
Worker Interview実際に活躍しているワーカーに、どのような
気持ちで仕事に取り組んでいるのかインタ
ビューしました！

Mさん

字幕作成
（難聴者向け字幕作成）

名　　前

仕事内容

Worker 1

その仕事を受けようと思われた理由は？
お声掛け頂いた仕事は受けるようにしています。

その仕事で一番苦労したことは？
古い映画などは知らない言葉が多く、言葉を調べるの
に時間がかかる為なかなか先に進まず、さらに早口で
聞き取りづらいことが多くて苦労しました。

ここは工夫をした、配慮をした、という点は？
原作がある場合は、本屋で探して読んでみて参考にし
ました。

在宅で仕事をする上で普段から心掛けていることは？
スケジュール管理。納期厳守。チェックを念入りにし
ています。
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広島県在宅就業支援センターについて思うことは？
感謝しています。

テレワークという仕事全般について思うことは？
需要と供給がうまくリンクする仕組みがあればいいと
思います。

気分転換、リフレッシュ方法は？
メダカ鑑賞です。

5年後の自分、これからの目標、将来の夢は？
字幕の仕事を続けていたいと思います。

しっかりとしたプロ意識を持って、仕事に取り組んでいます
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字幕作成は映像と音声を何度も確認しながら、音声を文字にして専門のソフトに入力していく仕事です。文字数制限

や日本語表記の決まりなど、様々なガイドラインに従って入力する必要があり、高いスキルとセンスを必要とする仕

事です。当センターのスタッフは全員字幕作成の研修を受けています。「字幕作成」とは

どんな仕事？

T さん

イラスト作成
（医療機関の通信紙

へ入れるイラストを

作成）

名　　前

仕事内容

Worker 2

その仕事を受けようと思われた理由は？
もともとイラストを描く事が好きで、それを仕事にで
きたらいいなと常々思っていたので、 お話をいただいた
時は是非受けたいとお返事しました。

その仕事で一番苦労したことは？
納期が短いので、遅れないように作業しました。

ここは工夫をした、配慮をした、という点は？
１つのイラストに対して、アレンジをしたものとして
ないものの２種類を作成して納品しました。

その仕事を通じて得られたもの、仕事を受けて良かっ
たと思われる点は？
実際印刷された通信紙を送っていただいて、自分の作
成したイラストが掲載されているのを見て、子供と一
緒に喜びました。自分が作成したものが形になるのが
とても嬉しかったです。

セキュリティや秘密の保持の観点から、個人的に気を
付けていることは？
貸していただいている PC は外に持ち出さないのはもち
ろん、必要な時以外は家の中でも使っていません。使
用中も、ネット検索などもお仕事や字幕に関すること
でしか操作しないようにしています。
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在宅で仕事をする上で普段から心掛けていることは？
集中する時とリフレッシュする時を自分のタイミング
で行う事です。

広島県在宅就業支援センターについて思うことは？
いつも細やかにご連絡をいただき、ありがたく思って
います。今回のお仕事も紹介していただいて、とても
嬉しかったです。

テレワークという仕事全般について思うことは？
自宅で仕事ができる、というのはとても素晴らしいこ
とだと思います。ただ、自宅でできるというのは自分
自身と時をうまく管理する事が難しいと実感していま
す。今後は、日中している外での仕事と並行してテレ
ワークも長く続けていけるように頑張ります。

気分転換、リフレッシュ方法は？
私は１度集中したら結構長時間作業する方なのですが、
気分転換は紅茶を飲むことです。作業の合間に一息つ
くと肩の力が抜けます。

5年後の自分、これからの目標、将来の夢は？
これからの目標は、字幕の仕事をできるようになるこ
とです。5 年後は･･･外の仕事とテレワークを両立でき
ているようになりたいです！

集中する時とリフレッシュする時のタイミングを大事にしています

クライアントの要望に合わせたイラストを描く能力が求められます。また納品物によっては Adobe Illustrator な

どの専門ソフトを扱う技術が必要です。センスや表現能力が問われる難しい仕事ですが、紙面やWEB に掲載され

た時にはとても達成感を感じることのできる仕事です。「イラスト作成」とは

どんな仕事？
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一般財団法人　広島県母子寡婦福祉連合会様

Worker Interview実際に活躍しているワーカーに、どのような
気持ちで仕事に取り組んでいるのかインタ
ビューしました！
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Oさん

リーフレット作成
（広島県母子寡婦福祉

連合会の A4三つ折り

リーフレットの作成）

名　　前

仕事内容

その仕事を受けようと思った理由は？
得意分野の仕事だったので、挑戦してみようと思いま
した。

その仕事で一番苦労したことは？
Word を使用してのレイアウトという条件があり、その
為、印刷物などを作成する時に使用する専門ソフトが
使えなかった事です。

ここは工夫をした、配慮をした、という点は？
見やすくわかりやすいレイアウトもそうですが、イラ
ストを沢山盛り込んで、手にとってもらいやすいよう
に可愛く仕上げました。

その仕事を通じて得られたもの、仕事を受けて良かっ
たと思われる点は？
これまでは専門のソフトでレイアウトしてきたので、
今回のように使用するソフトの制約に対して、どれだ
け臨機応変に自分が対応できるか、また、完了後のデー
タについても他の方が修正しやすいように配慮するな
ど、うっかりしていた事を再度認識させられ勉強にな
りました。

セキュリティや秘密の保持の観点から、個人的に気を
付けていることは？
ユーザーアカウントを切り替える事で、通常の仕事と
宅ワークの仕事の物を分けています。
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在宅で仕事をする上で普段から心掛けていることは？
自分で時間を管理できるので仕事をするには楽に感じ
るけれども、実際は自分が受けた仕事は納期までに確
実に最後までやりきらなければならない ( 代わりがいな
い ) シビアな面も持ちあわせているので、健康管理と仕
事は早め早めに対応しておくように心がけています。

広島県在宅就業支援センターについて思うことは？
私達が在宅で働けるよう環境作りに奔走していただい
て、いつも感謝しています。それに答えられるように、
こちらも頑張って腕を磨きます !!

テレワークという仕事全般について思うことは？
まだ募集案件の数が少ないので、パソコンを使用した
業務外（袋詰め、封筒作り等）の、いわゆる内職系の
長期で続けられる単発以外の仕事の紹介も出てくると
いいなと思います。

気分転換、リフレッシュ方法は？
趣味のカメラを持って近所散策やドライブにふらりと
出かけます。

5年後の自分、これからの目標、将来の夢は？
「死ぬまでにシリーズ」と言う、自分の叶えたい夢を勝
手にシリーズ化して、日々実現に向けて勝手に頑張っ
ています。最近叶えたのは「生・富士山を見る」でした。
次はシリーズ中もっとも難関であろう、「生・オーロラ
を見る！」です。

手にとってもらいやすいように、イラストを沢山盛り込みました
Worker 3

リーフレットは情報を伝えるためのものなので、見る人に多くの情報と、インパクトや親しみを与えるデ

ザインが必要です。情報の整理や見出しの付け方、タイトルのデザイン、全体のレイアウトなど、いかに

うまく情報を伝えるかを考えながら制作する必要があります。基本的にパソコンでレイアウト作業をしま

すが、制作に使用するソフトはWord や Adobe Illustrator などクライアントの要望に応じて様々なソフト

でレイアウトします。

「リーフレット作成」とは

この事例のクライアント様にも
お話を伺いしました
ホームページの「活用例・実績」
ページから利用企業インタビュー pdf
をご覧ください

どんな仕事？

実際に 採用された

デザイン→

かわいいイラストが

たくさん入った、

あたたかく明るい

デザインになっています

身近な存在で安心できる依頼先であることから
センターに依頼することにしました
デザインの細かい指示をするのが難しかったですが、
結果的には良い出来となりました

活用事例

vol.1
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受けた仕事の内容は？
スマートフォン向けアプリに掲載する人物画像の加工
です。Illustrator を使用して画像のリサイズ、文字入力、
JPEG 保存作業までを行いました。

その仕事を受けようと思われた理由は？
画像の加工（リサイズ・レイアウト調整）は在宅ワーク
としても経験があり、Illustrator を使うのは初めてでし
たが、学びながらスキルを上げられると思い応募しま
した。事前にできるだけ下調べして発注に備えました。
その仕事で一番苦労したことは？
依頼主の使用ソフトと保有ソフトのバージョンが違っ
ていたので、作業の中でひと手間加えて調整する必要
がありました。
ここは工夫をした、配慮をした、という点は？
人物画像でしたので、被写体になった方が自分の画像
をサイトで見た時の事を考えてレイアウトなど気を遣
いました。

その仕事を通じて得られたもの、仕事を受けて良かっ
たと思われる点はなんですか？
画像加工は、実際の条件に沿って数をこなすことでス
キルが上がると思います。Illustrator は独学でしたが、
この業務を通して自信がつきました。
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セキュリティや秘密の保持の観点から、個人的に気を
付けていることは？
業務用 PC では私事のやりとりはしない、サイトの閲覧
も業務上必要なサイトなどに限定して使用する、など
決めています。

在宅で仕事をする上で普段から心掛けていることは？
納期厳守です。早めの進行を心掛けています。また特
に仕上げは丁寧に、納品前のチェックは違う角度から
二重三重に行うようにしています。

広島県在宅就業支援センターについて思うことは？
ワーカーの保有スキルが限定されていないためか、斡
旋される仕事内容も多種多様でチャンスを広げても
らっている気がします。

テレワークという仕事全般について思うことは？
小学生の娘がいますので、昼間に家を空けずに済む事、
学校行事に合わせて日程や時間のやりくりがし易い事
などは本当にありがたく思います。

気分転換、リフレッシュ方法は？
娘と一緒にコンサートや旅行に行きます。

5年後の自分、これからの目標、将来の夢は？
在宅のままでもっとたくさんの仕事をしていられたら
理想的だなと思っています。その為にも、スキルを積
み上げ、幅も広げていきたいです。

受けた仕事の内容は？
ベビー用品、シルバー用品をそれぞれ取り扱うショッ
ピングサイトに新商品を出品するためのデータベース
作成、商品画像加工処理です。

その仕事を受けようと思われた理由は？
数字の羅列を見たり作成するのが好きなのと、ルール
性のある繰り返しの同じ作業に集中するのが得意なの
で、是非やってみたいと思ったからです。
その仕事で一番苦労したことは？
作成途中で、商品価格やルールに変更が起きたとき、
作成したデータベースを最初から見直しながら訂正す
るのに、とても時間がかかったことです。
ここは工夫をした、配慮をした、という点は？
ネットショッピングされるお客様が見やすいように、
商品の説明文を同じスタイル・記号を使って記載する
ようにしたこと、次行程でクライアント様が処理しや
すいように、データベース項目の縦横幅を調整したこ
と、商品説明文やキャッチコピーの書き方など、どう
書くと良いか分からない商品があったとき、クライア
ント様のショッピングサイトを確認し、既に出品され
ている他の商品ページを参考にしたりと、まずは自分
で調べるようにしたこと、です。

その仕事を通じて得られたもの、仕事を受けて良かっ
たと思われる点はなんですか？
コミュニケーションを取りながら作り上げていく行程
が、より良いお仕事をするために、とても大切だと分
かりました。
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セキュリティや秘密の保持の観点から、個人的に気を
付けていることはありますか？
パソコンを家の外に持ち出さない、インターネットで、
安易にダウンロードしたりサイトにアクセスしない、
ソフトのインストールは必要最低限に、信頼性のある
ものだけにするようにしています。

在宅で仕事をする上で普段から心掛けていることは？
納期厳守。納期に十分余裕をもったスケジュール管理
を心掛けています。また、品質を上げていく努力と、
体調管理も大事にしています。

広島県在宅就業支援センターについて思うことは？
センターのミーティングを見て、前向きに真剣に取り
組まれているのをひしと感じました。ワーカースタッ
フとして、センターの方の思いに応えられるように頑
張ろうと再奮起しました。

テレワークという仕事全般について思うことは？
在宅ワークでは、クライアント様と直接お会いする機
会がほとんどないですが、だからこそコミュニケーショ
ンは大切だと思います。

気分転換、リフレッシュ方法は？
ヒトカラ(１人カラオケ)、自然の多い公園での散歩です。

5年後の自分、これからの目標、将来の夢は？
５年後の自分の目標は、在宅ワークで家族の生計を支
えられる収入を得られるくらい、知識と技術、人間的
魅力を身につけることです。将来の夢は、困っている
人に手を差しのべ、その方が楽しく生きていけるよう
なきっかけ作りができる人間になり、活動をすること
です。

K さん

画像加工
（画像のリサイズ、

文字入力、JPEG 保存）

名　　前

仕事内容

Worker 4 数をこなすことでスキルが上がり、自信がつきました

K さん

出品用データベース
作成・画像加工
（ECサイト用）

名　　前

仕事内容

Worker 5
より良い仕事のためにはコミュニケーションが大事だとわかりました

Worker Interview実際に活躍しているワーカーに、どのような
気持ちで仕事に取り組んでいるのかインタ
ビューしました！
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