火),11/1(水),2(木) 9:30～16:30 10 3 18 11,000円

5D005 電気・電子系 電気系保全実践技術 11/9(木),10(金) 9:30～16:30 10 2 12 10,500円

5H081 電気・電子系 自家用電気工作物の施工技術 11/11(土),18(土),25(土) 9:30～16:30 10 3 18 17,000円

5M052 機械系 精密測定技術 11/16(木),17(金) 9:30～16:30 10 2 12 7,000円

5H151 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) 11/16(木),17(金) 9:00～16:00 10 2 12 9,500円

5H062 電気・電子系 一般用電気工作物の施工技術 12/2(土),3(日),9(土),10(日) 9:30～16:30 10 4 24 18,500円

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

5M041 機械系 ３次元ＣＡＤを活用したアセンブリ技術 1/11(木),12(金) 9:30～16:30 10 2 12 7,500円

5M223 機械系(金属） 半自動アーク溶接技能クリニック 1/11(木),12(金) 9:30～16:30 10 2 12 13,000円

5H031 居住系(設備） 管工事の施工管理技術 1/13(土),14(日) 9:00～17:00 10 2 14 10,000円

5M213 機械系(金属） 被覆アーク溶接技能クリニック 1/17(水),18(木) 9:30～16:30 10 2 12 11,500円

5M081 機械系 ＮＣ旋盤加工技術 1/17(水),18(木),19(金) 9:30～16:30 10 3 18 11,000円

5M233 機械系(金属） ＴＩＧ溶接技能クリニック 2/8(木),9(金) 9:30～16:30 10 2 12 14,000円

5H112 居住系(建築） 実践建築設計２次元ＣＡＤ技術 2/17(土),18(日) 9:00～16:00 10 2 12 9,500円

5M091 機械系 マシニングセンタ加工技術 2/20(火),21(水),22(木) 9:30～16:30 10 3 18 12,000円

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 2/21(水),22(木) 9:30～16:30 10 2 12 15,000円

9月

4月

5月

6月

7月

８月

10月

11月

12月

1月

2月

NEW

NEW

NEW

NEW

令和５年度 能力開発セミナー（在職者訓練）のご案内速 報

★お申込は令和５年２月１日から受付開始です★

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



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諫早駅構内県営バスターミナル３番乗場より諫早
営業所（競技場北口経由）行きバスで、ポリテクセンター
長崎駅前（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


