平成３０年１２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

冊子・HP版

☆ 訓練期間

平成３０年７月３日～平成３０年１２月２６日（６ヵ月間）
一部の訓練生は、平成３０年６月６日～平成３０年６月２８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

修了予定
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名

機 械 加 工 技 術 科
溶

接

施

工

科

訓

練

内

容

１４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

５名 安全作業を併せて習得します。

電 気 設 備 技 術 科

１３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

１８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

１５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

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

52

大村市 工作機械オペレーター

訪問販売営業(２５年２ｶ
普通自動車
月）、半導体オペレー
★取得見込（自由研削といし）
ター（５年）

私は今まで主に一般家庭中心(企業含む)に訪問販売を長い間続けてきまし
た。困難な時でも諦めない粘り強い性格は今なお健在です。又、チーム
ワークを重要視しながら、コツコツとノルマをこなしてきました。訓練分
野の仕事の経験はほぼありませんが、持ち前のポジティブ精神にて仕事を
一から吸収していきます。

45

半導体品質保証（１年１
ｶ月）、半導体オペレー
工作機械オペレーター、Ｎ 諫早市、時津町、 ター（１３年８ｶ月）、 普通自動車
長崎市
Ｃ旋盤工
長与町
半導体設備メンテナンス ★取得見込（自由研削といし）
（１１年３ｶ月）、清掃
業（７ｶ月）

私は粘り強い性格です。前職の設備メンテナンスでは、トラブル原因究明
において妥協せず、時間を忘れるほど集中し、直るまで粘り強く対応して
いました。訓練分野の経験はありませんが、前職及び訓練で身に付けた知
識や技術を一日も早く仕事の中で活かしたいと思います。

24

ＣＡＤオペレーター、工作
機械オペレーター、機械加 諫早市、雲仙市、
雲仙市 工(旋盤、フライス盤）、Ｎ 大村市、島原市、 塾講師（２年８ｶ月）
Ｃ旋盤工、マシニングセン 南島原市
タ

普通自動車
★取得見込（自由研削といし）

私は大学を中退しています。受験をする前にしっかりカリキュラムを調べ
なかったことで学びたかったことと差を感じたためです。この事に関して
は非常にもったいないことをしたと思っています。就職に関しては絶対に
失敗したくないと考え、職業訓練で自分がどのような仕事をしていくのか
を積極的に学んでいます。学校でも仕事でもやりたいことだけができるわ
けではないということも大学中退を通して学びました。そのような経験か
ら、仕事に対してはどのようなことにも初めから興味がないと思うのでは
なく、様々なことにチャレンジしていきたいと思っております。

4

22

工作機械オペレーター、Ｎ 長崎市、時津町、
長与町
接客業（３年）
Ｃ旋盤工
長与町

私は指示された作業を効率良く進めるために、私自身の中で計画を立てて
普通自動車、フォークリフト、危険物
動くようにしてきました。また前職では、従業員の数が私を入れても６人
取扱者乙種４類、ビジネス文書実務検
程しかいなかったので、チームワークを意識して働いてきました。働く仲
定３級、日商簿記３級
間に対して誠実にコミュニケーションをするように心掛けてきました。一
★取得見込（自由研削といし）
日でも早く身に付けた知識や技能を仕事で活かしていきたいと思います。

5

57

長崎市 機械メンテナンス

1

2

3

6

7

41

33

長崎市

大村市

大村市、諫早市

食品加工業（２年１１ｶ
諫早市、時津町、
普通自動車、第二種電気工事士
月）、電気工事士（２４
長与町、長崎市
★取得見込（自由研削といし）
年）

時間に正確で人を待たせるのが嫌いなタイプです。当たり前ですが、仕事
には真面目に取り組めます。

工作機械オペレーター
（２年１０ｶ月）、ト
ラッキー作業（８年）、
スポット溶接（１１ｶ
普通自動車
月）、ライン作業（２
★取得見込（自由研削といし）
年）、保安警備（１１ｶ
月）、順建て作業（３
年）

私は職場内においてのルールを遵守し、安全に作業する事に重きをおいて
います。常に５Ｓを意識しながら行動し、より効率的な方法を取捨選択し
ています。コミュニケーション能力に優れ、誰とでも一定の距離感で接し
てきました。与えられた仕事に対しては、最後まで責任を持って行動して
きました。職業訓練で身に付けた知識・技術を活かせるよう頑張りたいで
す。

工作機械オペレーター、Ｎ
全国
Ｃ旋盤工、トラッキー作業

大村市、佐世保
機械加工、部品製造、工作
市、東彼杵郡、諫 事務（１１年）
機械オペレーター、事務
早市

普通自動車、日商簿記３級、ビジネス
能力検定３級、Ｐｈｏｔｏｓｈｏｐク
リエイター能力認定試験２級、Ｉｌｌ
ｕｓｔｒａｔｏｒクリエエイター能力
試験３級、Ｍｏｓ２００３（Ｅｘｃｅ
ｌ，Ｗｏｒｄ）Ｅｘｐｅｒｔ・Ｐｏｗ
ｅｒＰｏｉｎｔ
★取得見込（自由研削といし）

1

私は、今までの仕事で重点をおいていたことはいかに効率良く働くかとい
うことです。仕事の流れを考え、先の事を見据えるように心掛けてきまし
た。新しい分野への挑戦になりますが、職業訓練で身に付けた知識・技術
などを活かせるよう仕事に取組みたいと思っています。

番号 年齢

8

9
女

10

住所

希望職種

就職希望地

主な職歴

長崎市、諫早市、
大村市、時津町、
地方公務員（１５年６ｶ
長与町、波佐見
月）
町、東彼杵町、川
棚町、佐世保市

保持する主な免許・資格等

自己アピール

私が仕事をする時のモットーは「ラク」することです。業務を細分化・簡
素化し、スケジュールを組みます。簡素化は処理スピードを向上させミス
普通自動車、自動二輪（大型）、英語 を減らし、スケジュールを組むことは突発的なことがあった場合に対応し
検定３級
やすくなります。それらが結果的に「ラク」につながると考えています。
★取得見込（自由研削といし）
また、様々な制約がある中で、臨機応変に変わる、変えることも大事だと
思っています。細かいところまで確認して行動に移すタイプなので、機械
加工に向いていると思います。

41

長崎市 工作機械オペレーター

43

普通自動車、電卓技能検定初段、県商
プラント設計（１８年３
ＣＡＤオペレーター、工作 長崎市、諫早市、
簿記１級、秘書技能検定２級、ＣＳ検
長崎市
ｶ月）、不動産関係事務
機械オペレーター
時津町、長与町
定ワープロ２級
（２年１ｶ月）
★取得見込（自由研削といし）

私はパソコンを多く使う仕事をしてきた為、色んなソフトの使用経験があ
ります。初めて使用するソフトも独学で勉強したりし、新しいことにチャ
レンジしてきました。仕事においては、内容をきちんと確認し計画を立
て、どうすれば早くいいものができるかを常に考えるようにしてきまし
た。訓練分野の仕事経験はありませんが、訓練で身につけた知識を活かせ
る仕事がしたいです。

42

工作機械オペレーター、Ｎ
諫早市、大村市、
諫早市 Ｃ旋盤工、表面処理工、塗
塗装業（２０年２ｶ月）
長崎市
装工

普通自動車、玉掛け、ガス溶接、有機
溶剤作業主任者、乾燥設備作業主任
者、クレーン運転、フォークリフト、
特定化学物質及び四アルキル鉛、防錆
管理士（塗装）
★取得見込（自由研削といし）

私は複数の業務を優先順位を考えて、効率的に且つ正確に進める事を得意
としています。新人、新入社員の教育担当も任されていました。社会人と
して業務も大切ですが、働く仲間への思いやり、コニュニケーションも大
切であると考えます。職業訓練で身に付けた基本を忘れず、新たな仕事に
役立てていきます。

ソフトウェア評価（７
年）、筐体設計（１
年）、ハードウェア設計
（１年３ｶ月）、半導体
製造図面作成者（２年６
ｶ月）、介護（３ｶ月）

普通自動車、、危険物取扱者乙種４
類、第二種電気工事士、危険物取扱者
乙種６類、ＪＳＴＱＢ認定テスト技術
者Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ Ｌｅｖｅｌ
★取得見込（自由研削といし）

私は黙々とこなしていくような作業が得意です。同じような作業の繰り返しでも全く
苦になりません。同一、類似作業は早く正確に仕上げることができます。より良い
成果を出せるよう工夫しながら作業を進めていきます。問題点があれば解決でき
る仕組みを作る努力をします。わからないことがあれば、積極的に質問します。役
に立てているという実感が私の最大の喜びでモチベーションですので、チームの
歯車として自分が一番役に立てることは何かを考えながら行動します。将来的に
は自分の仕事をこなしながら、他者の助けになるような働き方をしたいと考えてお
ります。また、人材育成にも携われればと考えております。

準中型免許（５ｔ限定）、普通自動二輪
★取得見込（自由研削といし）

私は前職で物流の仕事をしていました。扱う商品が食品だったので、特に丁寧さ、
慎重さが求められ、しっかりと仕事の中で身に付けました。機械加工の仕事は経
験がありません。ポリテクセンターで基礎知識を学び、仕事をしていく中で更に技
術と知識を身に付けて、社会で役に立つ製品を作りたいと思っています。

12

37

製造業、品質管理、NCオペ
長崎市、時津町、
長崎市 レーター、機械工、組立工、旋
長与町、諫早市
盤工、一般事務

13

26

諫早市

工作機械オペレーター、Ｎ 長崎市、諫早市、
Ｃ旋盤工
時津町、九州圏内

物流倉庫作業（２年）

14

30

大村市

ＣＡＤオペレーター、工作 長崎市、諫早市、
機械オペレーター
大村市

普通自動車、自動二輪（中型）、玉掛
マシニングオペレーター（２
私は物事を最後までやり遂げる忍耐力を持った人間です。ものづくりに興味があ
け、ガス溶接、小型車両系建設機械、
年６ｶ月）、倉庫作業員（１
り、機械加工技術科を受講しました。訓練で得られた知識、技術を一日も早く仕事
クレーン運転
年６ｶ月）、配達（４年）
の中で活かし、いち早く即戦力になれるように頑張りたいです。
★取得見込（自由研削といし）

15
女

30

時津町

ＣＡＤオペレーター、工作機械
長崎市、時津町
オペレーター

接客業（１１年２ｶ月）

普通自動車（ＡＴ）、アーク溶接、ガ
ス溶接、
自由研削といし、漢字検定３級、ワー
プロ検定３級

私は集中して作業することが得意で、一度始めたら一心に作業に取り組みます。
負けず嫌いなので作業が終わるまでは投げ出したりなどはしません。今まで接客
業のみで訓練分野の仕事の経験はありませんが、前述に上げた能力を活かして
技術や知識を身に付けていきます。前職で学んだ接客マナーを働く仲間、上司の
方、会社に来られたお客様に対して役立てていきたいです。職業訓練で少しでも
能力向上に努め、完璧な仕事が出来るようになりたいです。

保持する主な免許・資格等

自己アピール

●溶接施工科
番号 年齢

1

24

住所

島原市

希望職種

就職希望地

主な職歴

溶接工、機械全般、鉄骨・ 島原市、雲仙市、
農業（６年）
鉄筋工
諫早市

普通自動車、フォークリフト、玉掛
ずっと農業をしてきたので、体力と力には自信があります。何事にも、積
け、アーク溶接
極的に挑戦し、多くの知識、技術、資格を身につけていきたいです。また
★取得見込（ガス溶接、自由研削とい
協調性も重視して取り組んで行こうと思います。
し、床上操作式クレーン運転）
2

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

50

長崎市 施設・ビル管理、製造業

普通自動車、２級ボイラー、フォーク
リフト、移動式クレーン、第３種冷凍
機械、第４種公害防止管理者（水
長崎市、諫早市、 海上自衛隊機関科（１３ 質）、危険物取扱者乙種４類、第２種
大村市、時津町、 年）施設・ビル管理（９ 電気工事士、下水道技術３種、玉掛
長与町
年５ｶ月）
け、足場・特化物・酸素欠乏・有機溶
剤作業主任者、アーク溶接
★取得見込（ガス溶接、自由研削とい
し）

3

42

溶接工、製缶工、機械全
時津町
般、ものづくり全般

長崎市、時津町、
長与町、諫早市、 調理師（１４年３ｶ月）
大村市、

4

47

長崎市

2

6

43

自己アピール

私は、転職を繰り返した事で、コミュニケーション能力が向上し、新職種
や職場環境にも違和感なく溶け込むことができます。仕事に対しては、
じっくりと狭く深く勉強することも決して不得手ではありません。その中
で、わからない事があれば積極的に質問をして理解する様に心掛けていま
す。そのためには、常に問題意識を高めて、改善する姿勢が大切だと考え
ております。将来的には、誰からも信頼される社員を目指します。

私はものをつくることが好きで前職は調理に携わっていましたが、今回職
普通自動車、調理師免許、ホームヘル
業訓練を得て、ものづくりの楽しさ奥深さを学び一生の仕事としていきた
パー２級、アーク溶接
いと思いました。今回の職業訓練で学んだ事を活かし、あきらめない前向
★取得見込（ガス溶接、自由研削とい
きな性格で仕事の中で自分の力を発揮できるように成長していきたいと思
し）
います。

普通自動車（１種２種）、２級自動車
長崎市、諫早
自動車整備工（２４年８
溶接工、製缶工、板金工、
整備、自動車検査員、アーク溶接
仕事には、丁寧に向上心を持って取り組みたいです。職業訓練で身に付け
市、、長与町、時 ｶ月）タクシー乗務員
機械全般
★取得見込（ガス溶接、自由研削とい た知識や技術を仕事の中で活かしてみたいと思います。
津町、大村市
（６ｶ月）
し）

島原市 溶接工、製造業、組立工

島原市、南島原
市、雲仙市、

測量業（４年３ｶ月）
製造業（半導体等）組
立・材料管理・品質管理
（１１年６ｶ月）
建築業（３年６ｶ月）
製造業（試作検査）（４
年２ｶ月）

普通自動車、フォークリフト技能講習
私は与えられた仕事だけではなく、自分なりに考えて行動する人間です。
、アーク溶接、
訓練分野の仕事の経験はありませんが、今までの職業で得た経験と知識、
★取得見込（ガス溶接、自由研削とい
又職業訓練で身に付けた資格を仕事で活かしていきたいと思います。
し、玉掛け）

●電気設備技術科
番号 年齢

1

2

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

23

家電の配線やソーラーの設
諫早市 置、家電製品の設置及び配 諫早市
達

24

食品製造業（６ｶ月）、
電気工事士、電気設備・点 長崎市、諫早市、
普通自動車
長崎市
接客業（３年）、積荷・
検
大村市
★取得見込（第二種電気工事士）
出荷[農業]（６ｶ月）

接客業（３年９ｶ月）

普通自動車
★取得見込（第二種電気工事士）、
フォークリフト

3

自己アピール

私はコンビニエンスストアで接客業をしていたので、老若男女問わずコ
ミュニケーションをとれる自信があります。また、何事にでもチャレンジ
精神の気持ちがあるので、何事にも挑戦していきたいと思っています。

自分の強みは人に丁寧・親切に手を抜かずに対応できる所だと思います。
また、異なる価値観を持つ相手に対し、偏見的な接し方をせずに、気持ち
良い対応ができる所だと思います。一方、与えられた指示にスピーディー
に対応したり、自分の仕事の流れを把握するために、どうすれば効率良く
動けるかを考え、自分の計画を立てるように努力したいと思います。

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

普通自動車、フォークリフト
★取得見込（第二種電気工事士）

私は常に向上心を持ち、色々な事に好奇心旺盛でチャレンジ精神も持って
います。職業訓練で身に付けた知識や資格を職場で活かせたらと思ってい
ます。

半導体装置メンテナン
諫早市、長崎市、
電気工事士、電気機器製造
ス・立ち上げ（２０年３ 普通自動車、自動二輪（中型）
時津町、長与町、
業、機械メンテナンス
ｶ月）、接客業（３年６ｶ ★取得見込（第二種電気工事士）
雲仙市、大村市
月）

前職においてチームワークやコミュニケーションを身に付ける事ができた
と思います。職業訓練で身に付けた知識や資格と前職の経験を活かした職
場で働きたいと思っています。

3
女

22

島原市 電気工事士、電気設備士

4

47

諫早市

44

中型自動車、測量士補、第二種電気工
事士、危険物取扱者乙種４類、二級ボ
土木設計（１２年９ｶ
私は何事にも前向きに挑戦し、コツコツと一つずつ、確実に業務をやり遂
長崎市、諫早市、
イラー技士、防火管理者甲種、消防設
施設管理、電気工事士、電
月）、病院施設管理（３
げてました。また、自分のスキルアップのため、関連業務の資格取得にも
長崎市
時津町、長与町、
備士乙種１類及び６類、玉掛け、小型
気機器製造業
年５ｶ月）、土木施工管
積極的に取り組んでいます。現在は、知識が乏しい電気関連を学ぶため、
大村市
移動式クレーン技能講習、二級土木施
理（４年）
訓練に励んでいます。
工管理技士
★取得見込（消防設備士乙種４類）

5

7

8

9

10

35

21

33

32

長崎市 電気機器製造業

長崎市、諫早市

接客業（２年７ｶ月）、
農業（２年５ｶ月）

木造大工（３年）、機器
組立製造（３年）、印刷 普通自動車、自動二輪（中型）、
長崎市、時津町、 オペレーター（１年）、 フォークリフト、計算技術検定３級、
長与町
農業（１年）、測量助手 危険物取扱者丙類
（２年）、フォークリフ
トオペレーター（３年）

普通自動車、自動二輪（中型）、ガス
私は自ら何事も考えて行動し、何事にも前向きな気持ちで挑戦し、困難な
溶接、玉掛け、フォークリフト、自由
重量鳶（２年）、重量物
ことでも最後まで諦めずがんばります。前職においても先輩後輩仲良く
研削といし、足場組立特別教育、酸欠
の搬入・搬出（２年）
チームワークを重視してきました。一日でも早く職業訓練で身に付けた知
特別教育、振動工具特別教育
識や資格を仕事の中で活かしてがんばっていきたいと思います。
★取得見込（第二種電気工事士）

長崎市 電気工事士

長崎市

大村市 電気工事士

大村市、諫早市、 介護福祉士（１２年２ｶ
長崎市
月）、調理（１年）

雲仙市

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
にも前向きにチャレンジ精神を持ち、仕事を吸収していく粘り強い性格で
す。チームワークの和を大事にしたいと考え、職業訓練で身に付けた知識
を仕事の中で活かしたいと思っています。

営業、販売、電気工事士、 諫早市、雲仙市、
介護福祉士（１１年）
介護士
島原市

普通自動車、大型自動二輪、測量士
補、介護福祉士
★取得見込（第二種電気工事士）

私の長所は、やると決めたことは最後までやり遂げ、行動をうつすことが
早いところです。以前の職場でも新しいことに積極的に挑戦をし、目標に
向け、周囲と連携しやり遂げてきました。自分の熱意で自らモチベーショ
ンを上げ、周囲と連携し、仕事においても高い目標を目指す努力を続けて
いきたいです。

普通自動車、介護福祉士
★取得見込（第二種電気工事士）

今まで介護に携わってきました。利用者も一人一人違いますし、介助して
「ありがとう」の一言がうれしかったです。コミュニケーション能力は大
切だと思いました。私は、人と話すのが好きで色々と人生経験など聞い
て、互いに話す事で信頼関係が築けました。仕事には、コミュニケーショ
ンが大事ですので、知識・技術を身に付けて仕事に活かしていきたいで
す。

4

番号 年齢

11

47

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

小売業（７年）、新聞配
達（１１年１０ｶ月）、 普通自動車、自動二輪（中型）
サービス業（１１年９ｶ ★取得見込（第二種電気工事士）
月）

長崎市 電気工事士

長崎市、諫早市

長崎市、諫早市、
配達業（１２年７ｶ月）
時津町、長与町

自己アピール

私は何事も前向きに考えて行動する人間です。訓練分野の経験はありませ
んが、経験を積み、吸収していきたいです。前職ではチームワークが重要
だったため、人間関係がうまくいく様心掛けていました。職業訓練で得た
知識、技術又今までの経験を活かしたいと思っています。

私は一つひとつの仕事に黙々と集中して取り掛かることができ、どんな仕
普通自動車、自動二輪（中型）、二級 事もコツコツと行う事が出来る真面目な性格です。前職では１２年間無遅
ボイラー技士、危険物取扱者乙種４類 刻無欠勤でした。希望職種の経験はありませんが、職業訓練で身に付けた
★取得見込（第二種電気工事士）
知識や技術を活かし、一つひとつ確実に仕事を覚え、一日も早く会社の役
に立てるようになりたいと思っています。

12

35

長崎市 電気工事士、設備管理業

13

41

諫早市

建設業（１年６ｶ月）、
普通自動車、自動二輪（中型）、ガス 接客業を通じ、コミュニケーションは得意です。初対面の方に人見知りせ
設備メンテナンス、ビルメ 諫早市、長崎市、 サービス業（８年）、製
溶接、玉掛け、フォークリフト
ずに話かけることが出来、御客様や職場の方々とも明るい雰囲気で接する
ンテナンス
大村市、佐世保市 造業（１年）、建設業
★取得見込（第二種電気工事士）
ことができると思っております。
（５年３ｶ月）

14

41

長崎市

窓口事務員（１１年）、
電気工事士、電気機器メン 長崎市、諫早市、 ライン工（１０ｶ月）、
テナンス、電気設計技術者 時津町、長与町
船舶内電装業（２年６ｶ
月）

普通自動車、自動二輪(中型）、ファ
イナンシャル・プランニング技能士３
級
★取得見込（第二種電気工事士）

私は一つのことを集中して根気強く続けることが出来る性格です。前職で
訓練分野の仕事を少し経験し、その内容に興味を持ち、生涯を通じてこう
いった仕事をしたいと思い、一から勉強しこれからの仕事に役立てていく
所存です。

保持する主な免許・資格等

自己アピール

34

長崎市 管工事（配管工）

ＰＣオペレーター（２年
１１ｶ月）、営業（１年
長崎市、諫早市、
２ｶ月）、システムエン
時津町、長与町
ジニア（２年）、カメラ
マン（５年１１ｶ月）

普通自動車、自動二輪（中型）小型車
両系建設機械、危険物取扱者丙種
★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）

私は過去にいくつかの仕事を体験した上で、事前の調査や計画が大事であ
ると考えております。また、予定通りに行かない時、臨機応変に対応でき
る力も必要だと思っております。そのためには自身の知識や技術、場数は
必要で、仕事を円滑に達成するには、社内・社外に関わらず人間関係であ
ると考えます。訓練校で学んだ技術知識をさらに伸ばし、様々なニーズに
対応できる仕事をしたいと思います。

45

ネットワークエンジニア
（３年）（社内サー
ネットワークエンジニア
諫早市、大村市、 バー・情報セキュリ
諫早市 （ＮＥ）社内ＳＥ，半導体 長崎市
ティーなど）社内ＳＥ
系エンジニア
又は福岡
半導体系エンジニア（１
５年）ソフトウェア―開
発（３年）

普通自動車、危険物取扱者乙種４類、
工事担任者アナログ第３種、情報処理
検定２級、有機溶剤取扱主任者、特定
化学物質取扱主任者、ガス溶接、小型
車両系建設機械、２級ファイナンシャ
ルプランナー技能士（ＦＰ）
★取得見込（第二種電気工事士）

今までの職務では、常に自己能力のレベルアップの為に向上心を持って取
り組んでまいりました。訓練科目に関して経験等はありませんが、次の就
職に関して少しでも役に立てると思い吸収しております。前職はネット
ワーク業界において社内基幹サーバーの安定化、情報セキュリティーなど
の社内ＳＥを担当してました。現在は全ての業界において業務効率化のＩ
Ｔ化は、必然で有りこれまでの経験は、生かせると自負しております。挑
戦する気持ちを常に持ち、毎日が知識の深化の時間と捉え、日々精進して
いく所存です。

●設備管理科
番号 年齢

1

2

住所

希望職種

就職希望地

主な職歴

5

番号 年齢

3

4

53

35

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

私は前職に於いて２７年間営業を主として勤務してまいりました。この
度、デスクワーク以外の職種へもチャレンジしたいという思いが芽生え、
第一種衛生管理者、普通自動車、大型 気力・体力が充実している今がラストチャンスと考え離職に至りました。
自動車、小型車両系建設機械
誠実な職務遂行は元より、管理職の経験から、経営面で重要な倫理遵法、
★取得見込（第二種電気工事士、危険 コスト意識も十分認識しており新たな職場でも活かせると自負していま
物取扱者乙種４類、２級ボイラー技
す。また、これまでの職歴・自身の年令に拘ることなく「職場の和」を重
士、ガス溶接）
視して努める所存です。職種への拘りはございませんが、職業訓練で身に
付けた知識と資格が活かせれば幸いです。勤務時間、休日への拘りもござ
いません。

島原市 設備管理

コンビニエンスストア地
域責任者（３年４ｶ
月）、鉄道車両用・一般
島原市、南島原
産業用送風機営業（２５
市、雲仙市、諫早
年１１ｶ月）、総務（８ｶ
市
月）資材調達（９ｶ月）
※営業、総務、資材調達
の職階級は課長

長崎市 ビルメンテナンス

普通自動車、玉掛け、床上操作式ク
私はこれまで、清掃業で長くキャリアを積んだので、それを活かす仕事が
清掃業（１０年２ｶ
レーン、高所作業所（１０ｍ以上）、 できたらと思っています。そして、ものづくりの分野でも仕事をしたいと
長崎市、諫早市、 月）、製函梱包（７ｶ
小型車両系建設機械
思い、職業訓練で設備管理科で学び、スキルアップをしたいと思っていま
時津町、長与町
月）、パン製造業（３年
★取得見込（第二種電気工事士、２級 す。真面目に物事に取り組むみ、仕事にも誠実に取り組みます。職業訓練
６ｶ月）
ボイラー技士、ガス溶接）
で身に付けた知識や資格を活かし精進したい所存であります。

5

61

大村市 施設管理、施設警備

大村市、諫早市

大型自動車（一種）防火管理者
陸上自衛官（３２年）大
（甲）、小型車両系建設機械
村市役所嘱託職員-危機
★取得見込（ガス溶接、第二種電気工
管理専門官（６年）
事士、消防設備士乙種１類）

6

31

長崎市 設備管理、配管工

長崎市

消費者金融（４年８ｶ
月）営業（２年）販売
（５年）

包装機オペレーター（４
年）、自動車部品の熱処
雲仙市、諫早市、
理（５年２ｶ月）、契約
島原市、長崎市、
事務（３年１ｶ月）、水
大村市
処理設備の運転管理（５
年５ｶ月）

私は仕事はコツコツと慎重に行うタイプです。仕事をするにあたっては、
初めに、安全管理や危機管理について検討し対策を考えてから取り組むと
いうことを実践して来ました。また、仕事は組織やチームで行うことが多
かったことからコミュニケーション力も問題ありません。今までの経験
と、職業訓練で身に付けた知識・資格を活かして自信を持って仕事をした
いと思っています。

普通自動車、小型車両系建設機械
私は指示された仕事はこなし、自分の知識の劣る事は積極的に学び、戦力
★取得見込（ガス溶接、第二種電気工
になる為努力します。今までもこの姿勢を保ち、自分自身に足りない事等
事士、危険物取扱者乙種４類、消防設
は、学ぶ所存です。
備士乙種１類）
普通自動車（ＡＴ限定）、有機溶剤作
業主任者、特定化学物質及び四アルキ
ル鉛等作業主任者、第二種電気工事
士、認定電気工事従事者、図書館司書
補、小型車両系建設機械、
★取得見込（ガス溶接、危険物取扱者
乙種４類、消防設備士乙種４類）

どのような企業で働くにしても、職場で働く者同士は、協力してより良い
職場環境を作らなくては職場全体の業務遂行能力は十分に発揮できませ
ん。そのためには各人のコミュニケーション能力が重要になってくると思
います。私は製造業での協力して業務にあたる姿勢はもとより、販売業で
の接客で、多くのお客様に接することによって、男女の区別なくより多く
の世代の方々と円滑にコミュニケーションを取ることができる能力を身に
つけることが出来たと思います。

普通自動車、フォークリフト、小型車
食品卸問屋（１５年）、
電気工事（配線）それに係
両系建設機械
諫早市、雲仙市、 パン製造業（１５年）飲
る仕事
★取得見込（ガス溶接、危険物取扱者
食店経営（５年）
乙種４類、消防設備士乙種１類）

丁寧な仕事と、いろいろな仕事を通しての経験値と、人脈が強みです。性
格は明るく、いつまでもくよくよしないことを心がけています。製菓、製
パンの設備・道具についても知識があります。パン製造もできます。ラジ
オ、テレビに取り上げられたこともあります。

普通自動車、フォークリフト、大型特
殊、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）

私は、前職において職長として現場作業が、多かったので、自ら考えて作
業することもありましたが仲間の意見を聞いて作業してきました。現場作
業の経験は多い方だと思います。訓練分野の仕事の経験はありませんが、
積極的にチャレンジして仕事を早く覚えたいと思います。

7

42

雲仙市 各種設備管理

8

61

諫早市

9

47

管工事、ビル管理、メンテ
諫早市
諫早市、大村市
ナンス

石工（２５年）

10

28

長崎市 設備、水道、不動産

普通自動車、普通自動二輪、小型車両
一つの事にのめりこんだらとげるまで目標に向かいまい進します。趣味の
セブンイレブン（５
系建設機械、
パワーリフティングでは、全国大会へ出場をし、今年はおくんちへの出演
年）、日本郵便（３年） ★取得見込（ガス溶接、二級配管技能
も経験しました。
士、宅建、管理業務主任）

長崎市

6

番号 年齢

11

12

13

14

住所

希望職種

就職希望地

主な職歴

長崎市、時津町、 サービス業（１１年６ｶ
長与町
月）運送業（３年）

保持する主な免許・資格等

自己アピール

普通自動車、ワープロ４級 、小型車
両系建設機械
ポリテクセンターで学んだ専門性を活かしてがんばりたいです。
★取得見込（ガス溶接、二級配管技能
士、第二種電気工事士）

33

長崎市 上下水道

54

普通自動車、自動二輪（中型）、小型
船舶（二級）、第三級陸上特殊無線、
測量士、甲種防火管理、一級水路測量
防熱工事（２年１０ｶ
ビル設備、ビルメンテナン 長崎市、諫早市、
技術（港湾）、普通救命、酸素欠乏・
長崎市
月）測量業務（３２年９
ス、設備管理
時津町、長与町
硫化水素、防災士、小型車両系建設機
ｶ月）
械、フォークリフト
★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）

長年、測量士として経験を積んできた。どのような現場でも、計画的に仕
事を進めることと納期を守ることを心がけてきた。専門技術を活かした仕
事にやりがいを感じており、職業訓練で身に付けた知識や資格を活かした
いと思っている。

41

長崎市、諫早市

普通自動車、自動二輪（中型）小型車
両系建設機械、フォークリフト
アパレル（５年）、営業
★取得見込（ガス溶接、第二種電気工
（１７年）
事士、危険物取扱者乙種４類、２級ボ
イラー技士）

私は物事を色々な角度から見て実行できます。例えば指示された仕事もそ
の先を見据えて行うことができます。この度、異業種に転職を考えており
ますので、持ち前の前向きな性格と、地道な努力で仕事を行っていきま
す。前職において接客や営業で培ったコミュニケーション力を活かし、新
しい職も早期に慣れ、より一層の努力をしてまいります。

工場設備保守管理、ビル空
大村市
大村市、諫早市
調設備、機械組立工

高圧ガス製造保安責任者（丙種化
学）、特定化学物質等作業主任者・酸
機械組立（２年９ｶ
素欠乏・硫化水素危険作業主任者、保
月）、半導体設備保守及 全技能士電気２級、保全技能士機械２
び付帯設備保守（１５年 級、玉掛け、フォークリフト、クレー
１１ｶ月）食品工場製造 ン特別教育、第二種電気工事士、日商
設備及び付帯設備保守管 簿記３級、普通自動車（中型）、小型
理（３年）
車両系建設機械
★取得見込（ガス溶接、２級ボイラー
技士）

今までの経験としては、主に工場生産設備・付帯設備の保守保全業務が多
く、限定された期間内での作業を数多く行っていますので、準備・段取り
等が身に付いています。管理業務にて対外折衝能力も有しています。ま
た、積極的に資格取得をし仕事の幅を広げたいと思っています。今後は、
今までの経験を活かした仕事に就きたいと思っています。

48

長崎市 ビルメンテナンス

15

52

諫早市 ビルメンテナンス

諫早市

建築設計（１２年１１ｶ
月）、水道工事（１年７
ｶ月）、住宅メーカー
（７ｶ月）、石工事（７
年１ｶ月）

16

26

長崎市 消防設備管理

長﨑県外

小型車両系建設機械、玉掛け、危険物
建築現場管理（２年１０ 取扱者乙種４類
ｶ月）仕上げ工（５年） ★取得見込（ガス溶接、第二種電気工
事士、消防設備士６類）

５年間技術系の職につき、一つの仕事をしっかりやりとげること、仕事を
覚える姿勢をどん欲に保つことを学びました。この二つと、自身の長所で
もある「出来るまであきらめずやりとげる姿勢」を活かして仕事ができれ
ばと思っています。

普通自動車、自動二輪（大型）、小型
車両系建設機械、危険物取扱者乙種４
類、漢字検定準二級、ビジネスコン
ピューティング検定３級、日本語文書
処理技能検定３級、秘書技能検定３
級、危険物乙３類、
★取得見込（ガス溶接、第二種電気工
事士、２級ボイラー技士、二級配管技
能士）

私は１聞いて１０理解できるタイプではないので、分からないことは周り
に聞いてやっていくタイプです。それでもミスはしてしまうので何が駄目
だったか見直して、同じ轍は踏まない事を信条としています。そのために
周りとはコミュニケーションをしっかり取って仕事が円滑に進むよう取り
組んでいきます。

17

32

諫早市 水道、設備関係

諫早市、長崎市、
運送業（１３年）
大村市

二級建築士、宅建、小型車両系建設機
械
前職の経験を生かし、更に資格取得を行い、再就職先で役立てます。
★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）

7

番号 年齢

18
女

21

住所

希望職種

大村市 水道衛生、空調設備

就職希望地

大村市、諫早市

主な職歴

保持する主な免許・資格等

自己アピール

食品販売（１年）、遺跡
堀（８ｶ月）、長崎仕分
け作業（２ｶ月）接客業
（１年）、土木・解体・
引越し・給水（１年）

普通自動車（準中型５ｔ）、普通自動
二輪、小型車両系建設機械、玉掛け
★取得見込（ガス溶接、第二種電気工
事士、移動式クレーン、危険物取扱者
乙種４類、フォークリフト）

私は物作りが好きで、出来上がった時の達成感やり遂げた時の満足感が好
きです。職業訓練設備管理科で衛生器具の仕組みや重要性を学び、いろい
ろな道具に触れて、生活に役立つ身近な仕事に魅力を感じています。資格
をなるべく多く取り、職業訓練の中で学んだ知識などを一日も早く仕事の
中で活かせたらと願っています。

主な職歴

保持する主な免許・資格等

自己アピール

●住宅リフォーム技術科
番号 年齢

1

2

3

4

5
女

6

36

21

40

住所

希望職種

長崎市 住宅リフォーム業

就職希望地

長崎市

普通自動車（中型）、福祉住環境コー
ディネーター３級、介護福祉士、足場 仕事に対し、真面目に取組み会社の一員として努力したいです。前職で
組立等の業務に係る特別教育、携帯用 は、チームワークを大切にし、仕事仲間との対話を心掛けてきました。訓
丸のこ盤作業従事者安全教育
練で身に付けた資格を仕事で活かしたいと思います。

普通自動車、アーク溶接、ガス溶接、
数学検定（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・
３級）、福祉住環境コーディネー
ター、ＣＳ検定（ワード・エクセル）

私は、好奇心旺盛で興味があるものには、実際に行動を起こしたり、それ
について調べたりする人間です。訓練分野の仕事の経験はありませんが、
持ち前の前向きさとチャレンジ精神にて、知識や技術を吸収していく所存
です。前職では、接客やチームワークを大事にして来ました。元から人と
話すのは好きだったので、働く仲間ともコミュニケーションを行うこと
で、円滑に回るよう心掛けて来ました。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。

インテリアコーディネー
長崎市 ター、住宅リフォーム業、 長崎市
住宅設備関連業

塗装業[自動車]（６ｶ
月）、製造業（７ｶ月）

長崎市 住宅リフォーム業

長崎市、諫早市

接客・販売（１年６ｶ
普通自動車、実務者研修、足場組立等 私は、相手の立場になって行動が出来る人間です。相手が何をしたら喜ん
月）、自営手伝い（１０
の業務に係る特別教育、携帯用丸のこ でくれるのか考えるのが得意です。お客様や会社が何を求めているのかを
年）、訪問介護（２年４
盤作業従事者安全教育
考え仕事をやっていきたいです。
ｶ月）

長崎市

普通自動車、玉掛け、高所作業車、足
場組立等の業務に係る特別教育、携帯
型枠大工（１年）、鉄骨
用丸のこ盤作業従事者安全教育
鳶（４年）
★取得見込（建築ＣＡＤ検定（２級・
３級））

22

長崎市 設計（住宅）

36

住宅メーカー、住宅リ
フォーム業、住宅設備関連 長崎市、諫早市、
時津町
業、インテリアコーディ
時津町、長与町
ネーター

59

大工（１年）、製造業
（１０年）、介護（３
年）

時津町 住宅設備関連業、造園業

私は、物事を最後までやりとげる忍耐力を持った人間です。この分野での
仕事の経験はありませんが、持ち前の忍耐力とチャレンジ精神で、仕事を
吸収していきたいと思っています。職業訓練で様々な資格や知識を身に付
けて、仕事の中で活かしたいと思っています。

私は、栄養士・介護業務や接客・営業といったさまざまな分野を通し、仕
管理栄養士業務（２年３
普通自動車、管理栄養士、足場組立等 事に対しての責任感や行動力、協調性の大切さを学んできました。特に
ｶ月）、営業（１年３ｶ
の業務に係る特別教育、携帯用丸のこ “相手の目線になって考えること”をまず第一に心掛けて取り組んできま
月）、接客業（１年４ｶ
盤作業従事者安全教育
した。今回、新しい分野で学んだ知識を活かし、人との交流を図りなが
月）、介護職（６年１ｶ
ら、相手の望むサービスを提供していけるよう、一生懸命に取り組んでい
月）
きたいと思っています。

今までの業務は、農作物の生産時期に必要な資材の確保と、在庫管理によ
普通自動車、足場組立等の業務に係る
農業資材販売（２９
り農作物の生産に協力し、地元の農作物を青果市場へ出荷し、取引価格の
長崎市、時津町、
特別教育、携帯用丸のこ盤作業従事者
年）、農作物出荷（１２
維持に携わったことは良い経験でした。取得した資格はなく実習訓練を通
長与町、西海市
安全教育
年）
じ今後努力したいと考えます。経験不足なことは、スキルアップする必要
性を感じています。

8

番号 年齢

8

9

11
女

12
女

13

54

29

33

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

普通自動車、一般毒劇物取扱者、小型
車両系建設機械、二級造園施工、一級
ゴルフコースメンテナン
土木施工、危険物取扱者乙種４類、足
ス（２８年４ｶ月）、倉
住宅リフォーム業、住宅建 諫早市、長崎市、
場組立等の業務に係る特別教育、携帯
諫早市
庫作業員（２年）、信用
設業、住宅設備関連業
大村市
用丸のこ盤作業従事者安全教育
組合（２年）、農業（３
★取得見込（建築ＣＡＤ検定（２級・
年８ｶ月）
３級））

長崎市

諫早市

建築業、住宅リフォーム
業、不動産業

長崎市、諫早市

接客業（３年）、営業
（３年）

長崎市、諫早市、
住宅リフォーム業（住宅改 大村市、希望の職
介護職（１４年）
修）
種次第でどこでも
可

普通自動車、普通自動二輪、大型自動
車、簿記２級、宅地建物取引士、ＦＰ
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

自己アピール

私は困難な事でも、なかなか諦めない粘り強い性格だと思っています。訓
練分野の仕事の経験はありませんが、災害後の復旧など、人の役に立てる
かもしれない分野なので積極的に吸収していければと思っています。先輩
諸氏からご指導をいただきながらコミュニケーションを積極的に取り、誠
実に対応するよう心掛けたいと思っています。

私は、積極的に知識の取得に努めます。今、学んでいる訓練に関わる資格
や、それ以外でもこれから役に立つと思われる資格は、積極的に取得して
いきたいと思います。今まで勤めていた経験から、人に対して優しく接す
ることができます。また、職場の人ともしっかりコミュニケーションがと
れます。訓練で学んだこと、今までの経験を活かし頑張りたいと思いま
す。

私は、人と接することで自分が知らないことを知ったり、色々な景色を見
る事が好きで、趣味は旅行・釣り・ＤＩＹです。性格は前向きで向上心が
あります。今まで介護職をしてきました。その中で人との接し方、相手の
普通自動車、介護福祉士、整体療法
立場に立って考える事。人に伝える難しさ。さまざまな場面で自分の成長
士、足反射療法士、足場組立等の業務 に繋がりました。また、新しい自分のスキルアップのためにも、違う職種
に係る特別教育、携帯用丸のこ盤作業 につきたいと思い退職しました。ハローワークへ行く中で職業訓練に、も
従事者安全教育
のづくりの住宅リフォーム技術科があることを知りました。ＤＩＹは好き
★取得見込（建築ＣＡＤ検定（２級・ で、ものづくりにはすごく興味があり、介護をしていく中で、「どんな家
３級）、福祉住環境コーディネー
でも住み慣れた家に一日でも長く住みたい」と言われていることを思い出
ター）
し、自分に出来ることがあるのではないかと縁を感じました。初めは、な
れないこともありご迷惑をかけてしまうかもしれませんが、職業訓練で学
んだ知識と資格を活かし、何事も前向きに挑戦し、一日でも早く仕事に慣
れて戦力になりたいと思います。

28

長崎市 ＣＡＤオペレーター

普通自動車（ＡＴ）、日商ＰＣ検定
(文書作成・データ活用）２級、上級
情報処理士、秘書技能検定２級、秘書
実務士、図書館司書、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・
３級）、ＣＳ検定（ワード・エクセ
ル））

私は、今まで主に事務職に就いており、訓練分野の仕事の経験はありませ
んでした。これまでに得た資格や、事務のパソコンスキルを活かし、ＣＡ
Ｄをしっかり学び、新しいことにチャレンジしていきたいと考えていま
す。

60

普通自動車、防災士、ファイナンシャ
ルプランナー２級、自賠責保険取扱定
年国債取扱及び投資・信託取扱責任
郵便局窓口業務（３０
者、足場組立等の業務に係る特別教
インテリアコーディネー
長崎市、長与町、 年）、庶務（１０年）、 育、携帯用丸のこ盤作業従事者安全教
長与町 ター、住宅リフォーム業、
時津町
営業管理マネジメント
育
住宅設備関連業
（１５年）
★取得見込（建築ＣＡＤ検定（２級・
３級）、福祉住環境コーディネー
ター、ＣＳ検定（ワード・エクセ
ル））

今までの仕事の中で、営業や業務社員育成等、色々なスキルを培って来
た。大人数の職場（３０名以上）や少人数の職場（３名）も経験している
ので、協調性やコミュニケーション能力は慣れている。パソコン等もハー
ドもソフトも基本的な知識と技能は備えている。ハードはパソコンの組立
を改造できる。ソフトはウインドウズの再インストールやオフィスソフト
の基本的な操作は全て行える。

長崎市

事務（３年９ｶ月）、司
書（１年）

9

番号 年齢

14
女

15
女

17
女

18
女

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

39

普通自動車、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
ＣＡＤオペレーター、建築
ＭＡＣオペレーター（１
長崎市、諫早市、
安全教育
長崎市 設計事務、住宅リフォーム
年５ｶ月）、事務（１３
福岡市
★取得見込（建築ＣＡＤ検定（２級・
業、住宅設備関連業
年１ｶ月）
３級）、福祉住環境コーディネー
ター）

私は多くの人と関わり協力しながら進めていく仕事にやりがいを感じま
す。また、自分がまかされた業務に限らず、広い視野で柔軟に対応するこ
とを心掛けてきました。住環境や建築分野での仕事は未経験ですが、これ
までに身につけた接客・コミュニケーション・パソコンスキルと、今回職
業訓練で学んだ知識や技術を活かし、多様な仕事にチャレンジしたいと
思っています。常に変化する時代や顧客のニーズに応じられるよう継続し
て学びながら地域の方に頼られるインテリアコーディネーターを目指し努
力していく所存です。
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住宅リフォーム業、福祉設
諫早市
諫早市、大村市
備関連業、事務

普通自動車、ＣＳ検定（ワード・エク
セル）３級、保育士、サービス介助士
準２級、介護福祉士、医療事務管理
士、足場組立等の業務に係る特別教
保育士（１年３ｶ月）、
育、携帯用丸のこ盤作業従事者安全教
一般事務（８年）、介護
育
職（７年８ｶ月）
★取得見込（建築ＣＡＤ検定（２級・
３級）、福祉住環境コーディネー
ター、ＣＳ検定（ワード・エクセル）
２級）

私は、何事にも興味を持ち、前向きに取り組んで行く中で困難な事でも、
楽しみをみつけ柔軟に対応、吸収していける性格です。前職は、福祉の仕
事で働く仲間や利用者の方々とのコミュニケーションが必要不可欠でし
た。職業訓練でも助け合いながら身に付けた知識や資格を、十分に発揮で
きるよう仕事の中で活かしていきたいと思っています。
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インテリアコーディネー
ター、ＣＡＤオペレー
長崎市、時津町、 接客・販売（７年）、営
長崎市 ター、ショールームスタッ
長与町
業事務（６年４ｶ月）
フ、リフォームアドバイ
ザー

普通自動車、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・
３級）、福祉住環境コーディネー
ター、ＣＳ検定（ワード・エクセ
ル））

私が仕事をする上で心掛けていることは、自分に求められているものは何
かを常に考え、ニーズに的確に応える事です。また、現状に満足するので
はなく、更に良くするにはどうしたら良いか考え、より仕事を効果的に行
うようしています。接客業で培ったコミュニケーション能力を活かし、
チームワークを大切にしています。前職では、自分がリーダーとして、
パートの方１０名程をまとめて、企画を進めて商品を作るという経験をし
ています。訓練分野の経験はありませんが、今まで見に付けたスキルを活
かしていきたいと思っています。

英文タイプ２級、珠算２級、簿記１
級、普通自動車、ワープロ技能３級、
表計算技能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・
３級）、福祉住環境コーディネー
ター）

私は年齢問わず誰とでも仲良く出来、人との関わりを大切にしています。
仕事でも職場の仲間と人間味ある温かい関わりを持ち、協力し合う事が大
切だと思っています。新しい事にチャレンジするのも前向きに考えるの
で、これまでの仕事とは別分野の職業訓練を受け、取得した知識や技能を
活かした仕事をしたいと思っています。
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長崎市

建築設計、設計事務、イン
長崎市
テリアコーディネーター

事務（２７年１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。
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訓練生リクエスト申込書
※平成３０年１２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

※ 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

能力開発セミナーコース一覧

ポリテクセンター長崎
開始月

居
設
住
系備
電
気
系
１１月 金
属
系
電
気
系
居
設
１２月 住
系備
金
属
系
１月 金
属
系

２月

金
属
系

ｺｰｽNo

コース名

時間数
(H)

時間帯

受講料
（税込）

5H041

実践的な各種管の加工・異種管の接合技術

18

11/4(日）,11(日),18(日)

昼

13,000

5D081

自家用電気工作物の実践施工技術

18

11/17(土）,23(金),12/1(土),

昼

17,000

5M282

ＴＩＧ溶接実践技術（アルミニウム合金板材編）

12

11/21(水）,22(木)

昼

15,000

5D031

ＰＬＣ実践的制御技術＜プログラム演習編＞

12

11/29(木）,30(金)

昼

9,000

5H051

管工事の施工管理技術

18

12/1(土）,8(土),15(土)

昼

13,000

5M265

ＴＩＧ溶接実践技術（ステンレス鋼板材編）

12

1/23(水）,24(木)

昼

13,500

5M231

被覆アーク溶接実践技術（各種姿勢溶接）

12

1/29(火）,30(水),31(木),2/1(金)

夜

12,000

5M243

半自動アーク溶接実践技術（各種姿勢編）

12

2/6(水）,7(木)

昼

12,000

実施日

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

