


ＣＡＤ・生産サポート科

機械図面をＣＡＤで作成するための技能や知識、ＮＣ工作機械の加工プログラム作成、原価計算のための経理の知識や品質管理の知識など、生産を補助（サポート）する

業務に就くための技能及び関連知識を習得します。

番号 年齢 住　所 希望職種 就職希望地 免許 　 資格 主な経験職種 自　己　ア　ピ　ー　ル　欄

C1201 43 佐世保市
機械CAD関係
機械加工

佐世保市

・中型自動車第一種運転免許（８ｔ限定）
・1級機械加工技能士（普通旋盤作業）
・1級機械加工技能士（数値制御フライス盤作業）
・電気工事士（第二種）
・危険物取扱者（乙種第4類）
・床上操作式クレーン運転技能講習
・玉掛技能講習
・フォークリフト運転技能講習
・自由研削といしの取り換え業務に係る特別教育

・機械工　　　　　　14年

私は、工作機械を使用して金属製品の切削加工を行う業務に
従事してきました。汎用旋盤から五面加工機まで色々な機種
を使う機会を得たことで、多能工としての経験を積むことが
できたと思います。
今回の訓練を通じてCAD・CAMの基礎技能を習得しました。加
工方法の提案やNCプログラム作成、コミュニケーションツー
ルとして活用していけると考えています。

C1202 48 佐世保市 設計関連
佐世保市
川棚町
波佐見町

・中型自動車第一種運転免許
・大型自動車第一種運転免許
・コンピュータサービス技能評価試験
　（表計算技士2級）
・コンピュータサービス技能評価試験
　（ワープロ技士2級）

・ホテル接客　　　　　　14年
・レストラン接客　　　 　2年
・造船作業員（足場）　　 5年

人と接することが多く、協調性を持って仕事を行うことがで
きます。仕事を確実に行うよう、正確性を高めながら仕事に
取り組みます。年齢を問わず、柔軟に接することができま
す。

C1203 28 西松浦郡
製図

生産関連
一般事務

伊万里市
有田町
武雄市
波佐見町
佐世保市

・普通自動車第一種運転免許
・第二種証券外務員資格
・一種外務員資格
・簿記検定（日商3級）

・金融機関（事務）　　　　8年5ヶ月

コミュニケーション能力があり、協調性はもちろん、指示さ
れた事やルールをしっかり守り、従順かつ積極的に業務を遂
行します。

※簿記検定（日商2級）　　　　　取得予定

C0101 43 佐世保市
製造関係
事務関連

佐世保市

・中型自動車第一種運転免許（８ｔ限定）
・情報処理検定（全商3級）
・コンピュータ利用技術検定（全商3級）
・簿記実務検定（全商3級）

・ゲームショップ販売員　　　8年
・レンタルショップ店員 　　13年

計画通りにいかないときでも、様々な打ち手を試し、成果に
結びつける忍耐力があります。集中力を持って、地道な作業
を長時間取り組むことができます。



番号 年齢 住　所 希望職種 就職希望地 免許 　 資格 主な経験職種 自　己　ア　ピ　ー　ル　欄

C0102 34 佐世保市
事務職
製図

佐世保市

・中型自動車第一種運転免許（８ｔ限定）
・日本語ワープロ検定（2級）
・国内旅程管理主任者（2級）

・バスガイド・添乗員　　　　7年
・小売店販売員（食料品）　　5年
・小売店販売員（衣料品）　　2ヶ月
・米軍基地内小売店販売員（日用品）
　　　　　　　　　　　　　　2年

我慢強く、長く続ける自信があります。サービス業が長かっ
たのでお客様の対応なども上手くできます。新しいことにも
挑戦できます。

C0103 54 佐世保市
CAD関連
事務関連

佐世保市
佐々町

・情報処理技術者試験（第二種）
・ITパスポート
・簿記実務検定（県商1級）

・プログラマ（COBOL　RPGⅢ　PL/I他）
　　　　　　　　　　　　　　3年10ヶ月
・DTP編集オペレータ　　　　27年
・印刷業工務　　　　　　　　2年

新しいものが好きで、2月末に「ITパスポート」を受験し合
格しました。さらにステップアップを目指し、「情報セキュ
リティマネジメント」を受験予定です。お客様に喜んでいた
だけるよう心がけています。

※情報セキュリティマネジメント　　取得予定

C0104 48 佐世保市 設備関連 佐世保市

・中型自動車第一種運転免許（８ｔ限定）
・管工事施工管理技士（1級）
・電気工事施工管理技士（1級）
・電気工事士（第二種）
・認定電気工事従事者認定証
・石綿作業主任者技能講習
・高所作業車運転技能講習
・ガス溶接技能講習
・第三種冷凍機械責任者

・設備設計　　　　　　　　　3年
・建築施工管理　　　　　　　5年
・空調施工管理・安全管理　 14年

仕事に対しては、誠実に取り組むことができます。少しづつ
でも、安心と信頼を築けるよう努力して参ります。

C0106 45 佐世保市
製造業
販売業

佐世保市
松浦市
平戸市
伊万里市
佐々町

・中型自動車第一種運転免許
・大型特殊自動車運転免許
・電気工事士（第二種）
・フォークリフト運転技能講習

・建設業　　　　　　　　　　6年8ヶ月
・サービス業（接客）　　　　8年
・製造業（エアバックの検品）1年10ヶ月

接客業の経験があり、人とのコミュニケーション能力が強み
です。

C0107 43 東彼杵郡 製造業 全国
・中型自動車第一種運転免許（8t限定）
・危険物取扱者（乙種第4類）

・製造業（ｶﾞﾗｽﾚﾝｽﾞ）　10年
・塗装業　　　　　　   5年6ヶ月
・営業（法人）　　　　 1年8ヶ月
・接客業（遊技場）　　 1年1か月

改善活動を得意としており、レンズ加工は不良率30％→
2％、ロボットメンテナンスは残業時間を月に80時間削減し
た実績があります。明るい性格で協調性があり、日常的にコ
ンプライアンス順守を意識して行動しています。



番号 45 住　所 希望職種 就職希望地 免許 　 資格 主な経験職種 自　己　ア　ピ　ー　ル　欄

C0108 36 東彼杵郡
製造技能職

CADオペレータ
長崎県
佐賀県

・中型自動車第一種運転免許（8t限定）
・有機溶剤作業主任者
・玉掛技能講習
・クレーン運転特別教育
・安全衛生特別教育（低圧電気）

・建築業　　　　　　　4ヶ月
・船舶業　　　　　　　6ヶ月
・製造業　　　　　　 16年3か月

性格は温厚で、業務を円滑に遂行する為に周囲とのコミュニ
ケーションを大切にしています。また何事にも挑戦し、目標
を持って取り組みます。

※簿記検定（日商3級）　　　　　取得予定
※CAD利用技術者2級　　 　　　　取得予定

電気設備技術科

一般用電気設備の設計･保守管理及び電気工事士に必要な技術･技能を習得します。

また、太陽光発電システム、消防設備、制御盤･配電盤の設計、製作、施工及び保守点検の技能を習得します。

番号 年齢 住　所 希望職種 就職希望地 免許 　 資格 主な経験職種 自　己　ア　ピ　ー　ル　欄

E1201 49 佐世保市
電気設備
電気販売

佐世保市
北松浦郡

・大型自動車一種運転免許
・危険物取扱者（乙種第4類）
・小型車両系建設機械（整地・運搬・積込み用
　及び掘削用）運転業務に係る特別教育

・営業（農業機械）　　　     3年
・ガソリンスタンド　　　　　11年
・ケーブルTV工事　　　　　　11年
・食品卸業　（配送）　　　 　6ヶ月

性格は明るく、協調性があります。人間関係を良好に保つよ
う人と接することができます。

※電気工事士(第二種)　　　取得予定

E1202 45 佐世保市

不動産業
製造業

電気関係
アパレル関係

佐世保市

・準中型自動車第一種運転免許（5ｔ限定）
・宅地建物取引士
・賃貸住宅管理業業務管理者
・古物商
・コンピューター技能評価試験（表計算3級）

・アパレル販売業　　　　　　18年
・不動産仲介業　　　　　　　 2年8ヶ月

組織の中での自分の役割を考え、責任を持って仕事に取り組
むことができます。チーム内では和を大切にしながら、目標
達成に向かって仕事に取り組むことができます。

※電気工事士(第二種)　　　取得予定



番号 年齢 住　所 希望職種 就職希望地 免許 　 資格 主な経験職種 自　己　ア　ピ　ー　ル　欄

E1203 51 佐世保市
設備管理関係

電気工事
全国

・中型自動車第一種運転免許（８ｔ限定）
・フォークリフト技能講習
・床上操作式クレーン運転技能講習
・玉掛技能講習
・ガス溶接技能講習
・フルハーネス型安全帯使用作業特別教育
・酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習
・第一種衛生管理者
・1級機械保全技能士
　（職業訓練指導員・機械系保全作業・
　　設備診断作業）

・製造業　　　　　　32年
（工場内設備導入、設備メンテナンス
　CAD（設計、部品図）、職場改善工程
　分析、対策効果確認、安全衛生MS運用）

責任感を持って仕事に取組み最後までやり遂げます。同僚と
は協調性を持って接します。

※電気工事士（第二種）　　　　取得予定
※消防設備士（乙種第4類）　　 取得予定

E1204 44 北松浦郡
設備関連

消防設備関連

北松浦郡
佐世保市
平戸市
松浦市
西彼杵郡
大村市
東彼杵郡
長崎県外

・中型自動車第一種運転免許（８ｔ限定）
・電気工事士（第二種）
・ボイラー技士（2級）
・フォークリフト運転技能講習
・危険物取扱者乙種第4類
・高所作業用運転技能講習
・車両系建設機械（整地・運搬・積込み用及び
　掘削用）
・林業架線作業主任者
・造林作業の作業指揮者など安全衛生教育
・CAD利用技術者試験2級
・消防設備士（乙種第６類）

・林業作業員　　　　　9年6ヶ月
・製造（機械装置）　　6年
・修理業（印刷機械）　6年

向上心を持って仕事に取り組み、得られたフィードバックを
大切に活かします。温和な性格で根気強く仕事をします。運
動を日課としているので体力に自信があります。

※消防設備士（甲種第４類）　　取得予定
※電気工事士（第一種）　　　　取得予定
※エネルギー管理士（熱分野）　取得予定
※認定電気工事従事者講習　　　受講予定

E1205 46 平戸市
電気設備
施設管理
一般事務

平戸市
諫早市

・中型自動車第一種運転免許（８ｔ限定）
・普通自動二輪運転免許
・小学校教諭一種免許状
・中学校教諭一種免許状（社会）
・高等学校教諭一種免許状（地理歴史・公民）
・簿記検定（日商3級）
・コンピュータサービス技能評価試験
　（ワープロ技士2級・表計算技士3級）

・一般事務　　　　　　7年
・ルート配送・営業　　7年
・観光関連　　　　　　4年
・臨時教員（小学校）　2年

積極的に自分からコミュニケーションをとっていくタイプで
す。仕事で疑問を持ったことや理解できなかったことは、休
日に調べたり見に行ったりします。病気や体調不良で仕事を
休んだことはありません。

※電気工事士（第二種）　　　　取得予定
※消防設備士（乙種第4類）　　 取得予定

E0101 51 佐世保市
電気設備関連
電気工事関連

佐世保市
北松浦郡
松浦市
伊万里市
有田町

・中型自動車第一種運転免許（８ｔ限定） ・ＳＥ（市町村住民ｼｽﾃﾑ）　　32年

前職ではシステムの提案・導入構築・運用保守を行ってきま
した。仕事は視野を広く持ち、常に最善を尽くすよう心がけ
ています。

※電気工事士（第二種）　　　　取得予定
※消防設備士（乙種第4類）　　 取得予定

E0102 38 佐世保市
ﾋﾞﾙﾒﾝﾃﾅﾝｽ
設備保全

佐世保市

・中型自動車運転免許（8ｔ限定）
・玉掛技能講習
・自由研削といしの取替え等の業務に係る
　特別教育

・製造業（ﾏｼﾆﾝｸﾞｵﾍﾟﾚｰﾀｰ）　　　3年
・接客業（調理）　　　　　　　10年
・事務　　　　　　　　　　　　 1年

責任感が強く慎重な性格です。第二種電気工事士の資格を取
得し、その資格を活かせる仕事に就きたいと考えておりま
す。

※電気工事士（第二種）　　　　取得予定
※消防設備士（乙種第4類）　　 取得予定



番号 年齢 住　所 希望職種 就職希望地 免許 　 資格 主な経験職種 自　己　ア　ピ　ー　ル　欄

E0103 44 佐世保市 電気工事関連 佐世保市

・中型自動車第一種運転免許（8t限定）
・コンピュータサービス技能評価試験
　（ワープロ技士2級）
・コンピュータサービス技能評価試験
　（表計算技士2級）
・ＩＴパスポート
・Ｗｅｂクリエーター能力試験（ｴｷｽﾊﾟｰﾄ級）

・事務　（経理・営業）　　 2年
・コールセンター業務　　 　9年
・飲食業(調理・接客)　　　 6年
・営業（保険外交員）　　 　3年

私の強みは物事に柔軟に対応できることです。人間関係はだ
れとでも上手く関係を築くことができます。

※電気工事士（第二種）　　　取得予定

E0104 33 佐世保市
設備関連

電気工事関連
佐世保市

・普通自動車第一種運転免許
・大型二輪車免許
・簿記検定（日商3級）
・コンピュータ技能評価試験
　（ワープロ技士３級）
・コンピュータサービス技能試験
　（表計算技士３級）

・接客業（衣料品販売）　　　7年

何に対しても自分で考えることや他人の立場に立って行動す
る事、他人に確認することが大切だと考えております。経験
がないことでも自分の成長につながると考え、積極的に取り
組めます。

※電気工事士（第二種）　　　　取得予定
※消防設備士（乙種第4類）　　 取得予定

E0105 51 佐世保市
電気設備関連
電気工事関連

佐世保市
松浦市
伊万里市
北松浦郡

・中型自動車第一種運転免許（8t限定）
・高校教諭一種免許（公民科）
・介護福祉士
・介護支援専門員

・営業（土木・建設）　　　　　　　1年
・講師（進学塾）　　　　　　　　　2年
・福祉関連（高齢者・障がい者）　 24年

長年福祉分野に携わり人や仕事に対し、思いやりを持って真
面目に誠実に取り組むことを身に着けました。新たなチャレ
ンジとして、何事にも、明るく前向きに積極的に取り組みま
す。

※電気工事士（第二種）　　　　取得予定
※消防設備士（乙種第４類）　　取得予定

E0106 49 西松浦郡
設備保全関連

電気・設備工事
関連

伊万里市
福岡市

・中型自動車第一種運転免許（８ｔ限定）
・高所作業車運転技能講習
・班長・安全衛生責任者教育
・小型移動式クレーン技能講習
・床上操作式クレーン運転技能講習
・酸素欠乏硫化水素危険作業主任者
・玉掛け技能講習

・自衛隊（電子整備関連）　　　　　2年
・半導体製造装置保守メンテナンス　8年
・工業洗浄技士（原子力・火力）　　9年
・技術系管理職（現場作業兼務）　　9年

何事にも前向きに取り組み、明るく仕事を行うように考えて
います。また、保守メンテナンス関連、現場での作業経験な
ども有りますので、それを活かしたいと考えています。

※電気工事士（第二種）　　　　取得予定
※消防設備士（乙種第４類）　　取得予定



住環境コーディネイト科

建築に関する基本知識、建築業界において必須となっているCAD技術、営業･企画提案に必要なﾊﾟｰｽ作成技術やﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ技術を習得します。

また、住宅製図や設備図の作成、実習を通して住宅ｴｺ電気設備及びｲﾝﾃﾘｱにおける基本知識、施工方法、積算･見積りまでの知識･技能を習得します。

番号 年齢 住　所 希望職種 就職希望地 免許 　 資格 主な経験職種 自　己　ア　ピ　ー　ル　欄

J1201 22 佐世保市
内装関連
事務関連

福岡県 ・普通自動車第一種運転免許（AT限定） ・製造業（CADオペレータ）　　1年6ヶ月
わからないことはわかるまで聞くなど、掘り下げていく探求
心と実行力・行動力があります。

J1202 20 佐世保市
事務関連

リフォーム関連
佐世保市

・普通自動車第一種運転免許（AT限定）
・情報処理検定ビジネス情報部門（全商2級）
・簿記実務検定（全商2級）
・秘書技能検定（3級）
・珠算・電卓実務検定（電卓）（全商1級）
・ビジネス文書実務検定ビジネス文書部門
　　　　　　　　　　　　　　（全商1級）
・商業経済検定（全商1級）

・食料品小売業　　　　　1年6ヶ月

性格は明朗快活です。仕事での座右の銘は「百里を行くもの
は九十里を半ばとす」です。仕事に最後まで責任感を持ち、
真剣に取り組みます。

※建築CAD検定試験2級　　取得予定

J1203 20 佐世保市
住宅関係
配送関係

佐世保市 ・配送の仕分け　1年1ケ月
どんな仕事に対しても真面目に取り組みます。体力には自信
があり、細かい作業も好きです。

J0101 48 佐世保市
福祉住環境コー
ディネーター

佐世保市
松浦市
西海市
大村市
諫早市
長崎市

・中型自動車第一種運転免許（8t限定）
・介護職員初任者研修
・防火管理者（甲種）
・ダイオキシン類作業従事者
・電気工事士（第二種）
・フルハーネス特別教育
・高所作業車運転
・福祉用具専門相談員

・介護職員　　　　　　　　4年
・サービス業（遊技場）　　6年
・電気工事士　　　　　　　2年

性格は楽しく明るく初対面の方でもコミュニケーションが取
れ仲良くできます。また、悩みや相談を受けることが多々あ
ります。

※福祉住環境コーディネーター（2級）　　　取得予定



番号 年齢 住　所 希望職種 就職希望地 免許 　 資格 主な経験職種 自　己　ア　ピ　ー　ル　欄

J0102 45 佐世保市 事務関連 佐世保市

・中型自動車第一種運転免許（8t限定）
・英語検定（全商2級）
・電卓技能検定（全商1級）
・簿記実務検定（全商1級）
・簿記検定（日商3級）
・ファイナンシャルプランニング技能士（3級）
・行政書士
・JNAネイリスト検定（3級）

・事務職　　　　　　　　　13年
・接客（飲食店）　　　　　11年

私は前向きな性格で、未知の分野にも積極的に挑戦すること
ができます。仕事においても、日々改善策を見出し、１つ１
つのことに責任を持って取り組むことができます。

※ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌﾟﾗﾝﾅｰ2級　　　　 　　　取得予定
※司法書士　　            　　　　取得予定
※福祉ネイル　　　　　　　　　　　取得予定
※カラーコーディネーター（3級）　 取得予定

J0103 49 佐世保市 建築業 全国

・中型自動車第一種運転免許（8t限定）
・歯科衛生士免許
・介護支援専門員
・主任介護支援専門員資格
・相談支援専門員資格
・日常生活自立支援：生活支援相談員

・歯科衛生士　　　　　　　9年
・介護支援専門員　　 　　11年
・医療事務　　　　　　　　3年
・相談業務　　　　　　　　2年

初対面の方に対しても親しみを持って接することができま
す。職務に必要とされる知識や技術を習得する為の努力を継
続することができます。他者とのコミュニケーションも大切
に考え、様々な年代の方と良好な関係を作ることができま
す。

※建築CAD検定（2級）　　　　　　取得予定
※産業能率大学（通信教育課程）　卒業予定

J0104 29 佐世保市
建築業
設計
事務

佐世保市
西海市

・普通自動車第一種運転（AT限定）
・珠算・電卓実務検定（全商1級）
・簿記実務検定（全商1級）
・日本語ワープロ検定（準1級）

・接客業（空港保安検査員・ｺﾝﾋﾞﾆ
　　　　　・遊技場）　　4年
・事務（年金事務所・設計事務所）
　　　　　　　　　　　　5年

接客を通してたくさんの人と出会い、どんな人ともコミュニ
ケーションをとることができます。また、事務職では技術部
の方の補助や資料作成、自分が何をすべきかを考え少しでも
負担が減るよう行動をしていました。どんな時でも前向きに
明るく仕事をするように心掛けています。

※建築CAD検定（3級）　　取得予定

J0105 41 鹿島市
英語関連

住宅ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ
不動産関連

佐賀県内
佐世保市
波佐見町

・中型自動車第一種運転免許（8t限定）
・実用英語技能検定（2級）

・衣料品（接客）　　　　　　6年
・講師　　　　 　　　　  　11年

コツコツ努力することを大切にしています。業務は効率よく
進めることができ、また、主体性を持って取り組みます。

J0106 56 東彼杵郡
住環境関連
ﾘﾌｫｰﾑ関連

東彼杵郡
大村市
嬉野市
波佐見町

・普通自動車第一種運転免許
・歯科技工士免許
・Intermadiate English Level
・PADI Adovansed Open Diver
・リンクルセラピスト
・SMILE COODINATOR
・小原流師範認許

・歯科技工士　　　　　　　　12年
・歯科技工士兼アシスタント　17年
・英会話講師　　　　　　　　 1年
・免税宝石店（接客）　　　　10ヶ月

私は、協調性があります。どんなときにも建設的にものを考
え、必要な時には自分の意見を提案することができます。



番号 年齢 住　所 希望職種 就職希望地 免許 　 資格 主な経験職種 自　己　ア　ピ　ー　ル　欄

J0107 58 北松浦郡
設備関連
機械関連

佐世保市
佐々町

・中型自動車第一種運転免許（8t限定）
・厨房設備士（2級）

・営業（機械・食品・建設資材）34年
誰に対しても相手の立場になって考え、やさしく接すること
ができます。また、たくさんの人々に喜びを与え信頼される
仕事をしたいと考えています。


