平成３０年３月修了生版

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、ハローワークへ求人の申し込みをした求人
票（写）を添付してお申し込みください。

あなたの
職場に新しい
パワーを！！
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
〒８５４-００６２
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諫早市小船越町1113番地
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セミナー等

ＴＥＬ ０９５７−２２−２３２４
ＴＥＬ ０９５７−２２−２３２３
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ＴＥＬ ０９５７−２２−２９５１

ＦＡＸ ０９５７−２２−２３２５

ＦＡＸ ０９５７−２２−２１７７
HP版

☆ 訓練期間

訓

練

平成２９年１０月４日〜平成３０年３月２９日（６ヵ月間）

科

名

訓

修了者数

練

内

容

機 械 加 工 技 術 科

８ 名 機械を使って金属を削り、船や車の部品などあらゆる機械の部品の加工方法について基礎から習得します。

溶

８ 名 安全作業を併せて習得します。

接

施

工

科

電 気 設 備 技 術 科
設

備

管

理

科

住宅リフォーム技術科

金属加工分野における必要な知識と各種金属の溶接法を習得すると共に、ものづくりに必要な関連知識、技能や

７ 名 電気設備工事に関する知識・技能について、実習を通して基礎から習得します。
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、警報設備、配管製図等の知識・技能を習

２０ 名 得し、また、パソコンによる文書作成、データ管理、ＪＷ-ＣＡＤによる図面作成の関連知識を習得します。

木造住宅のリフォームに必要な構造、法律、各種届出について理解し、コンピュータを使用した図面作成に関する
１２ 名 知識・技能を習得します。また、木造住宅の基本的な計画、建て方を理解し、その技能及び関連知識を習得しま
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

●機械加工技術科
番号 年齢

1

59

住所

希望職種

旋盤工、ＣＡＤオペレー
島原市
ター

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

まず目の前の物から片付けるごくごくあたり前の人生観を持っておりま
海産物問屋（１３年４ｶ
す。物事は手当たり次第片付けておきたい方で、スピードに物を言わせ
島原市、南島原 月）、携帯電話製造業（２ 普通自動車、原付自転車、自由研削とい
たい方です。熱中できればそれでいいと思っております。やりたいこと
市
年２ｶ月）、食肉製造業
し
がやれればいいと思っております。ごくごくあたり前の人生が送れれば
（１２年１１ｶ月）
いいと思っております。

普通自動車、自由研削といし、日本漢字
スーパーマーケット業務
能力検定２級、実用数学技能検定（1次
（４年）、学習塾講師アル 計算技能検定）２級
バイト（６ｶ月）
★取得見込（技能検定（機械加工３
級））

私は、物事を習慣化させる適応力があります。大学卒業後から４年間務
めていたスーパーにおいてはレジの業務を中心に、限られた勤務時間の
中で清掃や商品棚卸管理作業、備品補充等をこなすことが求められてい
ました。当初は苦戦を強いられたものの、勤務を重ねる毎にそれらを行
う能率的な方法や順番、費やす時間配分が自ずと身につくようになりま
した。それを学校の時間割のようにパターン化してこなす事で、不備や
滞りのない正確な業務の履行を集中して実現させていました。今後もこ
の強みを活かし、社会人として存分に奮闘したく思います。

27

普通旋盤工、ＮＣ旋盤工、
長崎市 ＣＡＤオペレーター、事務 特になし
職

27

工作機械オペレーター、Ｎ
諫早市 Ｃ旋盤工、旋盤工、組立、 福岡県（全土） 機械設計（２年）
調整

5

39

工作機械オペレーター、溶 長崎市、時津
長崎市
接工、はん用器具製造
町、長与町

看護助手（２年２ｶ月）、
配送（８年１ｶ月）、溶接
工（８年７ｶ月）

6

35

工作機械オペレーター、フ
長崎市、時津
長与町 ライス旋盤工、ＮＣ旋盤
町、長与町
工、鉄工作業

プロペラ研磨作業（１
年）、クリーニング業（７ 普通自動車、自由研削といし
年５ｶ月）

私は、大していろんな免許や資格があるわけではありませんが、何事に
も前向きに挑戦し、真面目に強い気持ちで職業訓練で身に付けた事や学
んだ事を、仕事の方で活かしてがんばって行こうと思っています。

7

48

長崎市 ＮＣ旋盤工

半導体オペレーター（１年
４ｶ月）、織布（６年９ｶ
自由研削といし、普通自動車
月）

私は、指示された仕事だけでなく自ら考えて行動する積極的な人間で
す。何事にも前向きに挑戦し、困難な仕事も諦めない性格です。訓練分
野の事は経験はありませんが、自力のチャレンジ精神で仕事をこなして
いきたいと思います。

2

3

長崎市

私は、人と会話をするのが好きな人間です。会話をすることにより知ら
自由研削といし、普通自動車、ＪＡＢＥ なかった情報や考えつかなかったアイデアを得ることが出来ると考えて
Ｅ「機械および機械関連分野」習得技術 います。いろんな方々と情報交換しつつ、新しい技術にも目を向け、訓
者
練で習得した知識や技能を活かして仕事を行っていきたいと思っていま
す。

普通自動車、自動二輪（中型）、アーク
溶接、ガス溶接、自由研削といし、玉掛
け、床上操作式クレーン、半自動溶接適
格性証明、ＥＮ規格（ヨーロッパの溶接
規格）

1

私の強みは、「やり抜く力」だと思います。与えられた仕事だけでなく
何事にも責任感をもって全力を尽くす性格です。訓練分野の仕事の経験
はありませんが、今までの職務経歴を活かし、スキルアップしていく所
存です。６ｶ月職業訓練で身に付けた技能や知識を１日でも早く、新し
い職場の中で活かしたいと思っています。

番号 年齢

8

9

28

43

住所

希望職種

就職希望地

保持する主な免許・資格等

自己アピール

接客業（４年８ｶ月）、仕
上工（２年）

私は、体力に自信があり、今までの仕事で休むことなく勤めてきまし
た。また、我慢強い人間だと思っています。訓練分野の仕事の経験はあ
普通自動車、玉掛け、自由研削といし、
りませんが、仕事を休むことなく、より多くの事を学んでいきたいと
栽培漁業技術認定１級
思っています。このポリテクセンターで身に付ける事ができる多くの知
識や技術を自分の力にし仕事の中で活かしていきたいと思っています。

ＮＣ旋盤工、マシニングセ
南島原市、雲仙 接客（１１年６ｶ月）、営
ンタ、ＣＡＤオペレー
市、島原市、諫 業（６ｶ月）、機械警備
ター、汎用、フライス旋盤
早市
（３年６ｶ月）
工

私は、何事に対しても努力を怠らず、コツコツと着実に積み重ねて行
き、決して諦めない粘り強い性格です。訓練分野における職務経験はあ
りませんが、基本を大切にし、そして前向きに挑戦し続けることを常に
普通自動車、自動二輪（中型）、自由研 心掛けていく所存です。前職においても規律と連携を重視して来まし
削といし
た。これは前職だけに限らず、私が常に意識し実践してきたことでもあ
ります。また、職場の同僚とのコミュニケーションの部分も仕事と同様
に重視して来ました。職業訓練で習得した知識や技能を1日でも早く仕
事で活かしたいと思っております。

機械加工職（汎用旋盤、Ｎ
長崎市、諫早
長崎市 Ｃ旋盤、マシニングセン
市、時津町
タ）

南島原市

主な職歴

●溶接施工科
番号 年齢

1

2

38

35

住所

長与町

島原市

希望職種

就職希望地

溶接工、製缶工、組立工、板 長崎市、長与
金工、船舶製造
町、時津町

島原市、南島原
溶接工、機械全般、船舶製造 市、雲仙市、諫
早市

主な職歴

印刷機オペレーター（１９
年）、鉄筋圧接工（３ｶ月）

食品製造工場（１６年４ｶ
月）

保持する主な免許・資格等

自己アピール

普通自動車、自動二輪、玉掛け、フォーク
リフト、自由研削といし、ガス溶接
★取得見込（アーク溶接、床上操作式ク
レーン、ＪＩＳ溶接検定）

私はこれまで基本を重要とし、如何に効率良く作業が出来るかを工夫し、仕事
をしてきました。
また、コミュニケーションも大事にしチームワークを良くすることは、作業を
円滑に進めることに繋がり会社の利益にも繋がると思っています。
まだ、未熟ではありますが職業訓練で身に付けた技術や知識を、１日でも早く
活かせるよう努力してまいります。

普通自動車、ガス溶接、自由研削といし
★取得見込（アーク溶接、ＪＩＳ溶接検
定）

私は、以前よりものづくりに興味がありました。前職は、食品工場で高校卒業
から働いていました。
前職では、製造機械のメンテナンスや修繕も行っていました。訓練について
は、初めての事ばかりなのでまだまだ未熟な部分も多々あります。日々、訓練
の中でいろいろな課題を仲間たちと相談しあいながら自分なりに考え工夫し課
題に取り組んでいます。
訓練校と前職で学んだ知識や経験を仕事の中で活かし頑張って行きたいと思っ
ています。

2

番号 年齢

3

4

5

7

8

25

53

35

57

20

住所

長崎市

長崎市

雲仙市

長崎市

長崎市

希望職種

溶接工、船舶製造

溶接工、船舶製造、製缶工

溶接工、機械全般、船舶製
造、鉄骨・鉄筋工

就職希望地

保持する主な免許・資格等

自己アピール

長崎市、時津
町、長与町

雑誌製作（６ｶ月）、営業
（３ｶ月）、イベント開設・ 普通自動車(MT)、ガス溶接、自由研削とい
設営・運営（１年１ｶ月）、 し、日本ソフトテニス連盟公認審判員２審
マスコミ・カメラマンアシス ★取得見込（アーク溶接）
タント（４年２ｶ月）

私は任された仕事は、最後までしっかりこなす人間です。
わからない事があれば、周りの人と話し合い、できるまで向上心を持って働く
所存です。
前職では、個々の力を向上しつつ、一緒に働く人がどうしたら仕事をしやすい
か考えて仕事をしていました。訓練分野は、まだ未熟ではございますが、職業
訓練で学んだ知識を活かして頑張りたいと思います。

長崎市

炭鉱夫（１３年１ｶ月）、交
通誘導員（２年６ｶ月）、土 普通自動車、玉掛け、ガス溶接、自由研削
木作業員（３年２ｶ月）、造 といし、足場作業主任者
船配管工（３年）、造船足場 ★取得見込（アーク溶接）
工（６年６ｶ月）

私は、ごく平凡でこれといった特技もありませんが、今までもこれからも、真
面目な仕事ぶりを心がけていきます。
訓練分野での仕事の経験はありませんが、今までやってきた仕事同様にやるつ
もりです。
職業訓練で身に付けた技術と今までの経験を活かしていきたいと思ってます。

畜産（２年１１ｶ月）、競走
馬の調教・育成（１１年１ｶ 普通自動車、ガス溶接、自由研削といし
月）、馬車の御者・サービス ★取得見込（アーク溶接）
業（１年７ｶ月）

私は、指示された仕事だけではなく、自ら考え行動できる積極的な人間です。
何事に対しても前向きに挑戦し、困難な事でも諦める事の無い粘り強い性格で
す。訓練分野の仕事の経験はありませんが、持ち前のチャレンジ精神にて仕事
を吸収していく所存です。
前職においてもチームワークを大事にして来ました。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来ました。
職業訓練で身に付けた知識や資格を１日でも早く、仕事の中で活かしたいと
思ってます。

印刷営業（５年）、都市ガス
配管工（５年２ｶ月）、機械
組立工（１５年７ｶ月）、ク
レーン運転士（４年７ｶ
月）、リサイクル廃材引き取
り及びガス切断業（５年）、
船舶客船船室玉掛け（２年３
ｶ月）

私は、指示された仕事だけではなく、チームワークをモットーに積極的に何事
にも挑戦してきました。良いことも悪いことも有りましたが、一日一日を前向
きに心掛けてまいりました。私の良いと思う事は、先輩、後輩に対して思いや
る気持ちです。現在一番思う事は、人間関係だと思います。コミュニケーショ
ンを心がけてまいりました。
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。

長崎市、諫早
市、雲仙市、島
原市、西海市

溶接工、雑工、福祉関係（職
長崎市、時津
種はあまり、こだわりませ
町、長与町
ん）

溶接工、船舶製造

主な職歴

長崎市、時津町

製造検査工（１年４ｶ月）

普通自動車、玉掛け、ガス溶接、フォーク
リフト、床上操作式クレーン、天井クレー
ン運転士、自由研削といし
★取得見込（アーク溶接）

普通自動車、自動二輪（中型）、玉掛け、
ガス溶接、自由研削といし
★取得見込（アーク溶接）

3

私は、一人でもくもくと仕事を進めていくタイプの人間です。できない事でも
自分で考えて、上達できるようにするといった負けず嫌いな性格です。
高校時に溶接はやった事はありますが、自分が持っている知識や技術を深めた
いと思い職業訓練校に通っています。
職業訓練で磨いた技術を１日でも早く仕事に活かしたいと思っています。

番号 年齢

9

19

住所

諫早市

希望職種

溶接工、船舶製造

就職希望地

長崎市、諫早
市、佐世保市、
西海市

主な職歴

施工管理（３ｶ月）

保持する主な免許・資格等

普通自動車、危険物丙種、ローラ運転特別
教育、ガス溶接、自由研削といし
★取得見込（アーク溶接)

自己アピール

私は自分で考え行動することができる人間です。又、人と話すことが好きでコ
ミュニケーション能力は優れていると思います。訓練分野の仕事の経験はあり
ませんが、私は工作や技術が好きで得意なので精一杯努力し、仕事を吸収して
いきたいです。
訓練で身に付けた知識や資格を活かし、持ち前のコミュニケーション能力で仲
間との協調性を高め仕事をしたいと思います。

●電気設備技術科
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

飲食業で仕事をした経験を活かし、安心安全を重視する仕事に就きたい
飲食業（１０年）、工場勤 原付自動車、玉掛け、床上操作式クレー
と思います。特に保守、点検を主とする仕事につきたいと思っていま
務（１０年）
ン
す。職業訓練で身に付けた事を活かしたいと思います。

1

57

島原市

設備管理（ホテル、マン
ション等）

2

64

島原市

電気工事士、鉄工員、自動 島原市、諫早
車整備士
市、雲仙市

30

普通自動車、自動二輪（中型）、アーク 前職では、機械製造職として、門型のＮＣ機械を使って主に大型船のエ
長崎市、諫早
溶接、ガス溶接、自由研削といし、玉掛 ンジン部品の製造を６年間やってきました。私はそこでオペレーターと
電気機器製造業、電気工事
製造（ＮＣオペレーター）
長崎市
市、時津町、長
け、床上操作式クレーン、危険物取扱者 して、それぞれ違う５台のＮＣ機械の担当を任され、荒加工から仕上げ
士、設備管理
（６年）
与町
乙種４類、第二種電気工事士
加工までの工程を経験してきました。仕事を行う際は、常に効率と正確
★取得見込（消防設備士乙種第４類） を心掛け、社員同士の連帯がスムーズに行えるよう心がけていました。

28

私は、これまで電気工事業に携わったことこそありませんが、以前より
電気関係には興味をもっており、現在第二種電気工事士を取得すべく職
普通自動車
業訓練を受講しております。同時に消防設備士や危険物取扱者の勉強も
★取得見込（第二種電気工事士、消防設
並行して行っています。ゆくゆくは第一種電気工事士取得も含め、仕事
備士乙種第４類、危険物取扱者乙種４
の幅を広げるために努力を継続していくつもりです。先輩方の指導をあ
類）
ますところなく吸収し、一日も早く一人前の電気工事士として、お役に
立てるよう精進していきます。

3

4

大村市 電気工事士

長崎県内

大村市、諫早
市、長崎市

自動二輪（大型）、大型自動車、危険物
自動車整備士（９年）、鉄
取扱者乙種４類、フォークリフト、有機 前職や職業訓練で身に付けた技能、技術を1日でも早く仕事に活かした
工所（２７年）、消防士
溶剤、床上操作式クレーン（３ｔ）、自 いと思っています。
（３年）
動車整備士２級、玉掛け、ガス溶接

接客・販売（２年４ｶ月）

4

番号 年齢

5

27

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

私は、目標に向かってコツコツ努力を重ねる忍耐強い性格です。前職の
プログラマーとしての経験により、論理的思考力を培うことができまし
普通自動車、自動二輪（中型）
た。またその際に同じモノづくりの中でも、実際に物に触れ、体を動か
★取得見込（第二種電気工事士、消防設
して働く電気工事士という職業に魅力を感じました。全くの未経験の分
備士乙種第４類）
野になりますが、第二種電気工事士及び消防設備士乙種第４類の資格取
得に向けて勉強に励んでおります。

長崎市 電気工事士

長崎市、長与
プログラマー（２年４ｶ
町、時津町、諫
月）
早市

私は、訓練分野の仕事の経験はありませんが、何事もまじめに取り組む
我慢強い方だと思います。器用なタイプではないですが、持ち前の忍耐
力で、仕事を吸収していく所存です。職業訓練でスキルアップし、仕事
に活かして行きたいです。

私は、与えられた仕事をこなすだけでなく、より多くの仕事に積極的に
挑戦したいと考えています。訓練分野の仕事の経験はありませんが、職
場の先輩達からより多くの事を吸収し、職業訓練で身に付けた知識や資
格と共に、１日も早く仕事の中で活かしていきたいと思います。

6

41

長崎市 電気設備工事士、水産業

普通自動車、小型船舶操縦士１級、
長崎市、諫早 真珠養殖（１０年）、魚市 フォークリフト、栽培漁業技術検定1
市、時津町、長 発砲スチロール処理現場
級・２級
与町
（１２年）
★取得見込（第二種電気工事士、消防設
備士乙種第４類）

7

29

長崎市 電気工事士

長崎市、諫早
市、時津町、長 運転手（８年）
与町

自動二輪（中型）、大型自動車二種、
フォークリフト、第二種電気工事士

●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

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。持
普通自動車、小型車両系建設機械
ち前のチャレンジ精神で仕事を吸収して行きます。
★取得見込（危険物取扱者乙種４類、２
前職は、チームワークとコミュニケーションを大切にして誠実に対応す
級ボイラー技士、消防設備士乙種１類、
るように心掛けて来ました。職業訓練で身に付けた知識と取得資格を一
ガス溶接）
日も早く仕事の中に活かしたいと思っています。

1

37

長崎市 ビルメンテナンス

長崎市内

接客(３年４ｶ月)、半導体
組立(８年１０ｶ月)

2

24

長崎市 施設管理

長崎市、時津
町、長与町

普通自動車、自動二輪、小型車両系建設
窓口業務(１年２ｶ月)､営業 機械
(１年５ｶ月)
★取得見込（第二種電気工事士、危険物
取扱者乙種４類）、ガス溶接）

4

33

雲仙市

雲仙市小浜町、
ビルメンテナンス、施設管
源泉管理（９年４ｶ月）、
千々石町、吾妻
理
接客（２年）
町、諫早市

自己アピール

私は中学生の時バトミントン部、高校時代はハンドボール部で活動して
いた経験から忍耐力はあります。発想力や応用力では劣る部分がありま
すが、一つの事柄に対して粘り強く取り組むことができます。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います。

中型自動車、小型船舶操縦免許２級、小
型車両系建設機械、危険物取扱者乙種４
類、介護福祉士、情報処理２級、全商簿
私は、一つのことを覚えるのに時間がかかりますが、その教えてもらっ
記２級
たことを覚え、頑張って仕事をやって行きます。
★取得見込（二級配管技能士、２級ボイ
ラー技士、ガス溶接）、消防設備士乙種
１類
5

番号 年齢

5

6

7

8

9

10

住所

希望職種

就職希望地

主な職歴

50

長崎市、諫早
設備管理、営業、販売、総
営業・販売（２７年１ｶ
諫早市
市、大村市、雲
務その他職種を選ばず
月）
仙市

46

ビルメンテナンス、ビル管 長崎市、諫早
諫早市
理
市、大村市

清掃(美装：８年１１ｶ月、
ハウスクリーニング：５
年、日常清掃の管理職：４
年６ｶ月)

保持する主な免許・資格等

自己アピール

私は責任感が強く、明るい積極的な人間です。リーダーシップがあり前
普通自動車、自動二輪（中型）、小型車 向きな性格です。訓練分野の仕事の経験はありませんが、どのような仕
両系建設機械
事でも全力で取り組みます。前職においても相手の意見を理解し、最良
★取得見込（ガス溶接）
の方法になるように努力して来ました。職業訓練で学んだ知識・技能に
加え、自身の幅を広げて一日も早く職場で活躍したいと思います。

私は長い間、清掃業に携わってきましたが、職業訓練を活かしてビル管
普通自動車(中型)、小型車両系建設機
理や施設管理等の仕事に挑戦したいと考えています。前職では管理職を
械、３級表計算技士、３級ワープロ技士
経験し、現場において作業をするだけでなくプレーイングマネージャー
★取得見込（危険物取扱者乙種４類、消
として様々な経験を積むことができました。これまでの経験と職業訓練
防設備士乙種４類、ガス溶接）
で身に付けた技術や知識を仕事の中で活かしたいと思っています。

普通自動車、小型車両系建設機械、危険
長崎市、諫早 建築(２年８ｶ月)、販売(５ 物取扱者乙種４類
市、時津町、長 年８ｶ月)、営業(１年１１ｶ ★取得見込（二級配管技能士、２級ボイ
与町、大村市 月)
ラー士、消防設備士乙種４類、ガス溶
接）

私は自分自身がいかに効率的に作業出来るかを考えて行動する人間で
す。「情けは人の為ならず」を信念とし助け合い、励まし合いながら仲
間と一緒に進んで行くことを目指しています。過去の数々の職務におい
て、意思疎通の重要性は重々理解しています。訓練においても積極的に
話し合い、安全で効率的に作業を進めることを常に意識しています。訓
練分野の仕事は未経験ですが、今までの人生で得た経験から活用できる
事を利用し、新たな知識も加えて仕事に活かしていきたいと思っていま
す。

42

長崎市 ビルメンテナンス

61

店長（１２年）、主任（１
長崎市、諫早
施設管理、設備保全、倉庫
０年）、リーダー（２年：
長崎市
市、長与町、時
管理
店舗管理、金銭、労務）
津町
課長（８年：在庫管理）

26

私は何事にも積極的に行動する人間です。前職では、ＴＶ局、映像関係
普通自動車、小型車両系建設機械
会社で働きたいと思い、まず東京に引っ越しをし、映像制作の会社に就
ビルメンテナンス、ビル管
★取得見込（二級配管技能士、危険物取
福岡県博多区、 アシスタントディレクター
職しました。現在は、積極的に二級配管技能士等の資格取得に取り組ん
長崎市 理、ボイラー関係、消防設
扱乙種４類、２級ボイラー技士、ガス溶
中央区
(２年間)
でいます。また前職では、毎日のように新しい人と仕事を行っていたの
備関係
接）
で、コミュニケーションには自信があります。訓練分野の仕事の経験は
ありませんが積極的に行動し、仕事を吸収していく所存です。

46

営業(２年５ｶ月)、接客(１
長崎市、諫早
住宅設備、空調設備、ビル
３年１ｶ月)、製造(１０ｶ
大村市
市、大村市、島
メンテナンス
月)、建設作業(４年４ｶ
原市、佐世保市
月)、食品販売(１年４ｶ月)

私は積極的に仕事に取組み、何でも前向きに取り組むタイプです。訓練
普通自動車、自動二輪(中型)、小型車両
分野の仕事の経験はありませんので、管理という分野で経験を活かせば
系建設機械、防火管理者
と考えています。前職でもチームワークが必要でしたので仲間、業者の
★取得見込（危険物取扱者乙種４類、２
人とのコミュニケーションの必要性を大切にしてきました。職業訓練で
級ボイラー技士、ガス溶接）
身に付けた知識、取得資格を活かしたいと思っています。

普通自動車、調理師免許、アーク溶接、
小型車両系建設機械
★取得見込（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
ボイラー士、防火管理者、消防設備士乙
種１類、ガス溶接）

6

私は、何事にも積極的に取組み、チャレンジすることが好きなタイプで
す。特に、前職において、配管工事、ダクト工事等、物づくりに対する
興味がわいてきたので前職に繋がる仕事ができたらと思います。この職
業訓練で更に、知識を習得し、資格を取って訓練の成果を活かした仕事
を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

大型自動車第二種運転免許、建築物環境
衛生管理技術者、第一種電気工事士、工
事担当者デジタル第一種、第１級陸上特
殊無線技士、第一種衛生管理者、２級ボ
長崎市、諫早 通信設備工事(１５年)、施 イラー技士、危険物取扱者乙種４類、消 今までに培ってきた知識と経験に、ポリテクセンター在校中に取得した
市、時津町、長 設設備管理(３年)、学校事 防設備士甲種４類、エックス線作業主任 免許、資格、技能を合わせて、新たな職場で活かせればと思っていま
与町
務(２１年６ｶ月)
者、第二種情報処理技術者、介護職員初 す。少なくとも７０歳ぐらいまでは現役で頑張るつもりです。
任者研修課程修了、小型車両系建設機械
★取得見込（消防設備士乙種７類、危険
物取扱者乙種１・３・５類、第二種冷凍
機械責任者、ガス溶接）

11

62

長与町 ビル管理、施設設備管理

12

54

諫早市

29

ＪＡにて、資材、農薬、肥
料等の販売(５年)、共済保
ビルメンテナンス、水道配
険の営業(３ｶ月)、各直売
諫早市
諫早市、大村市
管、ホームセンター系
所の管理(３ｶ月)、ガス点
検(６ｶ月)、魚の加工(１
年)

普通自動車、フォークリフト、ガス溶
接、小型車両系建設機械、大型特殊(農
耕車に限定)、けん引(農耕車に限る)
★取得見込（ガス溶接、二級配管技能
士）

私は、何かを作ることが好きで、パソコンを自作したり、小屋を建てた
こともあります。製作途中で失敗などありますが、それを乗り越えて完
成するさせることは楽しいです。性格は明るく、現場でもコミュニケー
ションを大切にして働いてきたのでそれを大切にして頑張りたいと思い
ます。

14

23

配管工、ビルメンテナン
長崎市 ス、空調設備工事、ボイ
ラー管理

普通自動車、大型特殊(農耕車限定)、
アーク溶接、フォークリフト、小型車両
系建設機械、危険物取扱者乙種４類
★取得見込（二級配管技能士、２級ボイ
ラー技士、ガス溶接）

私は、自分に与えられた仕事には責任を持って行い、次々に新しいこと
に積極的にチャレンジできる人間です。現在、職業訓練で習得している
ことは未経験ですが、新しいことに積極的に取組み、吸収し、早い段階
で戦力となれるよう努めて行きたいと思います。また、前職で身に付け
た技能や接客マナー等も活かして行きたいと思っています。

15

27

長崎市

50

長崎市、諫早
管工事、住宅リフォーム、
建築設計施工管理(１５
長与町
市、時津町、長
便利屋、製造
年)、工場作業員(１０年)
与町

32

管工事、ビルメンテナン
大村市
ス、ビル空調設備

13

16

17

施設管理、ホームセンター 長崎市、諫早
等、倉庫管理
市、大村市

普通自動車、自動二輪(中型)、フォーク
塗装(７年)、製造（１４年
職業訓練で身に付けた知識や資格を仕事の中で活用したいと思っていま
リフト、玉掛け、ガス溶接、小型車両系
８ｶ月）
す。
建設機械、小型貫流ボイラー特別教育

長崎市、諫早
市、大村市、時 接客(３年５ｶ月)
津町、長与町

ビルメンテナンス、ビル空
長崎市
調設備、管工事

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
調理師(２年１１ｶ月)、エ 普通自動車、自動二輪(中型)、玉掛け、
す。前職においてもチームワークを重視してきました。職業訓練で身に
ンジニア(５年)、宅配(３ｶ ガス溶接、小型車両系建設機械
付けた知識や資格を一日も早く、次の仕事に活かしたいと思っていま
月)
★取得見込（危険物取扱乙種４類）
す。

機械メンテナンス(２年１
大村市、諫早市 １ｶ月)、接客(９年８ｶ
月)、営業(３ｶ月)

中型自動車免許(８ｔ)、普通二輪、
フォークリフト、クレーン講習(５ｔ未
満)、小型車両系建設機械
★取得見込（二級配管技能士、危険物取
扱者乙種４類、ガス溶接）

私は、多くのことを一度にできない代わりに、ひとつの事を確実に作業
することを心掛けて来ました。建築では、建築図面からサッシ、金物等
の施工図を作成し、現場監督、自社・他社作業員との打ち合わせを行い
建物を完成させて来ました。しかし、技能工等の資格を保有していない
ので、職業訓練で知識や技能を習得し、資格も取得して、今後の仕事に
活かしたいと思っています。

私は前職で、店長職に従事しており、働く仲間に対してコミュニケー
普通自動車、防災管理者、甲種防災管理
ションには誠実に心掛け、チームワークを重視しました。また、指示を
者、危険物取扱者丙、乙４類、小型車両
出す立場上、自ら考え、行動し、様々なことに挑戦してきましたので、
系建設機械
訓練分野の仕事の経験はありませんが、同様にチャレンジしていく所存
★取得見込（二級配管技士、ガス溶接）
です。

7

番号 年齢

18

19

20

21

33

43

40

47

住所

希望職種

就職希望地

主な職歴

諫早市、長崎
ビルメンテナンス、空調設
菓子製造(１年)、接客(１
諫早市
市、時津町、大
備、電気工事士など
２年)
村市

島原市

管工事、ボイラー管理、土
島原市
木

南島原市 管工事、空調設備

保持する主な免許・資格等

自己アピール

普通自動車、二級小型船舶免許、危険物
取扱者乙種４類、小型ボイラー、食品衛
生責任者、小型車両系建設機械、甲種防
火管理者
★取得見込（第二種電気工事士、消防設
備士乙種４類、ガス溶接）

私は、接客の仕事を１２年程やってきましたので、愛想よく、誰とでも
接することができます。働く上で、コミュニケーションは大事なので、
お客様、働く仲間など皆さんに対して誠実に真心で対応します。職業訓
練で、今まで自分に無かった知識や資格を習得して、自身を持って仕事
に活かして行きたいと思っています。

普通自動車、大型自動車、大型特殊自動
私は１２年間、食肉加工業の職に従事し、工場長を務めておりました。
車牽引、大型車両系機械、玉掛け、ガス
営業(２年６ｶ月)、整備士
人を動かし、また協力していく人間関係作りやチームワークを重視して
溶接、小型車両系建設機械、自動車整備
(１年)、土木・石づき・コ
来ました。その中で、今、何をなすべきかという判断力やどうすれば効
３級(ガソリン、シャシー、ディーゼル)
ンボオペレータ(６年２ｶ
率化が図れるかを考えることも身に付けることができました。訓練分野
★取得見込（二級配管技能士、第二種電
月)、食品加工(１２年)
の経験はありませんが、職業訓練で身に付けた知識や資格を活かして初
気工事士、危険物取扱者乙種４類、２級
心の気持ちで頑張りたいと思います。
ボイラー技士）

普通自動車、小型車両系建設機械、日本
書写３級、電卓１級、日商簿記２級、ビ
漁協職員(３年１ｶ月)、自
ジネス能力３級、フォークリフト、
関東、中部、近 営(弁当屋：１０年９ｶ
MOSWord２００３エキスパート
畿、九州、沖縄 月)、清掃(１年)、製造(２
★取得見込（二級配管技能士、危険物取
ｶ月)、販売(１年９ｶ月)
扱者乙種４類、２級ボイラー技士、ガス
溶接）

私は、家業の弁当屋や漁協職員では、配達、接客、電話対応、経理等の
仕事に携わってきました。中学生、高校生の時、卓球部に所属してお
り、部活を通して物事をコツコツと粘り強く行う事が大切かということ
を学び、これらの経験を活かせたいと思います。

製紙会社オペレーター(１
０年１ｶ月)、廃棄物収集運
搬(３年６ｶ月)、設備管理
(４年４ｶ月)、マンション
管理業務(９年８ｶ月)

普通自動車、大型自動車、二級小型船舶
免許、二級ボイラー技士、クレーン運
転、フォークリフト、危険物取扱乙種４
類、マンション管理業務主任者、空気環
境測定実施者、小型車両系建設機械、甲
種防火管理者
★取得見込（第二種電気工事士、ガス溶
接）

私はこれまで集団での仕事の進め方、品質管理、コスト削減、個人技能
の正確さ早さ等、多くの知識と経験を得ました。「迅速・正確は奇跡を
生む」をモットーに今までの経験を活かして新たな職場（職）に従事し
たいと思っています。

主な職歴

保持する主な免許・資格等

自己アピール

普通自動車、実用中国語準４級、ＣＳ検
定ワード２級、ＣＳ検定エクセル３級
★取得見込（足場組立て等の作業に係る
特別教育、携帯用丸のこ作業に係る安全
教育、ＣＳ検定エクセル２級、建築ＣＡ
Ｄ検定２級）

私の長所は集中して話を聞く所です。何事も理解するためには、まず相
手の話に耳を傾けることが大切だと考えます。現在は、建築に関する理
解を深めることにこの長所を活かしています。理解が乏しいと感じる場
面では、積極的に質問する所が私の特徴です。この長所を活かして、お
客様に寄り添う仕事がしたいと考えています。

大村市 設備保全、施設管理、製造 大村市

●住宅リフォーム技術科
番号 年齢 住所

1
女

33

希望職種

就職希望地

長崎市 住宅設計、住宅リフォーム 長崎市

菓子製造（１年１０ｶ
月）、事務（９年１ｶ月）

8

番号 年齢

3

4

57

61

住所

希望職種

就職希望地

ホテル・フロント業（約６
長崎市、諫早
住宅リフォーム業、住宅設
年）、漏水調査（約１４
諫早市
市、大村市、雲
備関連業
年）、放課後児童支援員
仙市
（約１５年）

長与町 住宅関連（現場）

長崎市、時津
町、長与町

5

60

住宅リフォーム業、住宅設 長崎市、長与
長与町
備関連業、ビル管理業
町、時津町

6

29

長崎市 ＣＡＤ関連

7
女

9

20

25

主な職歴

保持する主な免許・資格等

自己アピール

大型自動車（第二種）、大型特殊自動
車、牽引、ヘルパー２級、放課後児童支
漏水調査の仕事をしていた際、配管図等の図面を使って作業をしていた
援員
ので、図面に対するアレルギーはありません。お客様と一緒にリフォー
★取得見込（足場組立て等の作業に係る
ムを考えていければ良いと考えます。
特別教育、携帯用丸のこ作業に係る安全
教育）

自衛官（３６年８ｶ月）、
衛星地球局無線設備管理
（６年４ｶ月）

普通自動車、第１級陸上無線技術士、航
空無線通信士、第二種電気工事士
★取得見込（足場組立て等の作業に係る
特別教育、携帯用丸のこ作業に係る安全
教育）

私は、前職において、チームワークを必要としていたため、相手の要求
等に確実に対応していました。今後も同様に実施できるものと考えま
す。現在の訓練は、初めての経験でありますが、いかなる困難でも立ち
向かいチャレンジ精神をもって仕事に取り組めると思います。また、訓
練での知識技能を最大に活用し、関連資格にも挑戦して取得を目指した
いと思います。

上水道設計コンサルタント
業（２６年９ｶ月）、経営
コンサルタント業（２年１
０ｶ月）、スポーツ関連総
務（５年１１ｶ月）

普通自動車、自動二輪（中型）、測量士
補、一級土木施工管理技士
★取得見込（足場組立て等の作業に係る
特別教育、携帯用丸のこ作業に係る安全
教育、ＣＡＤトレース技能審査・建築部
門、福祉住環境コーディネーター）

私は、長年設計業務に携わり、基本計画、予算策定、実施設計、施工管
理、精算設計と一連の業務を経験しました。職業訓練を通して新たに
培った住宅建築に係るスキルをもって、住宅リフォームに関連する就労
を行いたく存じます。年齢的に厳しい状況を認識しておりますが、今後
の人生を社会貢献に資する姿勢で挑みたいと考えております。

普通自動車、玉掛け、フォークリフト
引越業（３年）、造船・溶
知人がＣＡＤの仕事をしていて、興味を持ちました。今まで物作りの仕
★取得見込（足場組立て等の作業に係る
諫早市、長崎市 接（５年）、半導体オペ
事をしていたので、もっと勉強をしてＣＡＤの仕事に就きたいと思いま
特別教育、携帯用丸のこ作業に係る安全
レーター（２年９ｶ月）
した。
教育、建築ＣＡＤ検定）

諫早市 空間デザイナー、土建業

雲仙市（千々石 飲食業（１年４ｶ月）、現
町）
場作業（２年）

原動機付自転車
★取得見込（足場組立て等の作業に係る
私は現場作業員として就業経験があり、元気、体力には自信がありま
特別教育、携帯用丸のこ作業に係る安全
す。私は好奇心旺盛な性格で、何事にもチャレンジしていこうと思って
教育、ＣＡＤトレース技能審査・建築部
います。
門、フォークリフト、玉掛け、クレー
ン・職長教育）

諫早市 住宅関係

現場関係（１年６ｶ月）、
長崎市、諫早市
接客業（１年７ｶ月）、農
周辺
業（５年）

私は、何事にも前向きに挑戦し、困難な事でも諦めない負けず嫌いで粘
普通自動車
り強い性格です。訓練分野の仕事の経験はありませんが、持ち前のチャ
★取得見込（足場組立て等の作業に係る
レンジ精神にて仕事を吸収していく所存です。前職においてもチーム
特別教育、携帯用丸のこ作業に係る安全
ワークを重視して来ました。職業訓練で身に付けた知識や資格も活かし
教育）
て、少しでも早く戦力になりたいと思っています。

9

番号 年齢

10

11
女

12

13
女

14
女

36

住所

希望職種

長崎市 建築大工

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

訓練分野の仕事は未経験ですが、体を動かす仕事にやりがいを感じてい
ます。前職ではコミュニケーションの重要性を学ぶことができ、人に接
するバランス感覚は養ってきました。一つ一つ考えながら仕事に取り組
み、技術を磨きながら常に向上心を持ち続けて行きます。チームの一員
として貢献し、ワンランク上の仕事を目指せる人材になっていきたいと
思っています。

長崎市

農業（１１年２ｶ月）

普通自動車、自動二輪、大型特殊（農耕
車限定）、フォークリフト
★取得見込（足場組立て等の作業に係る
特別教育、携帯用丸のこ作業に係る安全
教育）

長崎市

接客（４年４ｶ月）、イン
ストラクター（７ｶ月）、
事務（１１年４ｶ月）

普通自動車
★取得見込（足場組立て等の作業に係る
特別教育、携帯用丸のこ作業に係る安全
教育、ＣＳ検定ワード・エクセル、建築
ＣＡＤ検定）

これまでは、接客業と事務職を経験してきました。以前からものづくり
の分野にも挑戦したい思い、中でも興味があった住宅リフォームの知
識・技術を学ぶためポリテクセンターへ入所しました。訓練で身に付け
た知識・技術を仕事に活かしたいと思います。

普通自動車、３級表計算技士
★取得見込（足場組立て等の作業に係る
特別教育、携帯用丸のこ作業に係る安全
教育、ＣＳ検定ワード・エクセル、建築
ＣＡＤ検定）

接客業が長く、働く仲間に対してもお客様に対ししてもコミュニケー
ションを大事にしてきました。工場では安全確認の大事さ、引き継ぎ等
でミスがないように心掛けてきました。訓練での仕事経験は無いです
が、取得する資格を活かし、がんばりたいと思います。

エスティシャン（１年９ｶ
月）、接客業（６ｶ月）、
実験補助（９年１０ｶ月）

普通自動車
★取得見込（足場組立て等の作業に係る
特別教育、携帯用丸のこ作業に係る安全
教育、ＣＳ検定ワード・エクセル、建築
ＣＡＤ検定）

私は人とのコミュニケーションを得意とし、チャレンジ精神も旺盛で、
何事にも目向きに挑戦する性格です。訓練分野においても仕事の経験や
知識はありませんが、取得できる資格は積極的に受けて、それを活かし
た仕事に就きたいと考えています。

准看護師、普通自動車、電卓２級、ワー
プロ３級、表計算３級、日商簿記３級
★取得見込（足場組立て等の作業に係る
特別教育、携帯用丸のこ作業に係る安全
教育、ＣＳ検定ワード・エクセル、建築
ＣＡＤ検定）

これまでの職業経験の中で常に人と接してきたので、対人業務には自信
があります。相手が何を望み、求めているのかを常に考え、臨機応変に
対応する事を心がけています。また一緒に働く人が働きやすいように助
け、支えていく事が好きで、このような経験も今後活かしていければと
思います。訓練分野の仕事は未経験ですが、この訓練で学び身に付けた
知識や資格を仕事に活かしていければと思います。

40

長崎市 住宅リフォーム業、事務

39

諫早市、長崎 半導体オペレーター（３
住宅リフォーム業、住宅設
諫早市
市、大村市、島 年）、接客（６年１０ｶ
備関連業
原市
月）

34

ＣＡＤオペレーター、建築 諫早市、大村
諫早市
事務
市、長崎市

32

看護職（３年１ｶ月）、接
建築事務、ＣＡＤオペレー
大村市
大村市、諫早市 客（２年６ｶ月）、事務職
ター、住宅リフォーム
（２年３ｶ月）

☆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、公共職業安定所へ求人の申し込みをした

求人票（写）を添付してFAX 0957-22-2177（専用）してください。

10

訓練生リクエスト申込書
※平成３０年３月修了生用

ポリテクセンター長崎

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
リ
事
所

ク

エ

業

ス
所

在

平成

年

月

日

ト
名
地

電 話（ Ｆ Ａ Ｘ ）番 号

ＴＥＬ

ＦＡＸ

求 人 担 当 者 名
求 人 の 内 容
（ 職 種 ）
NO.

NO.

NO.

NO.

NO.

NO.

NO.

NO.

NO.

NO.

NO.

NO.

NO.

NO.

NO.

エ

NO.

NO.

NO.

ス

NO.

NO.

NO.

NO.

NO.

NO.

該 当 科 名

NO.

NO.

NO.

NO.

NO.

NO.

NO.

NO.

NO.

NO.

NO.

NO.

NO.

NO.

NO.

NO.

NO.

NO.

NO.

NO.

NO.

NO.

NO.

NO.

NO.

NO.

NO.

NO.

NO.

NO.

NO.

機

械

加

工

技

術

科

リ
ク

溶

ト

電

の
概

設

接

気

施

設

備

備

管

工

技

科

術

理

科

科

要

住 宅 リ フ ォ ー ム 技 術 科

※ リ ク エ ス ト の 際 は 、 公 共 職 業 安 定 所 へ 求 人 の 申 込 み を し た 求 人 票 (写 )を 添 付 し て 下 さ い 。

能力開発セミナーのご案内
当センターでは、年間を通し各種セミナーを計画しております。
ぜひ従業員の方々の能力開発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、
「受講決定通知書」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。

■平成２９年度
開始月

ｺｰｽNo
金
属
系

Ｍ234

２月 居 Ｈ012
設
住
備
系 Ｈ022
３月

機
械
系

Ｍ091

能力開発セミナーコース一覧
コース名

時間数
(H)

実施日

時間帯

受講料
（税込）

半自動アーク溶接実践技術（各種姿勢編）

12

2/7(水),8(木)

昼

15,000

実践的な冷媒配管の施工と空調機器据付け技
術

18

2/3(土),10(土),17(土)

昼

11,500

自動火災報知設備工事の施工管理技術

18

2/21(火),22(水),23(木)

昼

11,500

旋盤実践技術（高精度加工編）

24

3/6(火),7(水),8(木),9(金)

昼

18,000

GS

アクセス
・長崎方面から
国道３４号線を諫早駅方面へ直進。ﾎﾟﾘﾃｸｾﾝﾀｰを
通過し「小船越町」交差点を左折、国道２０７号
に入り直ぐ右手のGSを右折して「諫早警察署
前」交差点を右に「小船越町」交差点を過ぎて直
ぐ左に入る。
・諫早、島原方面から
「小船越町」交差点を過ぎて直ぐ左に入る

