平成３０年６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（ポリテクセンター長崎）
〒８５４-００６２ 諫早市小船越町1113番地
訓練課
求人等の
専用お問合せ先

施設内訓練
セミナー等

ＴＥＬ ０９５７－２２－２３２４
ＴＥＬ ０９５７－２２－２３２３

就職支援室

ＴＥＬ ０９５７－２２－２９５１

ＦＡＸ ０９５７－２２－２３２５

ＦＡＸ ０９５７－２２－２１７７

☆ 訓練期間

平成３０年１月５日～平成３０年６月２８日（６ヵ月間）
一部の訓練生は、平成２９年１２月５日～平成２９年１２月２６日の１ヵ月間に導入講習 ※を受講し、合計７ヶ月の訓練を受講しています。

訓

練

科

名

機 械 加 工 技 術 科
溶

接

施

工

訓

修了者数

科

練

内

容

１１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。
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

３名 安全作業を併せて習得します。

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、技術や

テクニカルメタルワーク科

２名 安全作業を併せて習得します。また、企業実習を通じ、企業におけるものづくり現場を経験し、企業ニーズに即応し
た実践力を習得します。 （５月１５日～６月７日は企業実習を実施）

電 気 設 備 技 術 科

１２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。

設

１９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。

備

管

理

科

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
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

住宅リフォーム技術科

８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

※ 導入講習とは、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。

●機械加工技術科
番号 年齢

1

2

3

4
女

5

39

26

住所

長崎市

希望職種

就職希望地

主な職歴

工作機械オペレーター、Ｎ
Ｃ旋盤工、はん用器具製
長崎市、諫早 二輪整備（１５年）、
造、普通旋盤工、二輪整備 市
営業職（１年）
工

長与町 ＣＡＤオペレーター、ＮＣ 長崎県内
オペレーター

システムエンジニア
（３年６ｶ月）

造船業（１０年２ｶ
月）、建築業・エクス
テリア（１３年６ｶ
月）、販売業（１５年
長崎市、時津
５ｶ月）、運転手（１３
町、長与町、
年６ｶ月、１０年１ｶ
諫早市
月、３年３ｶ月、１年１
ｶ月）
※期間的に重複して従
事

保持する主な免許・資格等

自己アピール

私は機械加工技術を身に付けた上で、これまでしてきた二輪整備の
普通自動車、自動二輪(大型）、足場作 経験等も活かした仕事をしたいと考えています。
業者、自由研削といし
ポリテクセンターで身に付けた知識や技術を有効活用したいと思い
ます。
機械加工分野は未経験ですが、職業訓練で得た知識と技能、前職の
ＳＥで培った論理的な考え方を活かして、ＣＡＤオペレーター、Ｎ
普通自動車、基本情報技術者、応用情
Ｃオペレーターを目指しております。
報技術者、自由研削といし,２次元ＣＡ
未経験分野とあって、一人前となるのに時間がかかるかもしれませ
Ｄ利用技術者試験２級
んが、持ち前の真面目さで、地道にコツコツと取り組んでいきま
す。

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、
フォークリフト、大型自動車、危険物
取扱者乙種４類、車両系建設機械（整
地、運搬、解体）、小型船舶２級

私は、これまで仕事に、こつこつとやり遂げる真面目な姿勢で取り
組んで来ました。上司からの信頼も得る事が出来ました。
色々資格を取得しておりますので、仕事に活かして行きたいと思い
ます。
職業訓練で学んだ技術や知識を活かした仕事に取り組んで行きたい
と思います。

61

長与町 工作機械オペレーター、
ＮＣ旋盤工

33

工作機械オペレーター（マ
普通自動車、危険物取扱者乙種４類、
接客（１年５ｶ月）、事
シニングセンタ、ＮＣ旋
長崎市、時津
自由研削といし、英語検定２級、床上
長崎市
務（５年２ｶ月）、製造
盤、ボール盤、フライス
町、長与町
操作式クレーン
（１年１１ｶ月）
盤、汎用旋盤）
★取得見込（玉掛け）

前職と職業訓練を経験し、ものづくりへの憧れがより一層増し、や
りがいを感じています。製品等を狙い通りの寸法で作れたときの達
成感は格別です。
前職では新入社員の方には安全も含め、丁寧にわかりやすく教える
事を心掛けてきました。
将来的には現場で得た経験と趣味の英語を活かした仕事に携わるこ
とができたらと思います。

23

長崎市

普通自動車、自動二輪（中型）、自由
精肉店（４年７ｶ月）、
研削といし
接客（４年７ｶ月）

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、時には他の人の手を借りながら上達できる
ように努力することを心がけています。
職業訓練で身に付けた知識や資格を１日も早く仕事に活かしたいと
思っています。

諫早市

接客（５年）、運転手
（１８年）

普通自動車、自由研削といし

私は、今まで運送業に長く従事し、時間厳守など心掛けて仕事に取
り組んできました。
また接客業において、マナーや接客態度の大切さ等を学びました。
現在学んでいる機械加工技術を、これからの仕事に活かしたいと
思っています。

普通自動車、自動二輪（中型）、ＭＯ
Ｓエクセルスペシャリスト、ビジネス
能力検定３級、情報活用試験２級、自
由研削といし

希望職種のＣＡＤや機械加工分野で仕事の経験はありませんが、職
業訓練で必要な知識や技術を身に付け、それを仕事の中で活かし、
１日も早く会社に貢献できるように頑張りたいと思います。

長崎市 旋盤工、ＮＣ旋盤工

6

46

諫早市 ＮＣ旋盤工

7

27

雲仙市、諫早
雲仙市 ＣＡＤオペレーター、機械 市、大村市、 サービスエンジニア
加工職
（３年１ｶ月）
県外も可

1

番号 年齢

8

9

10

11

48

32

22

34

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

天井クレーンオペレー
ター（２３年６ｶ月）、
工作機械オペレーター、フ
長崎市、時津 運転手（１年４ｶ月）、 普通自動車、玉掛け、天井クレーン、
長崎市 ライス旋盤工、ＮＣ旋盤
町、長与町 営業（５ｶ月）、機械組 自由研削といし
工、マシニングセンタ
立（１１ｶ月）、引っ越
し業（２ｶ月）

ＣＡＤ，工作機械オペレー 諫早市、長崎
自動車販売営業（８年
諫早市 ター、ＮＣ旋盤加工、マシ 市、長与町、
７ｶ月）
ニングセンタ、機械整備
時津町

普通自動車、危険物取扱者乙種４類、
２級ガソリン自動車整備士、自由研削
といし

自己アピール
私は、以前からものづくりや機械加工に関心があり、その専門性の
高い仕事をやって行きたいと思っていました。クレーンオペレー
ターの仕事などで工場経験が長かったので、それで培った仕事への
取り組み方、人との関わり方、安全作業への取り組み方は、これか
らの仕事にもきっと役に立つと思っております。
訓練分野での職務経験はありませんが、持ち前のチャレンジ精神で
前向きに頑張って行きたいと思っています。
職業訓練で習得した知識や技能、工場で培った経験を仕事にも役に
立てて行きたいと思っております。
私は任された仕事は慎重に取り組む人間です。物事を正確に行う性
格です。
訓練分野での仕事の経験はありませんが、前々から機械関係には興
味がありましたので、真面目に仕事を吸収していく所存です。
前職においても、コミュニケーション能力を身につけてまいりまし
たので、働く仲間とのチームワークを早く構築したいと思っており
ます。
訓練で身に付けた能力を、しっかりと仕事の中で、活かしていきた
いと思っています。

普通自動車、危険物取扱者乙種４類、
自由研削といし

私は、学生時代野球部に所属していました。その経験もありチーム
での業務遂行が得意です。
前職でも社員としてアルバイトスタッフと店長のパイプ役になり、
スタッフ全員とコミュニケーションを密に取りながら目標の数字達
成に、全員でチームワークを意識しながら取り組んでまいりまし
た。
今の訓練でもしっかり目標を持ち、技術・知識を習得し、それをこ
れからの仕事に活かしていきたいと思っています。

工作機械オペレーター、Ｎ
８ｔ限定中型免許、日商文書技能検定
大村市、諫早
３級、ＣＳ試験表計算部門３級、情報
大村市 Ｃ旋盤加工、フライス加
市、東彼杵 食品製造（８年１ｶ月）
工、マシニングセンタ加
処理検定３級、画像情報技能検定３
町、長崎市
工、機械設計
級、自由研削といし

私は一見ボーッとしているように見え、人見知りな部分があり、ス
ロースターターな人間でありますが、困難な事にも立ち向かう性格
です。ポーカーフェイスではありますが、熱い心の持ち主だと自負
します。
訓練分野の仕事の経験はありませんが、モットーであるチャレンジ
精神と安全第一優先の姿勢で仕事を遂行していく所存です。職業訓
練で身に付けた知識や資格を、仕事の中でフルに発揮したいと思い
ます。

長崎市、諫早
工作機械オペレーター、Ｃ
長崎市 ＡＤオペレーター、機械検 市、時津町、 石油製品小売業（３年
長与町、福岡 ３ｶ月）
査
県

●溶接施工科
番号 年齢

1

42

住所

希望職種

南島原市 溶接、機械全般、船舶製
造、鉄骨、鉄筋

就職希望地

主な職歴

南島原市、雲
仙市、諫早 自動車整備工（２１年
市、長崎市、 ３ｶ月）
県外

保持する主な免許・資格等
普通自動車、自動二輪（中型）、ガソ
リン自動車整備士（３級、２級）、自
動車検査員、アーク溶接、ガス溶接、
自由研削といし
★取得見込（玉掛、フォークリフト、
JIS溶接検定）
2

自己アピール

私は真面目で、不器用な面も若干ありますが好奇心旺盛な人間で
す。訓練分野の仕事の経験はありませんが、新しい分野の開拓と思
い、チャレンジして行きたいと思っています。今回、職業訓練を受
講して身に付けた知識や技能と取得資格を一日も早く活かして社会
に貢献したいと思っています。

番号 年齢

2
女

3

住所

希望職種

就職希望地

主な職歴

長崎市、時津
介護（３年３ｶ月）
町、長与町

23

時津町 溶接

60

諫早市内、時
津町、雲仙
市、南島原
もの作り、又は建設（巨大
諫早市
市、通勤時間
な）
１時間以内、
九州圏内（寮
希望）

建築全般（１２年）、
土木全般（８年）、船
舶クランク軸磨き（１
０年）

保持する主な免許・資格等

自己アピール

普通自動車、アーク溶接、ガス溶接、
自由研削といし

私は周囲のことをよく見て気を配りながら仕事をしています。前職
では、人の命に関わるような業務もあり、ミスの無いように確認を
怠らず責任感を持って仕事をして来ました。職業訓練で身に付けた
技術を活かし、周りの状況をしっかりと把握して自分にできること
はないか、常に意識しながら業務に取組みたいと考えています。

普通自動車、２級土木施工管理技士、
天井クレーン、玉掛、有機溶剤、粉じ
ん特別講習、車両系建設機械、アーク
溶接、ガス溶接、自由研削といし

手先が器用で、何でも自己流で作ります。家屋一軒、全行程での建
築が可能です。土木工事は石積みから道路舗装まで可能です。車販
売の営業もできます。接客業も経験しております。

●テクニカルメタルワーク科
番号 年齢

1

2

24

30

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

長崎市 溶接工、船舶製造、鉄工

食品製造（３年１０ヵ
長崎市、時津
月）、住宅塗装（１ヵ
町、長与町
月）、介護（1ヵ月）

普通自動車、農業技術検定３級、介護
職員初任者研修、漢字能力検定
★取得見込（アーク溶接、ガス溶接、
自由研削といし）

南島原市 溶接工、鉄工、設備保全

航空機整備（３年）、
設備保全（８年６ヵ
月）

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、小
型移動式クレーン、フォークリフト、
高所作業車、産業用ロボット教示・検
査、鉄工（構造物鉄工作業）技能士1
級、中型自動車、大型特殊自動車

長崎県内

自己アピール
私は、体を動かすことが好きで、今までも体を動かす仕事に就いて
おりました。しかし、コミュニケーションが苦手で職場に馴れ染む
ことが出来ませんでしたが、ポリテクセンターに通いコミュニケー
ションを学んだことで、人と関わることが好きになりました。私は
体力や集中力に自信があり、それを仕事にも活かしたいと考えてい
ます。そして、よく真面目な性格と言われるので、何事にも真剣に
取り組んでいきます。

私は、困難な事にも前向きに挑戦していきます。指示された事だけ
でなく、自ら考え行動する積極的な性格です。職業訓練で身に付け
た技能や知識を早く仕事の中で活かしたいと思っています。

●電気設備技術科
番号 年齢

1

37

住所

希望職種

電気工事士、電気系営業
諫早市
職、消防設備

就職希望地

主な職歴

営業・生命保険営業・
長崎市、時津
化粧品法人営業（６年
町、長与町、
１ｶ月）、飲食業（７
諫早市、大村
年）、ゴルフ場フロン
市
ト業（５年１ｶ月）

保持する主な免許・資格等

普通自動車、調理師
★取得見込（第二種電気工事士、危険
物取扱者乙種４類、玉掛け、消防設備
士乙種第４類）

3

自己アピール
営業職やゴルフ場フロント業務、飲食店での店舗運営業務など職種
は違いますが、全てお客様と直接顔を合わせて仕事をしてきまし
た。チームで活動することも多々あり、協調性やコミュニケーショ
ンの重要性は実感しています。持ち前のバイタリティで企画や提案
等、色んな新しい事に挑戦してきました。電気の仕事は未経験です
が、電気工事士の資格取得の為に猛勉強中です。授業を通して技術
も学んでいます。わからないことは自分で徹底的に調べ、理解でき
る様に努めています。１日も早く力を発揮し、社会貢献出来る人材
になることが、今目標にしていることです。

番号 年齢

2

3

4

5

6

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

製造業・自動車部品製
諫早市、大村 造他（２２年）、運転
製造業もしくは製造業設備
自動二輪、普通自動車、大型自動車、
諫早市
市、長崎市、 手・大型トラック他
保守
大型自動車（第二種）
島原市
（６ｶ月）、接客・紳士
服販売他（３年６ｶ月）

自動車部品の製造・組立が一番長い職歴であり、そこで培った技術
（正確に物を作り組み立てる・正確に測定する）を、次の仕事に活
かして行きたいと思っています。接客業や趣味の釣りを通して、初
めて会う人とのコミュニケーションの取り方も覚えたため、それを
職場の人間関係に役立てています。

25

大村市 電気工事士、電気設備管
理、消防設備士

普通自動車（ＡＴ限定）、ワープロ検
定３級、表計算検定３級
★取得見込（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）

前職の事務職では、予算管理、歳出入、給与や福利厚生、施設管
理、物品管理など担当しました。規則や期限があるものばかりで、
根拠になるものを知ること、計画を立てて取りくむことで、期限に
余裕をもって完了できるように努力してきました。電気分野にはこ
れまで関わったことはありませんが、日常に必要不可欠な「電気」
に関心を持ち、仕事として関わっていきたいと思い、現在訓練を受
講中です。まずは第二種電気工事士と消防設備士乙種４類の資格取
得を目指しており、将来的には、第一種電気工事士、消防設備士甲
種を取得することで、自身のスキルアップを図り、業務の幅も広げ
ていきたいと考えています。就職後は、計画的に取り組み、期限内
での作業完了を念頭に置き、訓練で身に付けた知識・技能を十分に
発揮し、さらにレベルアップできるよう業務に前向きに取り組む所
存です。

44

飲料メーカー倉庫内
ピッキング作業（１年
諫早市、大村 ４ｶ月）、パン等食品工 情報処理２種、数検２級、普通自動車
諫早市 電気工事士、電気関係全般
市、長崎市 場（３年１ｶ月）、数学 ★取得見込（第二種電気工事士）
理科担当塾講師（約１
０年）

特に関連のある資格も実務経験も無く、年齢的にも不利な条件では
ありますが、昔から好きな分野でもあり、飲み込みは早い方だと思
います。
是非ともよろしくお願いします。

普通自動車
★取得見込（第二種電気工事士、消防
設備士乙種第４類）

私は責任感の強い人間です。仕事には真摯に取り組み、責任を持ち
最後まで確実にやり遂げます。電気分野の仕事は未経験ですが、持
ち前の粘り強い性格で、日々知識や技術を吸収していく所存です。
また協調性を重んじ、職場環境に馴染めるよう努力していきます。
入社後は技術を磨くため努力し、スキルアップのため資格取得を積
極的に目指していきたいと考えています。

普通自動車、全商簿記１級、電卓検定
電気工事士、土地家屋調査
島原市、諫早
初段
島原市
事務職（１７年６ｶ月）
士、事務職
市、雲仙市
★取得見込（第二種電気工事士、測量
士補）

私は、何事にも誠実に取り組み、結果を出す為に粘り強く努力する
性格です。
前職では、人と接する事が多く、お客様や職場の同僚から求められ
ている事を意識して行動してきました。常に相手の気持ちを考えた
行動ができてきた事で、今後どのような環境においても円滑な人間
関係や職場雰囲気作りに貢献し、良い成果に結びつく仕事ができる
と思っています。これまでの社会人生活で培ったコミュニケーショ
ン能力や職業訓練で身に付けた技術を活かして仕事に取り組みたい
と思います。
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32

39

長崎市

大村市、諫早
事務職（３年６ｶ月）
市、長崎市

電気工事士、電気機器製造 長崎市、時津 製造業食品部鮮魚部門
業、消防設備士
町、長与町 （１２年７ｶ月）

4

番号 年齢

7

8

9

10

11

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

普通自動車、パソコン検定２級、２級
ボイラー技士、危険物取扱者乙種４類
★取得見込（第二種電気工事士）

私は東京でＳＥとして働き、長崎に戻っても同じ仕事に就きまし
た。しかし、設備管理の仕事に興味を持ち、ボイラーや危険物取扱
者などの資格を取得し、現在は電気工事の資格を取得するために訓
練に取り組んでいます。
訓練分野での仕事の経験はありませんが、訓練で身に付けた知識や
資格、また前職で身に付けたパソコンスキルやコミュニケーション
能力などを仕事で活かしたいと思っています。

35

長崎市、諫早
諫早市 電気工事士、電気機器製造 市、、福岡 コンピュータプログラ
業
マー（３年）
市、北九州市

普通自動車（ＡＴ）、フォークリフ
ト、ソフトウェア開発技術者、テクニ
カルエンジニア（ネットワーク）、Ｌ
ＰＩＣ－２、ＣＣＮＡ、珠算２級
★取得見込（第二種電気工事士）

私は、高い学習意欲を持った人間です。前職のコンピュータプログ
ラマーをやっていた際は、多数の資格取得に取り組み、全て独学で
合格することができました。
職業訓練中にも、毎日のように先生方に質問をし、疑問点は徹底的
になくすようにしています。
また、体力に自信があり、ロードバイクで１日に１００㎞以上走る
ことができます。
訓練分野の仕事の経験はありませんが、やる気と向上心、根性では
誰にも負けません。

56

普通自動車、２級ボイラー技士、危険
物取扱者乙種４類、高所作業車、車両
建設業（５年２ｶ月）、
長崎市、時津
系建設機械、ガス溶接、ゴンドラ教
施設管理、設備管理、電気
電車運転手（２５年６ｶ
長崎市
町、長与町、
育、鉛作業主任者、特定化学物質等作
工事士
月）、施設管理（３年
諫早市
業主任者、酸素欠乏危険作業主任者
９ｶ月）
★取得見込（第二種電気工事士、消防
設備士乙種第４類）

私の長所は何事に対しても最後まであきらめず辛抱強くやりとげる
事です。
前職で施設管理の仕事をやっていましたが、以前ポリテクの設備管
理科で設備の勉強をさせて頂き、ある程度の事ならできましたが、
電気に関しての知識が乏しく、今から電気の勉強をし、電気工事士
の免許を取りたいと思っています。

28

普通自動車、自動二輪（中型）、理学
療法士免許、福祉住環境コーディネー
ター２級
★取得見込（第二種電気工事士）

私は、高齢者の方々の健康をサポートするため、リハビリテーショ
ンを提供してきました。その中で、その人がその人らしい生き生き
とした生活が実現できるよう心掛けてきました。
前職を通して、様々な視点から物事を捉え、広い視野で考えること
ができるようになったことは、私の強みでもあると思います。
訓練分野は未経験ではありますが、多くを学びしっかりと仕事に活
かしていきたいと思います。

自動二輪（中型）、小型車両建設機
械、建築配管２級、給水装置工事主任
技術者、酸素欠乏・硫化水素危険作業
主任者、危険物取扱者乙種４類、自由
研削といし
★取得見込（第二種電気工事士）

水道、下水道他配管（現場作業含む）、ポンプ・プールや銭湯等の
ろ過装置整備、ホテル、市役所本庁舎、長崎東公園設備管理等、設
備経験１８年のキャリアがあります。今回必要性を痛感し、ポリテ
クセンターにて第二種電気工事士資格取得に向けて学習を積んでい
ます。機械室勤務にて必要とされるシーケンス制御等も基本的な部
分は学び、今後に活かしたいと思います。

44

55

諫早市 設備管理

大村市 電気工事士

長崎市 設備管理員

新聞印刷（１年）、プ
長崎市、諫早
ログラマー・システム
市、大村市
エンジニア（１９年）

大村市、諫早 理学療法士（４年８ｶ
市
月）

長崎市

印刷製版（９年６ｶ
月）、上下水道施工配
管（７年６ｶ月）、設備
機器等分解整備（３
年）、建物設備管理・
軽い営繕含む（１０
年）

5

番号 年齢

12

25

住所

希望職種

電気工事士、電気設備管
諫早市
理、消防設備士

就職希望地

主な職歴

保持する主な免許・資格等

普通自動車、第二種電気工事士、第一
種電気工事士、危険物取扱者乙種第１
諫早市、大村
機械加工（５年８ｶ月） 類・乙種第４類・乙種第６類、特定粉
市、長崎市
じん作業従事者、自由研削といし、２
級機械加工技能士（平面研削盤作業）

自己アピール
私は、困難な仕事でも諦めず何度も挑戦してやりとげる性格です。
前職では、平面研削盤を使い機械加工をやっていました。
製品の寸法公差は厳しいものが多く、作業を慎重にかつ正確にする
よう心掛けて来ました。その結果ミスをすることも少なく仕事をた
くさん任せられていました。私は電気工事士や電気設備関連の職種
を希望しています。そのため職業訓練に通い知識を深めています。
職業訓練中は、グループでの作業が多くコミュニケーションの部分
でも誠実に対応するよう心掛けています。
前職や職業訓練で身に付けたことを次の職場でも活かしたいと思っ
ています。

●設備管理科
番号 年齢

1

2

3

4

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

長崎市、諫早 トラック運転手（２３
市、時津町、 年８ｶ月）、営業（２
長与町
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）

私は、何事にも粘り強く最後までやり遂げる事が出来ます。職業訓
練で身に付けた事を仕事に活かしたいと思います。

44

大村市 施設管理、管工事、土木業 大村市、諫早 土木建設・解体業（２
市、東彼杵 ５年５ｶ月）

大型自動車一種、車両系建設機械、１
級土木施工管理、解体工事施工管理、
足場組立、地山掘削・土止め支保工、
コンクリート造工作物解体、不整地運
搬車運転、玉掛け、ローラーの運転、
小型移動式クレーン、振動工具取扱、
伐木業務、職長・安全衛生責任者教
育、監理技術者
★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）

これまで、土木建設業で現場作業や現場管理に携わってきて、責任
感とコミュニケーション力が身についたと思います。社内での打合
せや発注者・近隣住民との交渉等、コミュニケーションを取り工事
を行ってきて、大きなトラブルは無く工期内に納める事ができまし
た。これまでの経験や資格を活かし、新たな分野にも挑戦できれば
と思っています。

49

機器の点検・整備（４
年３ｶ月）、土木建設業
管工事、ビル空調設備、ビ 長崎市、時津
長崎市 ルメンテナンス、土木建設 町、長与町、 （５年）、運転手（４
年）、風力発電ライン
業、造船業
五島市
組立（８年）、造船業
（３年）

大型自動車一種、２級土木施工管理、
ホームヘルパー２級、玉掛け、床上操
作式クレーン、ガス溶接、自由研削と
いし、アーク溶接、日商簿記３級、
フォークリフト、小型移動式クレー
ン、粉じん作業、小型車両系建設機械
★取得見込（第二種電気工事士）

チャレンジ精神で、やった事のない仕事でも「出来ません」と言わ
ずやりとげてきました。チームワークを大切にし、私の仕事が遅れ
ている時には手伝ってもらい、逆に他の人が遅れている時は手伝
い、皆で協力し合いやりとげてきました。身に付けた経験を仕事の
中で活かしたいと思っております。性格は、コツコツと根気強くや
りとげるタイプだと思います。

普通自動車、調理師、食品衛生責任
者、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、消防設備士甲
種１類）

私は今まで調理の仕事をしてきたため、訓練分野の仕事の経験はあ
りませんが、訓練で学んだ知識・技術を活かし、日々仕事を確実に
覚えながら働いていきたいと思っています。また私は、責任感が強
く、協調性もあるので、将来的には頼りになる責任者になりたいと
思っています。

47

35

長崎市 住宅設備機器の取付

長与町 配管工、電気工事士

長崎市、長与 飲食店（調理師・管理
町、時津町 職）（１６年１ｶ月）

6

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

52

諫早市 ビルメンテナンス

諫早市

大型トラック運転手
（３ｶ月）、電気通信工
（２９年９ｶ月）、食品
卸業（３年）、自動車
用品販売・取付（８ｶ
月）

6

64

長崎市 施設内常駐警備

長崎市

真珠・べっ甲加工（９
年）、ＬＰガス安全点
検（２年）、郵便物区
分（１９年）

普通自動車、液化石油ガス設備士、
アーク溶接、ガス溶接、小型車両系建
設機械

前職では、２～３人の共同作業でチームワークの大切さを学び、誰
とでも気軽に会話出来ます。

30

普通自動車、自動二輪（中型）、
長崎市、諫早
フォークリフト、日商簿記２級、小型
ビルメンテナンス、施設警
市、大村市、 接客（３年５ｶ月）、製 車両系建設機械
長崎市 備、設備管理、ビル総合管
時津町、長与 造（２年８ｶ月）
★取得見込（ガス溶接、第二種電気工
理
町
事士、危険物取扱者乙種４類、２級ボ
イラー）

私は、設備管理の仕事に関心があります。訓練分野の仕事の経験は
ありませんが、分からない事があれば質問し、少しでも早く仕事を
覚えられるよう努力する所存です。また、就職後も消防設備士や第
三種冷凍機械責任者などの資格取得にチャレンジし、仕事の出来る
範囲を広げたいと考えております。前職での接客業の経験を活か
し、働く仲間とコミュニケーションを取り、協力して仕事に取り組
みたいと考えております。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。

50

普通自動車、自動二輪（中型）、ワー
プログラマー（４年９ｶ
雲仙市、諫早
プロ検定３級、電卓検定３級、全商簿
月）、経理事務（６
市、南島原
記検定２級、小型車両系建設機械
年）、郵便配達（１２
市、長崎市
★取得見込（ガス溶接、第二種電気工
年８ｶ月）
事士、２級ボイラー）

私は、自ら考えて行動し何事に対しても責任感を持ち、困難な事で
も諦めずにやりぬく力を持っています。訓練分野の仕事経験はあり
ませんが、自己の努力次第では、大きく活躍出来るのではないかと
思っています。前職においてもチームワークを重視し、チームの一
員として積極的にコミュニケーションを図るように心掛けて来まし
た。今日までの経験と訓練分野で身に付けた知識や資格を仕事の中
で活かしたいと思っています。

普通自動車、自動二輪（中型）、計算
大村市 ビルメンテナンス、管工事 大村市、諫早 カメラの組立（７年８ｶ 技術検定３級、小型車両系建設機械
市
月）
★取得見込（ガス溶接、危険物取扱者
乙種４類、２級ボイラー）

私は、指示された仕事だけでなく、自分で考えて行動する人間で
す。何事にも挑戦していき、分からない事でも諦めずにやる粘り強
い性格です。訓練分野での仕事の経験はありませんが、日々勉強し
成長していきたいと思っています。前職で一つの製品を作るのに
は、働く人々の力、チームワークが大切だと分かり、チームワーク
を大切にする事を心掛けてきました。職業訓練で身に付けた知識や
資格を１日でも早く、仕事の中で活かしていけるように頑張りたい
と思います。

7

8

9

10

11

26

56

43

雲仙市 管工事、ビルメンテナン
ス、ビル空調設備

長崎市 設計製図

長崎市 ビル管理

長崎市、諫早
機械設備図面作成（２
市、時津町、
２年６ｶ月）
長与町

長崎市

普通自動車、大型自動車一種、高所作
業車、第二種電気工事士、第三級陸上
特殊無線技士、小型車両系建設機械
★取得見込（２級ボイラー、ガス溶
接）

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。

普通自動車、大型自動二輪、ＱＣ検定
３級、小型車両系建設機械
★取得見込（ガス溶接）

普通自動車、情報処理検定（３級・２
級）、床上操作式クレーン、玉掛け、
フォークリフト、ショベルローダー、
接客（７年）、製造
ホームヘルパー２級、ワード２級、エ
（３年２ｶ月）、介護
クセル２級、機械検査技能士２級、小
（４年３ｶ月）、船舶検
型車両系建設機械
査（９年４ｶ月）
★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）
7

これまでの約２３年は、火力プラント設備の設計製図作成業務に関
わって来ました。近年では、３Ｄ ＣＡＤによる図面作成の需要もあ
り、３Ｄによるモデル及び図面作成も経験して来ました。今後もこ
れまでの経歴を活かせる業務に関わりたいと思っています。

責任感が強く、何事にも前向きに挑戦していく人間です。チーム
ワークを大切にし、人が困っている時なども、その人の立場になっ
て一緒に考えます。気になるところは改善していくのが好きで、前
職では１０００人以上いる工場で、改善最多提案賞を受けるなど、
会社に貢献してきました。

番号 年齢

12

13

14

15

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

新聞配達（１１年７ｶ
長崎市、時津
福祉用具レンタル販売、住
月）、接客（９年４ｶ
長崎市 宅リフォーム関連、ビルメ 町、長与町、 月）、介護職（２
諫早市、福岡
ンテナンス
年）、製造業（１年６ｶ
県
月）

普通自動車（ＡＴ）、普通自動二輪、
介護職員実務者研修、福祉住環境コー
ディネーター２級、福祉用具専門相談
員、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、防火管理者、第三種冷凍機械
責任者）

どのような職種においても、コミュニケーションが大事だという事
を学んできました。お客様から「いつも笑顔だね」と仰って頂いた
事が多々あります。仕事をする上で、まず「笑顔」からコミュニ
ケーションが始まると考えます。

53

長崎市 不動産業、住宅リフォー
ム、マンション管理

普通自動車、簿記検定（会計）１級、
珠算実務検定２級・珠算能力検定２
級、宅地建物取引士、小型車両系建設
機械、防火管理者
★取得見込（ガス溶接、第二種電気工
事士）

仕事を通じて、お客様に喜んで頂ける事をやりがいに感じていま
す。目標をやり遂げるための計画・実行は、誠実に行ってきまし
た。苦難な場面も創意工夫を忘れず、現状を改善してきました。訓
練分野の仕事の経験はありませんが、訓練で得た知識、宅地建物取
引士及び３３年間の接客経験を活かし、お客様に喜んで頂ける仕事
をやりたいと思います。

56

食品製造卸売業（営
業）（５年５ｶ月）、法
不動産業、ビルメンテナン 長崎市、諫早 人向け総合ファイナン
長与町 ス、設備管理、住宅リ
市、長与町、 ス業（営業・管理）
フォーム、マンション管理 時津町
（２０年）、機械制御
システム営業（８年９ｶ
月）

普通自動車、宅地建物取引士、貸金業
務取扱主任者、ビジネス実務法務検定
２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、２級ボ
イラー）

私は、何事にも誠実に責任感をもって努力していく性格です。これ
まで営業や事務管理の仕事をしてきました。今後、これまでの経験
をベースに、資格や技術を活かし何事にもチャレンジしていきたい
と思います。

普通自動車（中型）、フォークリフ
ト、小型車両系建設機械
★取得見込（ガス溶接、フォークリフ
ト）

何事にも前向きに誠実に接し、働く仲間ともコミュニケーションを
取り、仕事や物事に対し対応するように心掛けてきました。訓練分
野の仕事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
を仕事に活かしたいと思っています。

普通自動車、危険物取扱者乙種４類、
車両系建設機械、小型移動式クレー
ン、玉掛け、ガス溶接、フォークリフ
ト、刈払機、伐木業務
★取得見込（２級ボイラー、消防設備
士乙種１類）

私は平成２３年に会社退職後、短期ではありますが、ＪＡで農業
（農家のヘルパー）に従事し、平行して少しでも強みになればと、
危険物取扱者乙４類等の資格を取得しました。雲仙農場では、真面
目にコツコツ取り組む姿勢を評価され、任期終了後の募集で再度選
考していただく事ができました。又、地域においては先駆けとな
り、植物や野菜を作るなど、美化活動を通じて近所の方々と円滑に
コミュニケーションも取れています。訓練では２級ボイラー技士と
消防設備士の取得を目指していますので、もう６０歳ではなく、ま
だ６０歳との思いで、ポジティブに挑戦していきたいと思っていま
す。
私は、自ら考えて行動をし、何事も前向きに挑戦して諦めない性格
です。訓練分野の経験はありませんが、一生懸命仕事を吸収してい
く所存です。職業訓練で身に付けた知識・資格をフルに使い、仕事
の中で活かしたいと思います。

44

52

長崎市 ビル管理

長崎市、時津 接客（３３年）、営業
町、長与町 管理（１年５ｶ月）

長崎市

製函業（８年）、船舶
塗装（８年）、船舶防
熱（１年）、船舶関連
雑務等（４年）、物流
（９ｶ月）、梱包（６ｶ
月）、農業（２年）、
接客業（２年）

半導体検査（２３
年）、農業（１２
年）、植物の育種（１
年１０ｶ月）

16

60

諫早市

ビルメンテナンス、ビル空
諫早市
調設備

17

20

長崎市

普通自動車、第二種電気工事士、小型
長崎市、諫早
ビルメンテナンス、ビル空
車両系建設機械
市、時津町、 石灰分析（１年７ｶ月）
調設備
★取得見込（ガス溶接、危険物取扱者
長与町
乙種４類、第一種電気工事士）

8

番号 年齢

18

19

21

55

住所

希望職種

長崎市 管工事、水道関係

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

普通自動車、情報処理検定３級、ワー
中古車販売（４ｶ月）、
長崎市、時津
プロ実務検定３級、全商簿記検定３
自動車整備（１年４ｶ
町
級、小型車両系建設機械
月）
★取得見込（ガス溶接）

私は、とにかく元気があります。何事にも真面目に積極的に取り組
みます。訓練分野の知識はまだ少ないですが、持ち前の積極的な精
神で仕事を吸収していく所存です。また私は、他の人とすぐ仲良く
なれ、前職においても持ち前の明るさでチームワークを重視して、
仕事に取り組んで来ました。職業訓練で身に付けた知識や技術・資
格を活かし、頑張っていきたいと思っています。

普通自動車、危険物取扱者乙種４類、
高所作業車、フォークリフト、玉掛
け、小型移動式クレーン、小型車両系
建設機械（整地・解体・基礎）、自由
研削といし、低圧電気取扱者、安全衛
生推進者、金融（管理者・主任者）、
印刷営業士、消防基礎訓練修了、３次
元ＣＡＤ（ｃａｔｉａ）
★取得見込（ガス溶接、第二種電気工
事士、２級ボイラー、防火管理者）

私は、何事にも前向きに挑戦するタイプです。チャレンジ精神で仕
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重視し
て、仲間とのコミュニケーションも誠実に対応して来ました。職業
訓練や前職での経験・資格等を活かしたいと思っております。

印刷業（１０年）、消
費者金融業（１０
事務系、公的機関業務、業 諫早市、大村
諫早市 務管理、安全管理、設備管 市、長崎市、 年）、外国人研修生推
進業務（２年）、建設
理、電気工事士
雲仙市
業（５年）、県外核団
体（１年）

●住宅リフォーム技術科
番号 年齢

1

2

3

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

62

普通自動車、大型自動車第一種、けん
自動車エンジン組立
引（第一種）、フォークリフト、床上
住宅リフォーム、住宅設備
大村市、諫早
大村市
（５年１０ｶ月）、運転 操作式クレーン運転、玉掛、足場組立
関連、資材運搬
市、川棚町
手（３６年４ｶ月）
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

私は何事においても時間厳守を徹底しております。３６年間の運転
手歴において、青果市場、鮮魚市場への荷物配送では一度も延着し
たことはありませんでした。リフォーム資材を運搬しながら、職業
訓練で身に付けた知識や技能そして取得資格を一日も早く仕事のな
かで活かしたいと思っています。

36

製造（工場勤務１４
島原市 住宅リフォーム、住宅設備 長崎市、諫早 年）、販売・接客・営
関連
市、島原市
業（３年）

普通自動車、フォークリフト、全商電
卓検定１級、英検３級、全国商業高等
学校協会主催珠算検定３級、ワープロ
実務検定３級、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
★取得見込（建築CAD２級、CS検定
（ワード、エクセル）玉掛）

私は訓練分野の仕事の経験はありませんが、以前から住宅リフォー
ムの仕事に興味・関心があったので、やる気とチャレンジ精神はあ
ります。前職においても諦めない精神とチームワークを重視し、コ
ミュニケーションを図ることを心掛けてきました。職業訓練で身に
付けた知識や技能と資格を仕事の中で活かして行きたいと思ってい
ます。

45

港湾潜水工事（１４年
１ｶ月）、福祉のレンタ
営業（住宅リフォーム、ハ
諫早市、雲仙
ル・販売・住宅改修工
雲仙市 ウスメーカー等）、CADオ
市
事等の現場作業・接客
ペレーター
（９年３ｶ月）、同営業
（３年３ｶ月）

普通自動車、玉掛、潜水士、福祉用具
専門相談員、福祉住環境コーディネー
ター２級、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

私はこれまで現場作業だけではなく、接客や営業等の経験も積んで
きました。仕事をやって行く上で、自らアイディアを出し、積極的
に行動し成果を上げてきました。失敗もありましたが、都度、反省
し、改善、向上して来ました。そして相手に対して親しみやすく且
つ、分かりやすく説明ができ、コミュニケーション能力は高いと自
負しております。現在、住宅リフォームの職業訓練を受講しており
ますが、即戦力となるように精進しています。

9

番号 年齢

5
女

7
女

8

9
女

11

32

30

49

57

60

住所

希望職種

長崎市 住宅リフォーム、内装

長崎市 CADオペレーター

雲仙市

就職希望地

福岡市、東京
薬剤師（７年間）
都、神奈川県

大村市 住宅リフォーム（内装）

保持する主な免許・資格等

自己アピール

私は、これまで職場ではチームワークを大切にし、誠実に対応する
普通自動車（AT限定）、足場組立て等
よう心掛けて来ました。訓練分野の仕事の経験はありませんが、訓
の作業に係る特別教育、携帯用丸のこ
練を通して身に付けた知識や技能をこれからの仕事の中で活かした
作業に係る安全教育
いと思っています。そして新しいことにチャレンジしたいと思って
★取得見込（建築CAD検定２級・３級）
います。

秘書（１年）、コン
シェルジュ（６年７ｶ
月）

私は、家電メーカーで働く父親の影響もあり、幼い頃からパソコン
普通自動車、TOEIC（545点）、足場組
で作業することが好きでした。また小学校の夏休みの自由課題では
立て等の作業に係る特別教育、携帯用
爪楊枝を組み合わせて家屋を作成するなど、細かい作業も得意でし
丸のこ作業に係る安全教育
た。前職では、コンシェルジュとして接客のスキルを身に付けまし
★取得見込（建築CAD検定２級、３級）
た。

陸上自衛隊（１０年１ｶ
月）、電気工事士（１
年１ｶ月）、シロアリ防
除工事（１２年３ｶ月）

普通自動車、大型自動車、第１級陸上
特殊無線技士、第１種大型自動車、け
ん引免許、締め固め用機械（無制
限）、第二種電気工事士、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

私は一人で淡々と仕事をするタイプの人間です。特技はパソコン操
作で、ホームページを作成することができます。職業訓練で身に付
けたスキルやこれまでの職歴から得た知識等を活かして、お客様に
喜んでいただけるリフォームを目指して、仕事に挑戦してまいりま
す。

歯科助手（１年１ｶ
大村市、諫早 月）、事務（一般、公
市、長崎市、 共機関３１年）、販売
佐世保市
（４年８ｶ月）、エステ
ティシャン（８ｶ月）

普通自動車、全国商業高等学校協会主
催珠算検定２級、簿記検定２級、和文
タイプライター２級、セルフモチベー
ションベーシック認定、エステティッ
クセラピスト認定、認定エステティ
シャン取得、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

私は長年、事務職に携わってきました。部署の責任者として職責を
果たした後、自己の成長を目指したい、改革したいとの思いから
様々な仕事にチャレンジして来ました。今までの経験を活かし、今
後も努力して、社会に貢献したいと思っています。向上心とチャレ
ンジ精神で頑張ります。

普通自動車、古美術商許可、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
★取得見込（建築CAD(２級・３級)）

困難な問題事について諦めず積極的に粘り強く行動する性格です。
住宅分野の経験はありませんが、何事にもチャレンジ精神を忘れず
仕事を吸収して行きます。前職では管理職を２０年余り勤めた経験
があり、働く仲間達に対してもコミュニケーションを取り、誠実、
丁寧に対応して来ました。住宅リフォーム技術科で学んだ知識や技
能と取得した資格を今後の仕事に活かしたいと思います。

沖縄県

住宅リフォーム、住宅設備
長崎県内
関連（営業）

大村市 事務、PC事務

主な職歴

大村市

薬品関係の営業（３８
年）

☆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６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.

NO.

NO.

NO.

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
溶

ク

接

施

工

科

エ
ス
ト
の
概

電

設

気

設

備

備

管

技

術

理

科

科

要
住 宅 リ フ ォ ー ム 技 術 科

テクニカルメタルワーク科

※ 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３０年度
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能力開発セミナーコース一覧（５月～７月分）

ｺｰｽNo

コース名

時間数
(H)

5H011

実践的な冷媒配管の施工と空調機器据付け
技術

18

5M041

精密測定技術（長さ測定編）

5M221

被覆アーク溶接実践技術（各種姿勢溶接）

5H121
5M261

実践建築設計プレゼンテーション（３次
元）
ＴＩＧ溶接実践技術（ステンレス鋼板材
編）

時間帯

受講料
（税込）

5/12(土）,19(土),26(土)

昼

13,000

12

5/14(月）,15(火)

昼

7,000

12

5/17(木）,18(金)

昼

11,500

12

5/19(土）,20(日)

昼

10,000

12

5/23(水）,24(木)

昼

13,500

実施日

5H141

木造住宅における壁量計算技術

12

5/24(木）,25(金)

昼

10,500

5D091

低圧電気設備の保守点検技術

12

5/26(土）6/2(土)

昼

13,000

5M251

半自動アーク溶接実践技術（各種姿勢編）

12

5/29(火）,30(水),31(木),6/1(金)

夜

12,500

5H052

管工事の施工管理技術

18

6/2(土）,3(日),9(土)

昼

13,000

5M262

ＴＩＧ溶接実践技術（ステンレス鋼板材
編）

12

6/4(月）,5(火)

昼

13,500

5H111

実践建築製図作成技術（２次元ＣＡＤ）

12

6/9(土）,10(日)

昼

9,500

5M031

実践機械設計技術（2次元設計）

18

6/18(月),19(火),20(水)

昼

11,000

5M252

半自動アーク溶接実践技術（各種姿勢編）

12

6/19(火）,20(水),21(木),22(金)

夜

12,500

5D061

ビル設備の電気設備管理

24

7/7(土）,8(日),14(土),15(日)

昼

15,000

12

7/10(火）,11(水)

昼

13,500

12

7/18(水）,19(木)

昼

15,000

12

7/28(土）,29(日)

昼

9,500

5M263
5M281
5H131

ＴＩＧ溶接実践技術（ステンレス鋼板材
編）
ＴＩＧ溶接実践技術（アルミニウム合金板
材編）
実践建築設計プレゼンテーション（３次
元）

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

