
石本径代 営業事務、校正、メッセンジャー ……………………………………………………… 派遣は夢への架け橋。わたしの人生に、なくてはならないもの !
太田将崇 入力・出力事務 ………………………………………………………………………… 気まぐれな猫
かずみ 婦人服、婦人用品の接客販売 ………………………………………………………… 仕事と家事と余暇のバランスが絶妙なかんじです
川又智子 庶務系事務 ……………………………………………………………………………… 子育て中の私を育ててくれる派遣という働き方
くうみん 営業事務 ………………………………………………………………………………… ハケンの品格 派遣社員のモラルをもって…
近藤彩 一般事務、和訳・英訳などの英文事務 ……………………………………………… 仕事も育児も家庭も自分も…欲張り型
酒井有希 一般事務、庶務業務 …………………………………………………………………… 時間を上手く利用する
ストリート データ入力 ……………………………………………………………………………… マイペース
砂野泉 一般事務
sumi 人事部 採用アシスタント ……………………………………………………………… 仕事ですが、勉強の毎日です
たかちゃん 軽作業 …………………………………………………………………………………… ボケないように社会参加
玉村佳奈 システム開発プロジェクト付事務 ……………………………………………………… 自分アレンジメント
ちびちゃん 営業事務・一般事務 …………………………………………………………………… マイペース !
千代吉 経理、庶務
西口美子 一般事務 ………………………………………………………………………………… 生活の為
ニューウェル祥子 英文事務 ………………………………………………………………………………… 公 / 私 :17 時でメリハリ !
はなぷん 庶務 ……………………………………………………………………………………… 人・社会との繋がり
ピーチ PCによる資料作成 …………………………………………………………………… バランス&ハッピー
ひな パソコンオペレーター ………………………………………………………………… パソコンの仕事は私の天職です
hirohiro アパレル会社でのPCサポート ……………………………………………………… 遊牧民
ふみ 営業事務 ………………………………………………………………………………… 充実してます
ブルーム 営業事務 ………………………………………………………………………………… 要領は悪いけど、マイペースで頑張ってます !
紅 データ入力 ……………………………………………………………………………… 小さなことでもこつこつと
まつくみ 電話オペレーター ……………………………………………………………………… スキルアップ&出会い探し
まっき～ 一般事務 ………………………………………………………………………………… 仕事もプライベートも充実させたい !
Macky CADオペレーター
mamakitty 海外営業 Customized staff  ………………………………………………………… 顧客仕様に七変化
mayu 情報誌のデータ入力及び割付、校正など …………………………………………… 職種の百科事典
まるまる 総務事務 ………………………………………………………………………………… 大切なもの （家族）を胸に、今日も頑張る
まんまる 事務用機器操作 ………………………………………………………………………… 1粒で 2 度美味しい働き方
宮崎マンゴー  OA 操作事務 …………………………………………………………………………… 見極めが大切
みゆき 一般事務 ………………………………………………………………………………… ステップアップ
武藤由佳 経理総務事務 …………………………………………………………………………… 自由奔放
森省次 建築現場管理 …………………………………………………………………………… 今日やるべき仕事は必ず行う
yumichan 医薬品メーカーの分析業務 …………………………………………………………… 自分の夢を実現するため、またスキルをアップするために働きます

アイ 営業事務及び財務処理 ………………………………………………………………… 気配り上手で周りの方々も安心して仕事ができます
赤木 佳代子 総務業務 ………………………………………………………………………………… スピーディー且つポジティブ
浅井 真理子 OA事務 ………………………………………………………………………………… 責任感が強く、意欲的に疑問や改善点を解決しようとする頑張り屋さん !
飯野 香織 医療事務 ………………………………………………………………………………… いつも明るく親切に患者様対応 !! 私まで元気になります
伊藤 真琴 営業アシスタント ……………………………………………………………………… 笑顔で明るく !
鵜殿 美香 OA事務 ………………………………………………………………………………… 努力家で、癒し系
浦川 由美 携帯電話販売、接客業務 ……………………………………………………………… ワークライフバランス、自分らしく働く
恵良 秀世 秘書業務 ………………………………………………………………………………… 仕事はてきぱき、お客様対応はしなやかに
大久保 聖子 営業事務 ………………………………………………………………………………… 明るく前向き ! お仕事をとことん楽しめる方です
大沼 優子 保険業務 ………………………………………………………………………………… 夢を叶えるためのライフワーク  
川崎 光江 人材開発アシスタント ………………………………………………………………… 忙しくても笑顔で乗り切る癒しキャラです。部署に一人はいてほしい存在 !
川島 加奈子 受付 ……………………………………………………………………………………… 好奇心旺盛で常にプラス思考な女性です !
菅谷 裕美 営業アシスタント ……………………………………………………………………… ワークライフバランススタッフさん  
漢那 悦子 Web デザイン …………………………………………………………………………… 派遣という働き方を活用して、夢（演劇活動）と仕事を両立
齋藤 瑞穂 事務用機器操作、機械 CADモデリング業務 ……………………………………… 仕事と遊び、両方1番
清水 リサ 一般事務 ………………………………………………………………………………… 自分を好きでい続けるために、自分にあった働き方を選ぶ !
鈴木 実奈 一般事務 ………………………………………………………………………………… おしゃれセンスがキラリと光る鈴木さん。柔らかな笑顔で職場を明るくする頑張り屋さん
内藤 良子 営業事務 ………………………………………………………………………………… スキルはあとからついてくる !    
中屋 順 事務用機器操作 ………………………………………………………………………… より効果的・効率的なやり方を常に考えて積極的に提案してくれる
 誠実な人柄で周囲からの信頼が厚いスタッフさん
原田 兼由 寮管理 …………………………………………………………………………………… スーパー派遣おじいちゃん
松原 有沙 営業事務 ………………………………………………………………………………… とにかく一生懸命 ! とにかく前向き ! そして楽しみながら…
水上 直美 総務事務 ………………………………………………………………………………… しっかり者で気配り上手の水上さん。温かいお人柄で職場も癒しムードに包まれます
矢永 佳枝 受付・データ入力 ……………………………………………………………………… 明るく癒される笑顔  
山下 佳奈 テレマーケティング業務 ……………………………………………………………… 私の天使です (^-^)/

【自薦】 35 名
氏名（ニックネーム） 業務内容 ………………………………………………………………………………… あなたの働き方を一言で言うと  

【他薦】 24 名
氏名（ニックネーム） 業務内容 ………………………………………………………………………………… 彼・彼女の働き方を一言で言うと  

派遣で「なりたい自分」を実現しているスタッフのみなさん !
派遣は、さまざまな働き方だけでなく、スタッフのみなさんの夢の実現も応援しています。
今回、派遣を通して「なりたい自分」を実現した方を募集した結果、自薦の方、他薦の方を合わせて 100 名を超える方からご応募が
ありました。ここに、今回ご応募いただいた方のお名前を紹介します。どうもありがとうございました !
これからも派遣という働き方を、もっと多くの方に知っていただき、「なりたい自分」を手に入れていただければと思います。私たちも
力の限り、みなさまの夢の実現を支援したいと思います。今後ともよろしくお願いいたします !
※今回冊子に登場していただいた 20 名の方とご応募いただきましたが名前の掲載を承諾されなかった方のお名前は省略しています。※掲載はアイウエオ順です。

はけんworking 2008 37

hakenworking2008.indd   37 08.3.5   0:42:25 PM



編集後記

　「なりたい自分」を手に入れる、だから派遣。…この本のタイトルをご覧に

なって、“言うは易し。「なりたい自分」を手に入れるなんて、口で言うほど簡

単じゃないよね”という声が聞こえてきそうです。

　“やりたいけど、やれない。やりたくないけど、やらなければならない。”

　たしかに、日々の仕事や生活の現実はこうかもしれません。でも、“自分

はこうなりたい”という意志を持つこと、持ち続けることは、仕事でも生活

でもとても大切なこと、と私たちは考えています。

　この本には、派遣という仕組みを上手に使い、自分のライフスタイルにあ

わせて、「なりたい自分」を手に入れた、手に入れようとしている20人の派

遣スタッフの働き方や生き方が詰まっています。

　『働く期間・勤務地を自分で決められる』『時間を有効に活用できる』な

ど、選択肢の多様性や柔軟性が派遣の大きな魅力。育児・介護・勉強・地

域活動など希望するまたは必要とするワ－クライフバランスを実現する、自

らの夢に向かう、正社員になるなど、派遣スタッフ20人の輝くヒントが、あ

なたの「なりたい自分」実現へのきっかけになることを祈っています。

社団法人 日本人材派遣協会
派遣労働者支援委員会委員長  大原 博

<アンケートにご協力ください>
「なりたい自分」を手に入れるヒントがいっぱいの「はけんWorking 2008」を
お読みいただきありがとうございました。今後の参考にさせていただきますので、
ぜひ、アンケートへのご協力をお願いいたします。

アンケートは、こちらから。

http://www.jassa.jp/working/
 

ご回答いただいた方の中から抽選で200名様に 500円のQUOカードを
プレゼントいたします。

※回答期限は、 平成 20年 4 月 30日 ( 水 ) とさせていただき、
　当選の発表は、賞品の発送をもってかえさせていただきます。

※本誌掲載の写真・イラスト・記事の無断掲載をお断りいたします。
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