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No.CS-23
WASパソコンマルチメディアスクール

デザイナー養成科
クラス

CG-05

CG-06

CG-07

CG-08

CG-09

CG-10

No.

1

希望職種

グラフィックデザイナー
パッケージデザイナー
制作進行管理
商品企画

住所

千種区

平成24年1月13日現在

求職者リスト
主たる職務経験

修了日：平成24年1月31日
免許・資格

・企業にある膨大な紙ベースの資料等を
データベース化する業務、倉庫内の書類
の廃棄、保存書類の置き場所のレイア
ウト、人材管理、業務日程などのスケ
ジュール管理を兼任。（約2年）
・地上デジタル放送化にあたっての理解 普通自動車運転免許
と協力を得るために、愛知県内の市役
所、商業施設などでの相談会や説明会
の開催。個人宅に訪問しての地デジ化
促進、手助けなど。（1年3か月）
普通自動車運転免許
普通自動二輪車運転免許
・システム運用課（約9年）
毒劇物取扱者
コンピュータ機器（パソコン、サーバーな 初級システムアドミニストレータ
ど）やネットワーク、ソフトやシステムなど 松下ヨガ学院認定ヨガ指導員資格（指導歴
全般を管理運用。
２年）
アロマテラピー検定1級
日商簿記検定３級

アピールポイント

デザイン業界への就職を強く希望します。
勤務地、雇用形態、給料は何でも構いません。
よろしくお願いいたします。

前職ではシステム運用課に所属し、コンピュータ機器（パソコ
ン、サーバーなど）やネットワーク、ソフトやシステムなど全般
を管理運用してきました。この経験に加え、職業訓練校で学
んだグラフィックデザインの知識も生かしていきたいと思って
います。

2

WEB編集、コンテンツ企画
事務（営業・総務）

3

DTPオペレーター
パッケージデザイナー
WEBデザイナー
WEB編集、コンテンツ企画
事務（営業・総務）

瀬戸市

・服飾の接客販売
（1年4か月）

色彩コーディネーター２級
秘書技能検定2級
普通自動車免許
MicrosoftofficeSpecialistOfficeWord2007

4

DTPオペレーター
パッケージデザイナー
プログラム制作、開発
WEBデザイナー
WEBディレクター
WEB編集、コンテンツ企画

豊田市

・システムエンジニア(約7年)
・ソフトウェア開発の品質管理（プロジェ
クトマネジメント）(約6年)

毛筆書写技能検定 2級
第一種自動車普通運転免許
図書館司書免許
第二種情報処理技術者

5

イラストレーター
商品企画
事務（営業・総務）
その他（染色などの伝統工芸の従事
者）

知立市

・広告株式会社版下管理部門（約2年）
・電話帳広告版下管理部門(約2年)
・経理部会計課
・小学校非常勤講師（約4年）
・建築業、不動産取引行業(約3年)

普通自動車一種免許
教員免許取得（小学校１種、中学校美術１
種、高校美術２種）
商品説明、電話対応等、お客様対応に良い評価をいただい
ホームヘルパー２級
ております。事務仕事に関してはコツコツとこなすと同時に常
保育士免許
に効率向上を意識して進めていきます。
司書教諭免許
宅建主任者資格

愛知郡
東郷町

・携帯アプリのデザイン（約2年半）
・美容室の清掃、洗濯、受付・お茶出しな 原付免許
どの接客（約2年）
色彩検定3級
・建設会社の事務（半年）

6

グラフィックデザイナー
DTPオペレーター
イラストレーター
WEBデザイナー
WEBディレクター
WEB編集、コンテンツ企画
商品企画

守山区

私は、前職で服飾の販売を行いどんな仕事でも嫌な顔せず
積極的に取り組むところが良いと評価していただきました。
パソコンを使った実際の業務は行ってはいないのですが、退
職したのちにword2007の資格を取り、就職した後も積極的な
姿勢で学んでいこうと思っているのでよろしくお願いします。
システムエンジニアを約7年、ソフトウェア開発の品質管理
（プロジェクトマネジメント）を約6年経験しています。開発言
語は主にCOBOL・VB・Javaです。Web関連の開発は1年半ほ
ど経験しています。
現在グラフィックの勉強をしているので、それを活かした職に
就ければと思っています。

PCの使用経験は少ないですが、積極的に覚えたいと思いま
す。手描きの絵が得意なので、アナログ風のデザインに活か
していきたいです。独学ですがFlashとShadeも少し使えます。
斬新なデザインが得意です。

2
クラス

CG-11

CS-23

CS-23

CS-23

CS-23

CS-23

CS-23

CS-23

No.

7

希望職種

事務（営業・総務）
その他（ 補助講師等

1

WEBデザイナー
営業、企画営業

2

DTPオペレーター
WEBデザイナー
WEB編集、コンテンツ企画
一般事務

3

グラフィックデザイナー
WEBデザイナー
WEBディレクター
WEB編集、コンテンツ企画
商品企画

住所

大府市

南区

主たる職務経験

・自動車関連会社事務(約7年)
・陶磁器専門の新聞会社(約9年)
・再就職促進訓練の補助講師(約10年)

免許・資格
実用英語検定2級
普通自動車第1種免許
日本語文書処理技能検定2級
Microsoft Office Specialist Excel2000
Expert
Microsoft Office Specialist Word2000
Expert
初級システムアドミニストレータ
Microsoft Office Specialist

・ウエイトレス（4年）
普通自動車第一種運転免許
・音楽講師・インストラクター（5年）
中学校教諭1種音楽科免許
ボイストレーニング、ピアノ、フルート
高等学校教諭1種音楽科免許
・スクール運営
広告掲載、競合調査、イベント企画、経

千種区

・製造・販売（4年11カ月）
・旅行事務（5年）
・ホームページ企画制作、更新（1年9カ
月）

普通自動車第一種運転免許
簿記検定3級
webクリエイター能力認定試験上級
損害保険募集人試験
ウェブデザイン技能検定3級

瀬戸市

・学童指導員（3年9カ月）
・販売、接客（2年）

普通自動車第一種運転免許
洋裁検定初級
色彩検定２級
パターンメーキング検定２級

4

グラフィックデザイナー
WEBデザイナー

美浜町

5

グラフィックデザイナー
DTPオペレーター
イラストレーター
パッケージデザイナー

西尾市

6

イラストレーター
パッケージデザイナー
DTPオペレーター
企画制作

7

グラフィックデザイナー
DTPオペレーター
パッケージデザイナー
WEBデザイナー

知多市

犬山市

普通自動車第一種運転免許
日商簿記2級
・経理（4年）
フォークリフト運転免許
・パソコン教室運営（2年8カ月）
第１種衛生管理者免許
・ガラス加工、品質管理（8年）
防火管理者甲種免許
・空港手荷物・貨物管理（2年10カ月）
けん引自動車第１種免許
・パソコンインストラクター（6カ月）
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ ｵﾌｨｽ ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ
（WORD2007・EXCEL2007）
情報処理検定2級
・ハンバーガー製造、販売
ワープロ実務検定2級
新人教育、在庫確認、機材管理、事務 秘書技能検定2級
普通自動車第一種運転免許（ＡＴ限定）

アピールポイント

在職中は、営業事務、パソコンの専門学校補助講師、各教
室PC管理等サポート的な仕事を多くしてきました。いずれの
時も、周囲の方々が円滑に業務を行うために自分がどう動
いたらいいのかを、常に留意して動いてきました。これからも
自ら業務の枠を引くことなく、自分が果たすべき役割に対し
真摯に取り組んで参りたいと存じます。
いつも明るく、当たり前のことが当たり前にできる人になるよ
う、思いやりの気持ちを持つよう心がけています。
前職の経験を生かし、相手の意向を酌んで笑顔になってもら
えるよう努めていきたいと思っております。
人に道やものを尋ねられることがとても多い私は、話しかけ
やすいタイプなのだと思っております。そのお陰もあってどの
職場でも人間関係は良好でした。そして、上司からは仕事に
対する姿勢は真面目で責任感が強い方だと評価をされ、短
期のお仕事にも関わらず、延長のお話や契約社員のお話を
何度かいただいたことがあります。
「コミュニケーション」、「現状をより良くする方法の考察」、「自
分の制作した物を通した人との繋がり」これらを大切にして
参りました。この経験を活かし、人と人を繋ぐ、意味のある企
画・デザイン・制作を目指し、一つ一つの業務に責任を持ち、
丁寧に最後までやり抜くことができます。

パソコン教室インストラクターの経験があるためOffice系ソフ
トが使えます。

動物や神話の中の怪物などが得意でよく描いています。キャ
ラクターものもよく描き、風景画も得意です。

・医療事務（歯科医院）（6年11カ月）
・切絵作家（2年）

ホームヘルパー3級
普通自動車第一種運転免許
メンタルケアスペシャリスト 修了
コーチング 修了

美術活動をしていました。イラストを描くことや筆文字（書道8
段）物を作ることそして、アイディアを出すのが得意です。ま
た、人間関係で「誰とでも仲良くできるね」と人から言われる
ことが多く、私自身知り合う人の良いところ尊重して積極的に
興味を持って接しています。

・接客（1年）

Illustratorクリエイター能力認定試験1級
Photoshopクリエイター能力認定試験3級
Microsoft Office Excel 2003 Expert
Microsoft Office Word 2003 Expert
Microsoft Office Ｐｏｗｅｒ Ｐｏｉｎｔ 2003
Expert

情報学科でしたのでパソコンの基礎を学んでいます、技術を
つけるために知人の企業HP製作を手伝うなどをして勉強し
ています。定期的に運動を行っており、集中力も高いので長
時間の作業に耐えられることが強みです。

