更新日 令和3年10月25日

南大阪高等職業技術専門校 Webシステム開発科 修了予定者一覧表
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就職希望地

大阪府内

大阪府内

大阪府内

大阪府内

大阪市内

大阪府内

大阪府内

京都市内
大阪府内
滋賀県内

希望職種

内定済
プログラマ

内定済

オペレーター（IT・製造）

プログラマ

内定済

サイト保守・管理
プログラマ
事務

プログラマ

内定済
プログラマ

内定済

ネットショップ関係
サイト運営

内定済

プログラマ
フロントエンドエンジニア
バックエンドエンジニア

資格・技能・免許
ITパスポート試験
職業訓練指導員免許(塑性加工科)
工場板金(打ち出し板金作業) １級
工場板金(曲げ板金作業) ２級
ガス溶接技能講習

普通自動車第一種運転免許
低圧電気取扱
クレーン運転業務特別教育
自由研削・機械研削といし取替え業務
玉掛け技能講習
フォークリフト運転技能講習
2級 技能士補 （機械加工）
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準中型自動車第一種運転免許

私の長所は自ら進んで行動出来る事です。前職の倉庫の仕事では、飛行機の
到着の都合で急ぎの便や緊急便の対応を迅速にし、急ぎの時こそ荷崩れが起
きないように考えて作業しました。また、自身の作業が早く終わった場合には、
まだ終わっていない人の作業を手伝ったりすることや、コミュニケーションを取っ
たりして円滑に作業を進め、時間通りに間に合うように行動しました。

普通自動車第一種運転免許

私の強みは、他者に対して気遣いが出来ることです。以前に勤めていた企業の
業務で、Ｗｅｂデータベース型のクラウドサービスを活用したプロジェクトに参加
した際に、マニュアル作成を担当しました。私はマニュアルを作成するにあた
り、文章を分かりやすく簡単な言葉を使用して、誰が読んでも分かるように配慮
しました。プロジェクトマネージャーからは、見やすくて分かりやすいとお褒めの
言葉を頂きました。

普通自動車第一種運転免許

私は２０１３年１０月から競走馬関係の牧場で働いていました。
その時の経験から、私の強みは物事の優先事項を判断し、責任を持って行動
出来ることと考えています。
前職では、入社後３ヶ月で厩舎長（管理職）に抜擢され、レースに出走する前の
競走馬の最終調整と管理を行っていました。
短期間で入退厩する競走馬の管理に於いては、些細なミスで関係各所に甚大
な被害が及ぶので、作業の優先事項を考え細心の注意を払い、競走馬の育
成、管理を心がけていました。今後もこの事を大切にして従事してまいります。

普通自動車第一種運転免許

私の強みは目標に向かって努力する事です。
新卒で自動車販売店の営業部に入社しました。そして、１か月の売上台数と総
粗利の成績が１位になる事を目標として働きました。目標の為に、先輩の空き
時間に営業の仕方を教えて頂いたり、お客様がご来店された時は積極的に話
しかけに行きました。その結果、入社して約１年後に目標を達成でき、営業部の
最高責任者の方にもお褒めの言葉を頂けました。

■資格
日商簿記検定２級
３級ファイナンシャル・プランニング技能士
ハングル能力検定準２級 [日常会話であれば不自由しない]
普通自動車第一種運転免許
特殊小型船舶免許
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東京都内

プログラマ
Webデザイナー

大阪市内

内定済

普通自動車第一種運転免許

プログラマ
システムエンジニア
できれば大阪府内ま
オペレーター(IT)
たはその近辺
フロントエンドエンジニア
サイト保守・管理

大阪市内

プログラマ

私は仕事で壁に当たってもやり遂げる力があります。
前職では工場の生産ラインを任されていました。生産ラインではトラブルが多
く、停止してしまった時はすぐにメンテナンスを行い、分からない場合などは考え
て、生産ラインをなるべく停めずに微調整を行いながら稼働し続ける用に心が
けました。またその後、手順書などを作成し後輩などに教えました。
以上のことより、あきらめずにやることで、工場全体の稼働向上に努めやり遂
げる力が大切だと思いました。

ITパスポート試験（取得予定）

ガス溶接技能講習
フォークリフト技能講習
玉掛技能講習
クレーン運転特別教育
普通自動車第一種運転免許

プログラマ

私の強みは、向上心です。前職の自動車開発・製造の会社では、知識や技術
を習得する為に様々な講習に参加したり、資格の取得に注力しました。その
培った知識・技能を活かして、未経験の作業であっても積極的に挑戦してきまし
た。その成果が認められて会社で表彰され信頼を得られることで、さらにステッ
プアップした仕事を任せてもらえるようになりました。現状に満足せず常に向上
心をもって取り組み、どの仕事であってもこの強みを生かして活躍していきま
す。

私はチームを団結させ、活性化させることを大切にしています。高校では写真
部に入部し、高校2年生から部長を努めていました。当時部員が3人しかいない
状態で部員を増やそうと考え、体験入部に力を入れて、13人に増やすことに成
功しました。また、クラブ全体の活気がなかったので、私は部員の主体性を大
切にし、部員たちが好きなものを撮影し、それを部活内で評価しあうというイベ
ントを考え、その結果クラブを活気づかせることに成功しました。

■技能等(勉強中)
HTML/CSS,JavaScript,PHP,Java,
SQL(MariaDB),Linuxコマンド,Excel
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自己ＰＲ

基本情報技術者試験(取得予定)
実用英語技能検定準2級
2次元CAD利用技術者試験基礎
2次元CAD利用技術者試験2級
Microsoft Office Specialist Office Excel 2016
Microsoft Office Specialist Office Word 2016
普通自動車第一種運転免許(AT限定)
ITパスポート試験

ITパスポート試験
普通自動車第一種運転免許
基本情報技術者試験取得の為、勉強中

私の強みは目標に向かって物事に打ち込む力です。大学時、学部１２３人中１
枠しかない最優秀卒業論文賞を受賞しました。受賞することを目標とし研究に
時間を費やすために、生活環境をすべて変えました。この経験から目標に向
かって物事に打ち込むことで、確かな成果が得られると思いました。前職の会
計でも未経験ながら専門知識を習得し、担当していた会社の発展に貢献してき
ました。今後仕事において、全く新しい分野であっても、目標を高く持ち、会社が
求める力以上のものを発揮する自信があります。

私は学生の頃、野球部に所属していました。チームワークが必要スポーツであ
り、それを前職でも生かすことができました。当初は協調性が弱い職場であった
ため「報、連、相」がうまくいっていなくミスが多かった部署で、同僚との間の橋
渡しをすることにより、仕事が円滑に回るようできました。課長からは「助かっ
た」 とお褒めの言葉を頂きました。

私のアピールポイントは、リーダーシップです。教育を中心に4年間リーダーを
勤めました。各段階毎にマニュアルを作成し、人それぞれに合った教育方法を
考えて、教育し、個々のスキルアップ、チームのモチベーションを高め、会社の
求める方向へチームを導いていきました。

IT分野の仕事は未経験ですが現在、Java、SQL、HTML、PHP、JavaScriptの習
得に取り組んでおり、就職後も必要な技術を更に学習したいと考えております。
私の長所は苦手を克服するための努力ができることです。私は人と話すことが
あまり得意ではありませんでしたが、クラス内で勉強会に積極的に参加しまし
た。その中である問題について答えに悩んでいる仲間に、勇気をもって教える
ことに挑戦しました。
その結果、人と話すということに苦手意識がなくなりました。この経験から積極
的な行動が良い結果を生むことを痛感いたしました。そこでこれからは何事にも
進んで取り組みたいと考えております。

私の強みは人の立場を考え、行動できることです。
学生時代の部活動から人の気持ちを考え、誠意をもって接し、相手の方に信頼
してもらえることを学びました。
前職の営業職でも誠意をもって、お取引先様に接することで信頼していただき、
良好な人間関係を構築することができました。今後も良好な人間関係を構築
し、チームで動けるよう努めていきたいと思います。
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大阪府内

大阪府内

大阪市内

大阪府内

大阪府内

大阪府内

大阪府内
東京都内

内定済
プログラマ

内定済

事務
ホームページ作成

プログラマ

内定済
プログラマ

内定済
プログラマ

プログラマ

プログラマ

■資格
普通自動車第一種運転免許
ITパスポート試験
基本情報技術者試験合格へ向け勉強中
■技能（勉強中）
HTML/CSS/JavaScript/PHP
MySQL(MariaDB)
Linuxコマンド(CentOS)/Excel
Java

私は以前、宿泊施設のフロント業務に勤めており、そこで日々の業務に責任を
持って一つ一つ丁寧に行うことを継続的に行っていました。その結果、上司から
大事な書類の作成を任せていただけました。そのことがあり、日々の努力の継
続が大事だと知りました。そしてその力を活かして、与えられた業務、課題を責
任を持って最後まで取り組み、そこで得た知識や技術を自分のものにすること
が自分の強みだと考えています。

全国商業高等学校協会 ワープロ実務検定
全国商業高等学校 珠算電卓実務検定
全国商業高等学校 簿記検定 2級
普通自動第一種運転免許
医療事務検定

私は丁寧な接客を心がけています。私は以前、診察内容をカルテに入力する
仕事をしていました。様々な年代・症状の患者さんが来院されるので少しでも安
心していただけるよう診察室で患者さんが不安そうにしている時は、積極的に
声をかけ理解して受診していただけるよう丁寧に説明するよう心がけていまし
た。時には患者さんからお礼のお手紙をいただくこともありました。今後も自分
の行動１つで誰かを喜ばせることができる潤滑油のような存在になれるように
努めたいです。

初級地域公共政策士

私には物事を続けていく力があります。すぐに成果が出なくても、諦めるのでは
なく努力して続ける事に意味があると考えております。私は幼稚園の頃から
ボーイスカウト活動を続けています。結果として、菊スカウト章に昇進しました。
昇進するにあたり、ハイキングや追跡やキャンプなどの数多くの技能を修得し
ました。最初は0からのスタートですが何度も繰り返していく内に熟練度が増し
上達していきました。報われないように見えても、練習を継続することで、何かを
体得できることを実感しました。どんな時でも前を向き、折れずに努力をし続け
たいです。

普通自動車第一種運転免許（ＡＴ限定）
普通自動二輪車免許
Microsoft Office Word 2013 Expert part1
Microsoft Office Excel 2013 Expert part1
ITパスポート試験

私の強みはお客様の立場に沿って問題を解決する能力です。
前職の社会保険労務士法人にて、新型コロナウィルス流行の影響による休業
手当の問い合わせが増加しました。その際、計算対象期間の勤務形態や給与
形態の変更等、法文の原則が適用されないケースが多々ありました。そこで、
問い合わせの詳細をクライアントから聞き出し、同僚や上司・行政に確認を取っ
た上で回答する事で問題の解決につなげる事ができました。
この能力によって、お客様の不満点・不明点を解消する事に役立てることがで
きます。

■資格・免許
ITパスポート試験
普通自動車第一種運転免許
基本情報技術者試験合格に向け勉強中
■技能
Java,HTML/CSS,JavaScript,PHP,
SQL(MariaDB),Adobe Illustrator

私は幼い頃からモノ作りに興味があり、学生時代は木材の遊具作りをテーマと
した建築サークルに所属しておりました。物事を多角的に考えることで、多くの
アイデアを生み出すことができ、その結果、コンペに勝ち上がることができまし
た。
培った創造力と訓練校で学んだ技能を活かして、世の中の役に立つシステムを
作っていきたいです。

ITパスポート
日本商工会議所主催 簿記検定３級
貨物自動車運送事業運行管理者
第一種衛生管理者
Microsoft Office Specialist Excel 2013 Expert
Microsoft Office Specialist Excel VBA Standard
Oracle Certified Java Programmer Silver SE 8

私は、問題解決能力があります。
前職では業務で使用するアプリケーションの操作をできる人が少なく全体の仕
事の流れが悪くなることがありました。
マニュアルがなく、操作できる人が少ないことが原因であると考え、操作手順を
画像と文章でまとめたマニュアルを作成しました。その結果、他の人も操作がで
きるようになり業務の課題が改善されました。今後も問題を解決し、より良い結
果を目指す取り組みを継続していきたい。

準中型自動車第一種運転免許
美容師免許

私の長所は、業務改善能力があることです。
美容師業界では、入社してからスタイリストになる期間が平均で３年かかるので
すが、勤務していた会社では５年以上経過後もスタイリストになれないという現
状でした。
店長から業務改善依頼を受け調査したところ、教育カリキュラムとテストの合格
基準に問題があることがわかりました。
スタイリストの方々とミーティングをし、教育カリキュラムと合格基準が改訂さ
れ、それからは入社後３年以内にスタイリストになれるようになりました。
以上の経験により、私の長所は業務改善能力があることです。

