
Ｗｅｂフロントエンジニ科  令和 3年 5月 18 日（火）入校生 

№ 
年齢 
性別 

居住地 
希望職種 

（就業形態） 
希 望 
勤務地 

希望月収 主たる職務経験 
主たる免許、資格 

（◎：実務経験有、○：取
得済み、△：取得予定） 

アピールポイント・希望理由等 

1 

20 代 

女 

北上市 Web 制作担当 

正社員 

北上市、奥

州市 

25 万円 製造業（品質管理） 7

年 

〇全商情報処理検定 2級 
○全商簿記実務検定 1級 
○全商電卓実務検定 1級 
○実用英語技能検定準 2級 
○日本漢字能力検定準 2級 
△Ｗｅｂクリエイター能力認定試
験エキスパート 

△日商プログラミングスタンダー
ド（Python） 

△Excel 表計算処理技能認定試験
3級 

前職では、幅広い年代の方と一緒に仕事をしていました。エリアリーダーとして

ＱＣ活動など積極的に取り組み、サークルメンバーの意見をまとめる等、円滑に

話し合いを進めました。立場や首長が異なるメンバーと円滑にコミュニケーショ

ンを取ることで協調性が養われました。また、相手が自分に何を求めているか考

えながら行動しています。このような考え方や行動は、どの環境においても役に

立つと思います。 

技術の進化スピードが速いWeb業界の仕事は、とても刺激的でたくさんの人や物

との出会いがあると思います。現在の社会情勢や様々 な働き方があることを考え

ると、常に自分が成長できる世界で働くことを選択しました。 

2 

20 代 

男 

奥州市 事務 

正社員 

奥州市 20 万円 NHK食堂の製造 0.5年 

郵便局の配達業務 1年 

割烹料理店での製造

 3.5円 

自動車工場での製造

 4.5年 

◎調理師免許 

○普通運転免許 

私は前職で初めて携わる製造業で勤務していたのですが、初めのころはやはり知

識も全くなく業務になれることに苦労したのですが、一生懸命に努力しているう

ちに上司からも認められ、会社の信用にかかわるような品質のチェックや製造ラ

インを任せられることが多くなり、役職の話が出るまで成長できたと思います。 

自分なりにその行動ができた理由を考えると前々 職で行っていた飲食業での経験

により、今の自分に何が足りないかと今何をしたらよいかを業務をする上で常に

考えることを習慣にしていたからだと思います。 

それらの経験を活かして今日の転職を必ず成功させたいと思います。 

3 

30 代 

女 

北上市 Web 関連 

正社員・短時間

労働者・契約社

員・派遣 

北上市、金

ケ崎町、花

巻市、奥州

市 

@900円/H エステティシャン 6年 

ホテルフロント 3年間 

○普通自動車第一種運転免許

（AT限定） 

◎エステティック協会認定エス

テティシャン 

接客業の経験が長くコミュニケーション能力には、自身がありま

す。これまでの職場でも仕事を覚えるのが早いと言っていただける

ことが多く、自分なりに効率よく業務を進めるためにはどうしたら

よいかを考えて、そうすることが得意です。 

4 

30 代 

女 

一関市 IT エンジニア 

正社員 

一関市、仙

台市 

20万円 アパレル販売 4年 

看護助手 1年 

介護員 3年 

◎普通自動車第 1種運転免許 

◎全身性障害者移動介護従業員 

◎同公園後従事者 

〇介護福祉士 

△Excel 表計算処理技能認定 3級 

△日商プログラミング検定スタンダード 

△Webクリエイター能力認定エキスパート 

現在、Web フロントエンジニア科を興味深く、楽しみながら受

講しています。 

希望職種関連の資格を 3種取得予定です。（2021 年 11 月） 

希望地が仙台の場合、車か新幹線での通勤を考えています。

在宅勤務可能です。 

高度な技術を学び続けることを地震の目標としています。 

5 
40 代 

女 

滝沢市 HP 作成 

短時間労働者・派遣 

盛岡市、滝

沢市 

＠900 円/H 医薬品試験 1.4年 

設計業の営業事務 2.7年 

〇品質管理検定 2級 職業訓練で学んだことが役に立つと思ったために志望しま
す。 

6 

40 代 

女 

奥州市 IT 系 

短時間労働者 

奥州市、金

ケ崎町 

＠800 円/H ホテルのサービス係 2年 

パチンコ屋の接客係 2年 

調剤事務 3年 

製造業 1年 

〇簿記 2級 

〇コンピュータ利用技術 3級 

〇ワープロ 2級 

〇パソコン表計算 2級 

〇普通自動車第 1種 

〇マイクロソフトエクセル 

◎医療事務 2級 

◎医事オペレータ技能認定 

〇介護職員初任者研修 

私は人に喜んでもらう仕事に就きたいです。 
1対 1の会話には自信があります。 
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7 

30 代 

女 

奥州市 事務（告報、小 k

品企画、イベント

企画） 

正社員 

奥州市、北

上市、一関

市 

350 万円 テーマパーク事業（イベント

企画、商品開発、動物飼育

係、パフォーマー、飲食・物

販業） 7年 

製造業・総務事務 1.2年 

製造業設計事務（CATIA V5）

 0.9年 

◎普通自動二輪車免許 

◎普通自動車第一種運転免許

（MT） 

〇潜水士 

前職では、商品開発やイベント企画に携わることがあり、お

客様の気持ちや考えに寄り添いサービスを提供することを得

意とし、自身もやりがいを感じながら従事して参りました。 

今後も仕事を通じて、お客様の生活が豊かになるようなサー

ビスの提供に携わる仕事に従事したいと考えております。 

8 

30 代 

女 

奥州市 エンジニア 

正社員 

奥州市・北

上市近辺 

20 万円 製造業の倉庫作業 3年 

サービス業のレジ 2年 

サービス業のレジ・商品

発注 1年 

飲食業のレジ・調理 3

年 

△Web クリエイター能力認定エ

キスパート 

△日商プログラミング検定ス

タンダード 

△Excel 表計算処理技能認定 3

級 

ジグソーパズルやプラモデルなど一人で黙々と作業すること

は好きなほうです。 

経験はありませんが、もの作りに興味があり挑戦してみたい

です。 

9 

20 代 

男 

北上市 Web デザイナー 

正社員 

北上市、盛

岡市 

23 万円 半導体製造 3年 〇英語検定 3級 

〇ビジネス文書実務検定 3級 

〇情報処理検定 2級 

〇簿記能力検定 2級 

私は、趣味や物事を調べるために様々な Web サイトを見てき

てだんだんと Web サイトの作り方やデザイン性に興味を持つ

ようになり、Web デザイナーを希望しました。 

訓練で Web デザイナーになるのに必要な知識やスキルを学ん

でいくのはもちろんのこと、自分でも Web サイトの作品を作

ったりして積極的に学んでいきたいと考えています。 

10 

30 代 

女 

一関市 Web 関連（HP作

成・運用、業務

補助など）一般

事務 

正社員 

一関市、奥

州市、平泉

町 

17 万円 郵便局の窓口業務 3年 

製造業の事務職 11年 

〇MSオフィススペシャリスト（Excel） 

〇日商簿記検定試験 3級 

〇CS技能評価試験 2級ワープロ 

〇電卓計算能力検定試験 1級 

〇PowerPoint プレゼンテーション

技能認定試験上級 

〇CS技能評価試験3級データベース 

〇秘書技能検定試験 2級 

〇第一種衛生管理 

基本的な PC操作は可能（PC設定、Excel、Word、

PowerPoint、メールソフト[Outlook、notes]、Skype チャット

機能・オンライン会議、インターネットなど） 

タッチタイピング可能 

前職において一部経理事務（伝票処理や現金管理等）、総務事

務（勤怠処理、とりまとめ等）、秘書業務経験済み。輸出入の

対応を担当していたため、安全貿易輸出管理の知識とスキル

があります。（英語は得意ではない） 

11 

30 代 

男 

奥州市 Web 作成又は情

報系全般 

正社員 

奥州市・盛

岡市近辺 

20 万円 

@1,000 円

/H 

スーパーでの総菜造り 2

年 

工場での機械組立 0.5年 

〇全日本剣道連盟初段 

〇普通自動車第一種免許 

改めて自分のやりたいことを考えた時に大学での専攻だった

情報系の道をもう一度目指してみようと思いました。将来的

には情報系全般の幅広い知識を勉強し様々な職務で活躍でき

ればと考えています。 

アピールポイントとしまして、職務経験は乏しいですが仕事

に対して責任感を持ち自分のスキルを向上させることに努力

を惜しみません。その結果、前職のスーパーでは、優秀な従

業員として数回表彰されました。 

12 

30 代 

男 

北上市 Web プログラミ

ング、Web 制作 

正社員 

特になし 20 万円 銀行業務 4年 

不動産事務 2.5年 

〇証券外務員一種 

〇普通自動車第一種運転免許 

〇ファイナンシャルプランナー

2級 

〇宅地建物取引士 

〔アピールポイント〕 

・前職では不動産の事務担当として、主に PCを利用した物件

情報の更新作業などを行っていました。業務を行うにあたっ

ては、ただ事務処理を行うだけではなく、どうすれば問い合

わせが増えるか？お客様にメリットがあるか？を考え、業務
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に取組みました。また、LINE@による情報配信の仕組みを作る

などこちらからアクションを起こせるようにしました。結果

として売買仲介業務において、チームとして前年比 2倍の業

績を上げることに貢献することができました。 

・また、ハウスメーカー様からの分譲地情報の申込状況確

認、資料のダウンロードができるように HTML CSS を学び簡単

なホームページを作成致しました。その時に非常にやりがい

を感じたため、もっと学習してスキルを身に付け Web 業界へ

の転職を希望しております。 

13 

40 代 

女 

奥州市 事務 

短時間労働者 

奥州市 ＠850 円/H リース会社一般事務 7年 

役場臨時 2年 

建設業一般事務 0.7年 

介護職 1.8年 

体育施設一般事務 10年 

ヘルパー2級 未記入 

14 

40 代 

女 

奥州市 Web 担当者 

正社員 

奥州市、金

ケ崎町 

18 万円 郵便局の窓口事務 25年 

地区センター活動員

 0.4年 

小売販売業のホームペー

ジデザイン 0.5年 

福祉事業の介護職 0.5年 

金融機関の窓口事務

 0.1年 

◎珠算検定初段 

◎英文タイプ実務検定 2級 

〇日商簿記検定 2級 

〇全商簿記検定 1級 

◎ワープロ検定 3級 

◎普通自動車第一種運転免許 

高校生の頃、英文タイプ部に所属し 3年生の時には、県大会

で団体、個人ともに優勝、東北大会では団体優勝、個人 2位

になることができました。たゆまぬ努力の結果と思います

が、そのおかげで年齢の割にはブラインドタッチが得意です

し、パソコン入力も早いと自負しております。また、以前あ

る会社でホームページのデザインのお手伝いの仕事をしてい

たことがありますが、私の作成したデザインのおかげでその

後の売り上げが上がったと言ってもらったことがありまし

た。子供のころから美術が好きでしたので、それなりに見や

すくセンスの良いものをデザインできると思っています。 

15 

40 代 

男 

盛岡市 Web プログラマ

ー 

正社員 

盛岡市近郊 30 万円 岩手県公立学校教員

 19年 

◎小学校教諭第一種 

〇中学校教諭第一種社会 

〇小学校教諭専修 

〇中学校教諭専修社会 

〇高等学校教諭専修公民 

・教員として様々な特性や実態を持つ子供や保護者への対

応、支援について学ぶ中で観察することによる実態把握、自

己研修における学びの大切さを実感し、心がけることで適切

な支援を行うことができたと思います。 

・Web サイト作成、プログラミングにおいても、しっかり観察

し現状や実態を捉え、適切な仕事の進め方を考え実行する対

応力があります。訓練を通し Web サイト柵瀬に関わるスキル

を獲得し、仕事に活かせる資格を習得する見込みです。 

 


