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指導員や就職支援アドバイザーによる
個別相談を実施しています。
■自己分析、キャリアの棚卸し
■ジョブ・カードの作成指導（履歴書、
　職務経歴書の作成相談）
■模擬面接

就職支援アドバイザーが求人企業の見
学や説明会を企画し、ミスマッチがない
よう、求人企業
との仲介をします。

企業約600社への配布とともに当セン
ターのホームページに公開し、求人企
業とのマッチング
を支援します。

充実した就職支援で就職活動をサポートします！

入所 /１～３か月 ４～６か月 / 修了 修了後

マンツーマンによる
就職相談

就職支援を実施しています。
■ジョブ・カードの作成
■履歴書・職務経歴書の作成
■面接のトレーニング
■オンライン面接に対応する環境も
　整備しています。

就職支援

受講生の就職希望をまとめた
「人材情報」の発行

企業見学・説明会の実施

■最新の求人情報を提供
■合同就職面接会等の情報提供
■企業情報の提供
■就職支援用図書等の閲覧
■求人検索をするための
　パソコンを設置して
　います。

その他

令和３年度１２月時点

・キャリア形成の必要性
  （自己理解、仕事理解等）
・ジョブ・カードの概要説明
  （記入要領の説明）

ステップ 1
自己理解の支援

・ジョブ・カードを基に作成
・求人情報の収集方法
・面接の心得、面接の受け方

ステップ 2
応募書類の作成

・就職活動の心構えと準備
・求職希望調査

ステップ 3
就職活動準備

・企業の人事担当による講話
・ハローワークによる講話
・就職に対する意識啓発

就職講話

・ビジネスマナーの基礎
・情報化社会でのマナー

ビジネスマナー

未就職者の方には修了後も
個別相談を行います。

フォローアップ

就職支援の内容

就職支援の流れ

私たちが皆さんの
就職活動を
サポートします！

人材情報の作成・配布、ポリテクセンター佐世保の HP への掲載

ジョブ・カードは、職業生活等で経
験した職務履歴、取得した資格や、
職業に対する考え方等を整理でき
るキャリア形成支援ツールで、幅広
く就職活動などに活用できます。

ジョブ・カードとは

就職個別相談① 就職個別相談② 就職個別相談③
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平成２９年度６月 入所 ▼  平成２９年度１２月 修了

株式会社 タシロ （業務部）
N.Tさん［前職：パティシエ］

住環境コーディネイト科
橋渡し訓練付７か月訓練

修了生からのメッセージ修 了 生 の 活 躍 事 例

　　　　　　　　　　前職はパティシエとして働
いていましたが、別の業種への転職を考えていま
した。
　離職後、知人がポリテクセンターに通っている
ことをきっかけに、今までとは全く違う「住まい」
という分野に興味を持ち、住環境コーディネイト
科へ応募しました。
　訓練では住宅やインテリア等について学び、中
でも CAD や建築に関することを学ぶ中で、その
知識を活かして仕事をしたいと思いました。

　偶然にも株式会社タシロから指名求人があり、
職場見学をしました。そこで初めて大きなガラス
やサッシ等組み立てているところを見て、自分も
建設に関わる仕事がしたいと思い応募し、入社す
ることができました。
　主にビルの積算業務をやっていますが、昨年か
ら新規事業のフロント（お店の入り口など）の積
算も行っており、忙しいですが充実した日々を送っ
ています。
　全くの素人からでもポリテクセンターで訓練を
受けることにより新しいキャリアが開けました。あ
りがとうございました。

ポリテクで、新しい
キャリアが開けました！

常務取締役　出口 健市 氏
　現在、N.T さんにはわが社の主力メ
ンバーとして各事業部で頑張っていただ
いています。ポリテク修了生は、前向き
で自己成長意欲があり、能力向上のた
めに取り組む姿勢が素晴らしい人が多い
と感じています。

　わが社は多種多様な業務を展開しており、多くの専門的知識の習得が
必要であるため、人材育成を重視した取り組みを行っております。さらに、
わが社の社是である「挑戦、信用信頼、大家族主義」にあるように、上司・
同僚と良好な人間関係を構築できていることが定着率の良さに繋がって
いると感じています。
　ポリテク修了生の採用は今後も予定しています。

就 職 先 企 業 での 活 躍
採用者の声▼

N.Tさんの業務
　建設会社から頂い
た建築図面をもとに
数量の拾い出しや商
品の選定を行い見積
もりを作成していき
ます。
　オーナー様や設計
事務所、建築会社
の要望に応えつつ付
加価値のある提案を
行っていきます。

株式会社 タシロ（長崎県佐世保市）

建物に表情と息吹を与え快適空間を創造する。
ビル用サッシ、住宅用サッシ、ガラス、アルミフロントサッシ、スチール
サッシ、建築金物、エクステリア、木質建材等多様な建築ニーズに対応。
《施工実績》アルカス SASEBO・新みなとターミナル・佐世保市内の店舗

現在ポリテクの修了生６名が活躍！！
\\　　　　　　　　　　　//

溶接施工科1

（20代男性）
たくさんの溶接の練習ができ、先生
のアドバイスもとても分かりやすく、
受講して良かったと思います。
就職支援室は、なんでも相談できるような良い環境でし
た。

住環境コーディネイト科1

（20代女性）
６か月間、ここで出会った方々と過ご
した時間は貴重で後にも先にも得難
い時間でした。建築に関わる仕事が
したいと思い受講したので、建築法規や家の骨組み
等、これから仕事に役立てていこうと考えてます。

電気設備技術科1

（30代女性）
昨年、第二種電気工事士の試験を
受けるために独学で勉強したことを
きっかけに電気に興味を持ち、ちゃ
んと理解したいと思い訓練を受講しました。知らなかっ
たことを知る喜びや自分を見つめ直すきっかけなど、何
らかの刺激を受けることで就職意識が高まりました。

テクニカルメタルワーク科1

（50代男性）
導入講習も含めて７か月間楽しく過
ごせました。仕事の視野が広がった
分、いろんな仕事に対しても見方が
変わり、興味を持つようになりました。就職支援も良くし
ていただいたので、助かりました。

ＣＡＤ・生産サポート科1

（40代女性）
以前から興味のあったＣＡＤに挑戦し
たくて受講しました。毎日学びがあ
り、良い日々を過ごすことができまし
た。ＣＡＤの仕事は経験者を求められ厳しかったのです
が、就職面接のとき、今学んでいることを自信を持って
話せたので、トライして良かったと思います。

ＣＡＤ・生産サポート科2

（30代男性）
ＣＡＤや簿記について学びたいと考え
受講しました。様々なことが学べて良
かったです。履歴書の書き方や、現
在の長崎の就職状況等、就職のために必要な情報を
収集することができました。同じ目標を持った様々な年
齢の方と頑張ることができるのでおススメです。

溶接施工科2

（40代男性）
受講のきっかけはコロナウィルスの
影響もあり、それまでの仕事が激減
したので、以前から強く興味があっ
た溶接の道を進もうと決意したからです。しっかりと目
標をもって臨めば、自分のスキルアップにつながると思
うので、ぜひ受講されたほうがいいと思います。

電気設備技術科2

（50代男性）
非常に内容の深い、あっという間の６
か月間でした。資格を取得する場合
も、実践的に学べるので理解が深ま
り合格できる確率が高くなります。前職とは違った仕事
をやってみようという思いで受講したのですが、私のよ
うな未経験者は特に勉強なると思いました。

テクニカルメタルワーク科2

（40代男性）
受講に関しては、溶接の理論、基本、
応用まで幅広い分野だったので、と
ても勉強になりました。就職支援室
の先生方をはじめ、事務所の先生方にもたくさんの指
導やアドバイスを頂き、とても感謝しています。

住環境コーディネイト科2

（50代女性）
今まで全く関わっていない建築関係
の仕事でも、気楽にその仕事に入っ
ていけるような授業の内容でした。ま
た、深く専門的なことまで分かりやすく教えて頂け、仕
事に対して自信が持てると思います。
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女性に人気の事務職でも、ポリテクセン
ターで一連の流れを学ぶと「現場のこと
がわかる事務職」として採用しやすいと
いう声をいただきます。ポリテクセン
ターでは様々な職種のリクエスト
求人をいただき、採用に繋

がっています。

女性でも
就職できるの？

女性が少なくてもすぐに打ち解ける雰囲
気です。男性・女性、年代に関係なく
皆さん再就職を目指して頑張ってい
ます。担当する先生も親切でと
てもやさしい人ばかり

です。

女性が少ないと
なじめるか心配です。大丈夫です！ 男女比はコースにより差が

ありますが、どのコースでも男性にし
かできない実習は
実施していません。

ものづくりに
興味があるけど、

女性でも大丈夫かな？

受講料はかかりますか？
無料です。ただし、訓練で使用するテキスト代や作業
服代及び訓練中の怪我等に対する「職業訓練生総合
保険」料は自己負担となります。必要経費について
は、各科のページ(p7～p16)をご覧ください。

選考はどのように行われるのでしょうか？
訓練の受講要件をすべて満たしているか確認するた
め、筆記試験及び面接を実施し、ハローワークと協議
のうえで受講決定いたします。くわしくは、ｐ25「申し
込みにあたって」をご覧ください。また、ｐ26に筆記試
験問題の参考例を掲載していますので、併せてご覧
ください。

年齢制限はありますか？
年齢制限があるコースは「テクニカルメタルワーク
科」のみです。概ね５５歳未満を対象としています。詳
しくはハローワークもしくは当センターまでお問合せ
ください。

訓練期間中に欠席したらどうなりますか？
訓練は休まず受講することが前提ですが、やむを得
ず欠席する場合は届を提出していただきます。欠席し
た訓練の補完については、自習した上で、不明な点は
担当指導員にご質問ください。理由の如何にかかわ
らず、８０％以上の出席が修了の要件です。また、雇用
保険受給者の方、職業訓練受講給付金受給者の方
は、やむを得ない理由による欠席と認められる場合
(証明書類などの提出が必要)は手当が支給されま
す。詳しくは当センターもしくはハローワークへお尋
ねください。

訓練期間中、就職活動を行うことは
できますか？
可能です。昼休みや訓練終了後などに、キャリア支援
室での求人検索、就職支援アドバイザーとの相談な
どができますので、ぜひご活用ください。

訓練期間中に就職が決まった場合、
訓練途中であっても退所することは
できますか？
可能です。入社日に合わせて退所することができま
す。なお、一定の要件(総訓練時間の８０％以上を受講
している等)を満たせば、早期修了として修了証書が
発行されます。

マイカーで通所可能ですか？
可能です。無料の駐車場を完備しておりますのでご
利用ください。また、自転車やバイクの駐輪場なども
完備しておりますのでご安心ください。

訓練の途中で、ほかのコースに編入する
ことはできますか？
訓練の途中でコースを変更することはできません。

昼食をとる食堂はありますか？
昼食を提供する食堂はありませんが、お弁当などを
持参して食べていただける場所として「訓練生ホー
ル」を開放しておりますので自由にご利用ください。

生活を維持するためにアルバイトを
することは可能ですか？
可能ですが、必ずハローワークにご相談ください。
(申告書等が必要です。)

訓練中はどんな服装をしていますか？
訓練に適した作業服、安全靴等で受講していただき
ます。詳しくは入所式のオリエンテーションで各科担
当指導員がご説明します。

ポリテクセンター佐世保の

「溶接施工科」及び「テクニカルメタルワーク科」では、
「ガス溶接技能講習」「アーク溶接等の業務に係る特
別教育」「自由研削用といしの取替え等の業務に係る
特別教育」の資格が取得できます。実習の中に資格取
得につながるカリキュラムを用意しておりますので、
無料で資格取得が可能です。また、ほかのコースにお
いても、訓練期間中や修了後に、任意で資格試験を受
験することが可能です。多くの方が挑戦し、資格を取
得しています。

訓練を受講することで、何か資格が
取れますか？

再就職を目指す女性へ
ものづくりというと男性の仕事なのでは…と思われる方が多い
ですが、企業の生産性向上にむけ、女性が活躍できるものづ
くりの場がどんどん増えています。ポリテクセンター佐世保で、
長く使える技能をプラスして就職先の幅を広げてみては？

・受講者の ４人に１人が女性

いっしょに

がんばりましょう！

子育て中の方も安心して訓練を受講できるよう、訓練受講
中にお子様を周辺の託児施設に預けることができます。

対象者
未就学児の保護者で求職中の方。また、訓練の受
講に際し託児サービスの利用が必要であるとハロ
ーワークが認めた方。

託児サービス利用料
無料（食事代、おやつ代、おむつ代、慣らし保育代等
は実費です。）

※ご注意
・託児サービスはポリテクセンター佐世保が委託する委託施設で行
うため、託児施設へのお子様の送迎が必要です。

・託児施設は、利用される方のお住まいやお子様の年齢等をもとに
その都度決定します。託児サービスの内容や利用条件等は託児施
設により異なります。

・受入れ可能な託児施設が確保できない場合や申込者多数の場合、
利用できないことがありますのでご了承ください。

対象コース
ポリテクセンター佐世保で実施する全てのコース。

申込み
訓練申込と併せてハローワークで相談の上「託児サ
ービス利用申込書」をハローワークへ提出してくだ
さい。

託児サービスに関する お問い合わせ ポリテクセンター佐世保 TEL 0956－58－3118

託児サービス

子育て中の方も安心して
再就職へステップアップ！
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申し込みにあたって
申込みから入所までの流れ

①相談 ②入所申込み ③入所選考 ④入所

（1）公共職業安定所に求職の申込みを行っており、職業訓練に関連する職種への再就職を希望している方
（2）職業訓練受講及び修了に支障がない方（健康状態等）
（3）公共職業安定所の受講指示等を受けることができる方

※（企業実習付き）テクニカルメタルワーク科は概ね５５歳未満の方が受講対象となります。

受講要件

（1）受講希望者は、 最寄りのハローワークで求職の申込みをし、 必ず職業相談を受けてください。
（2）職業相談後、所定の「入所申込書」を受け取り、必要事項を記入の上、最寄りのハローワークへ募集期間

内に提出してください。入所申込書には、本人確認のための写真(横３㎝×縦４㎝)を１枚貼付してください。
※【個人情報の取扱いについて】
　入所申込書に記入された個人情報は、独立行政法人等の所管する個人情報の保護に関する法律を
　遵守し適切に管理いたします。

入所申込み方法

（1）面接及び筆記試験の総合判定により選考します。
（2）筆記用具(鉛筆、消しゴム、ボールペン)をお持ちください。
（3）応募者が定員に満たない場合でも、選考の結果により職業訓練を受講できない場合があります。

選考方法・携行品

（1）受講料は、無料です。
※ただし、テキスト代及び作業服代等の経費の自己負担があります。

（2）テクニカルメタルワーク科を受講される方は、職業訓練生総合保険への加入が必要です。

その他

※受験票は発行しませんので、ハローワークでの申込み後、選考日に直接会場までお越しください。
※選考の時間は、進捗により多少前後することがあります。
※面接時間は、最初と最後の方で終了時刻が大きく
　異なりますので、あらかじめご了承願います。

選考時間・場所

8：45～09：15

9：15～12：00
（予定）

受付
選考に係る説明
筆記試験
面接会場への移動
面接試験

筆記試験問題の参考例
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ポリテクセンターまでのアクセス

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構  長崎支部

ポリテクセンター佐世保

■車でお越しの場合
《佐世保方面から》
針尾バイパスをハウステンボス方面へ直進、道路
標識に従って「長崎・西海・西海パールライン」方
面へ「和泉屋」手前から左側側道に降り、江上交
差点を右折してすぐ。（西九州自動車道使用の際
は大塔ICで下車）
《ハウステンボス方面から》
早岐瀬戸を越えた先の道路標識に従って「長崎・
西海・西海パールライン」方面へ、左側側道に降
り、江上交差点を左折してすぐ。

■バスでお越しの場合
最寄りのバス停は小島寺下及び深谷となります。
大手原バス停もご利用いただけます。時刻表等の
詳細につきましては、西肥バスのHPでご確認くだ
さい。
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