
卒業生資格・検定取得実績

デザイン分野

サーティファイ主催　イラストレータークリエイター能力認定試験

スタンダード　50名合格

出身県 出身高校 コース

宮城県 宮城県古川 絵師＆コミックイラストコース

宮城県 宮城県小牛田農林 グラフィックデザインコース

宮城県 宮城県小牛田農林 絵師＆コミックイラストコース

宮城県 宮城県石巻北 Webデザインコース

宮城県 宮城県仙台東 メディアイラストコース

宮城県 宮城県本吉響 Webデザインコース

宮城県 宮城県名取北 Webデザインコース

宮城県 聖和学園・薬師堂キャンパス 雑貨デザインコース

宮城県 聖和学園・薬師堂キャンパス 雑貨デザインコース

宮城県 聖和学園・薬師堂キャンパス 絵師＆コミックイラストコース

宮城県 石巻市立桜坂 メディアイラストコース

宮城県 東北生活文化大学 グラフィックデザインコース

宮城県 東北生活文化大学 メディアイラストコース

宮城県 飛鳥未来きずな グラフィックデザインコース

宮城県 屋久島おおぞら 絵師＆コミックイラストコース

福島県 福島県立小高産業技術 グラフィックデザインコース

福島県 尚志 メディアイラストコース

福島県 日本大学東北 Webデザインコース

福島県 福島県立湖南 絵師＆コミックイラストコース

福島県 福島県立田村 Webデザインコース

福島県 福島県立福島北 雑貨デザインコース

福島県 福島県立福島明成 グラフィックデザインコース

福島県 福島県立福島明成 絵師＆コミックイラストコース

福島県 福島県立福島明成 メディアイラストコース

福島県 福島東稜 メディアイラストコース

福島県 国際アート＆デザイン大学校   グラフィックデザインコース

山形県 山形市立商業 グラフィックデザインコース

山形県 山形市立商業 メディアイラストコース

山形県 山形市立商業 グラフィックデザインコース

山形県 鶴岡東 メディアイラストコース



山形県 高卒認定合格 メディアイラストコース

岩手県 水沢第一 メディアイラストコース

秋田県 秋田県立秋田北鷹 Webデザインコース

秋田県 秋田県立大館桂桜 絵師＆コミックイラストコース

秋田県 秋田県立大曲農業 メディアイラストコース

秋田県 秋田県立能代西 メディアイラストコース

秋田県 秋田県立矢島 グラフィックデザインコース

青森県 五所川原第一 Webデザインコース

青森県 青森県立弘前工業 グラフィックデザインコース

青森県 青森県立弘前実業 グラフィックデザインコース

青森県 青森県立黒石商業 絵師＆コミックイラストコース

青森県 青森県立黒石商業 メディアイラストコース

青森県 青森県立黒石商業 グラフィックデザインコース

青森県 青森県立八戸 絵師＆コミックイラストコース

青森県 青森県立八戸北 キャラクターデザインコース

青森県 青森県立浪岡 Webデザインコース

青森県 東奥学園 メディアイラストコース

青森県 八戸工業大学第二 グラフィックデザインコース

新潟県 新潟県立新発田商業 メディアイラストコース

長野県 長野県上田染谷丘 キャラクターデザインコース

国際文化カレッジ主催　レタリング技能検定   

3級　47名合格

出身県 出身高校 コース

宮城県 宮城県気仙沼 まんがコース

宮城県 宮城県古川 絵師＆コミックイラストコース

宮城県 宮城県小牛田農林 グラフィックデザインコース

宮城県 宮城県石巻工業 グラフィックデザインコース

宮城県 宮城県仙台東 メディアイラストコース

宮城県 宮城県本吉響 Webデザインコース

宮城県 宮城県名取北 Webデザインコース

宮城県 宮城県名取北 絵師＆コミックイラストコース

宮城県 聖和学園・薬師堂キャンパス 雑貨デザインコース

宮城県 聖和学園・薬師堂キャンパス キャラクターデザインコース

宮城県 聖和学園・薬師堂キャンパス 絵師＆コミックイラストコース

宮城県 石巻市立桜坂 メディアイラストコース



宮城県 東北生活文化大学 メディアイラストコース

宮城県 飛鳥未来きずな グラフィックデザインコース

宮城県 KTC中央学院･郡山キャンパス 絵師＆コミックイラストコース

宮城県 クラーク記念国際仙台キャンパス 絵師＆コミックイラストコース

宮城県 屋久島おおぞら 絵師＆コミックイラストコース

宮城県 屋久島おおぞら 絵師＆コミックイラストコース

福島県 日本大学東北 Webデザインコース

福島県 福島県立湖南 絵師＆コミックイラストコース

福島県 福島県立田村 Webデザインコース

福島県 福島県立福島明成 絵師＆コミックイラストコース

福島県 福島県立福島明成 メディアイラストコース

福島県 福島東稜 メディアイラストコース

山形県 山形県立北村山 まんがコース

山形県 山形市立商業 グラフィックデザインコース

山形県 山形市立商業 メディアイラストコース

山形県 山形市立商業 グラフィックデザインコース

山形県 山本学園 絵師＆コミックイラストコース

山形県 鶴岡東 メディアイラストコース

山形県 高卒認定合格 メディアイラストコース

岩手県 岩手県立一関工業 絵師＆コミックイラストコース

岩手県 水沢第一 メディアイラストコース

秋田県 秋田県立秋田北鷹 Webデザインコース

秋田県 秋田県立大曲農業 メディアイラストコース

秋田県 秋田修英 まんがコース

青森県 五所川原第一 メディアイラストコース

青森県 向陵 絵師＆コミックイラストコース

青森県 青森県立弘前実業 グラフィックデザインコース

青森県 青森県立黒石商業 絵師＆コミックイラストコース

青森県 青森県立青森中央 絵師＆コミックイラストコース

青森県 青森県立八戸 絵師＆コミックイラストコース

青森県 青森県立浪岡 Webデザインコース

青森県 東奥学園 メディアイラストコース

青森県 八戸工業大学第二 グラフィックデザインコース

新潟県 新潟県立新発田商業   メディアイラストコース

長野県 長野県上田染谷丘 キャラクターデザインコース



ＡＤＥＣ主催　色彩士検定      

3級　16名合格

出身県 出身高校 コース

宮城県 宮城県古川 絵師＆コミックイラストコース

宮城県 宮城県小牛田農林 グラフィックデザインコース

宮城県 石巻市立桜坂 メディアイラストコース

宮城県 東北生活文化大学 メディアイラストコース

福島県 福島県立福島北 雑貨デザインコース

福島県 福島県立福島明成 メディアイラストコース

山形県 山形市立商業 メディアイラストコース

山形県 鶴岡東 メディアイラストコース

岩手県 水沢第一 メディアイラストコース

秋田県 秋田県立大館桂桜 絵師＆コミックイラストコース

秋田県 秋田県立大曲農業 メディアイラストコース

秋田県 秋田県立能代西 メディアイラストコース

青森県 五所川原第一 メディアイラストコース

青森県 青森県立青森中央 絵師＆コミックイラストコース

青森県 青森県立八戸 絵師＆コミックイラストコース

青森県 東奥学園 メディアイラストコース

サーティファイ主催    Webクリエイター能力認定試験

エキスパートHTML5　8名合格

出身県 出身高校 コース

宮城県 宮城県石巻北 Webデザインコース

宮城県 宮城県本吉響 Webデザインコース

宮城県 宮城県名取北 Webデザインコース

福島県 郡山女子大学附属 Webデザインコース

福島県 日本大学東北 Webデザインコース

福島県 福島県立田村 Webデザインコース

秋田県 秋田県立秋田北鷹 Webデザインコース

青森県 青森県立浪岡 Webデザインコース

スタンダードHTML5　9名合格

出身県 出身高校 コース

宮城県 宮城県石巻北 Webデザインコース

宮城県 宮城県本吉響 Webデザインコース



宮城県 宮城県名取北 Webデザインコース

福島県 郡山女子大学附属 Webデザインコース

福島県 日本大学東北 Webデザインコース

福島県 福島県立田村 Webデザインコース

秋田県 秋田県立秋田北鷹 Webデザインコース

青森県 五所川原第一 Webデザインコース

青森県 青森県立浪岡 Webデザインコース


