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大きく変化する世の中で、物事の本質を見極める事ができる人材育成

ダイナミックな変化を感じながら学ぶことができます。
豊橋キャンパスは先進的な農業・漁業、自動車・機械産業など多様な産
業と文化が集積する東三河の中核都市である豊橋市に立地し、約
3000名の学生が学んでいます。豊橋駅から豊橋鉄道渥美線を利用
して約6分、尾張・静岡県方面から通学することができます。建学以前
からの歴史的建造物を有する広大な敷地に、最新の教育研究施設を
完備し、各種スポーツ設備や自然に親しむスペースも整え、充実した
学生生活を送ることができます。
車道キャンパスは高度専門職業人の育成とともに市民の生涯学習
ニーズに応える地域貢献の拠点として、名古屋市東区に立地する都
市型キャンパスです。2004年に法科大学院（ロースクール）を開設し
て以降、全国トップクラスの司法試験合格率実績を誇り、令和２年司
法試験（短答式試験）における合格率は88.8％であり、全国２位（私
大１位）という結果を出すことができました。
各キャンパスには図書館を完備し、それぞれの学問領域に対応した書
籍を中心に合計138万冊を所蔵しています。この蔵書数は、全国私
立大学（約30万冊）、国立大学（約111万冊）の平均を大きく上回っ
ています。その中には「霞山文庫」「簡斎文庫」「東亜同文書院中国調
査旅行報告書」といった中国関連の重要文献など、伝統の中で蓄積さ
れてきた貴重な資料も多くあります。また、書籍以外にも、過去の新
聞・雑誌などの膨大なマイクロフィルム、電子データなどを所蔵。蔵書
検索システムや自習ブースなど、利用しやすい環境も整えています。

–学生・教職員の健康と安全を第一に
より充実した学生生活を送るために–

新型コロナウイルスが猛威を振るい、全国的に感染拡大する中で、
本学では、学生の皆さんの健康と安全を第一に考え、より充実した学
修ができるよう、あらゆる学生支援事業に努めてまいりました。
その後、学生の皆さんの健康と安全確保及び感染拡大防止のため
学位記授与式（３月）、入学式（４月）の中止及び学内への入構制限を
実施し、2020年度春学期の全ての授業も遠隔（オンライン）で実施
することとしました。
それに伴い、全在籍学生に、学修環境を整えるための緊急修学支援
金を支給した他、家計が急変してしまった学生やアルバイトができず
収入が減少した学生に対して、本学独自の経済支援新制度を設け、
経済的支援も行っております。併せて、オンライン環境が整っていな
い学生に対しては、パソコンやルーターの無償提供なども積極的に
行っております。
就職活動を控える学生に対して、キャリア支援センターにてオンライ
ンによるキャリア支援ガイダンスを実施し、就職活動の準備に遅れる
ことなく対応できるよう、タイムリーな情報発信・提供をしております。
また、新型コロナウイルス感染防止対策として、Webキャリアカウン
セリング（面談）を他大学に先駆け開始し、対面による面談ができな
い状況でも、学生の就職活動支援ができる体制をとりました。
学習支援の取り組みとしてレポートの書き方やプレゼンテーション
能力の向上といったオンライン講座や学習に関しての相談や文章の
添削といったオンライン学習相談を実施し、図書館については、所蔵
資料の貸出及び文献複写の郵送サービスを提供しております。
また、コロナ禍においても、グローバル体験ができるようにネイティ
ブスピーカーとのオンライン会話も積極的に実施しております。
学内への入構制限が行われる中においても、学生の皆さんが標準修

–特色のある３つのキャンパスを有する
幅広い分野で活躍する卒業生–

946年に愛知県豊橋市に設立された愛知大学は、中部地区唯
一の旧制の法文系大学です。その前身は、1901年にアジア随

一の国際都市だった上海に日本が設立した最も古い海外高等教育機
関「東亜同文書院」（後に大学に昇格）です。「東亜同文書院」とは、日
本の教育文化事業として、日中友好提携を成し遂げるための人材育
成を目的に設立され、今でいうビジネススクールのような役割をもっ
た学校でした。実際に現地に出向き、肌で感じ、勉強をして、学びを深
めて成長していく精神は、本学にある「現地主義・現場主義、実学教
育」という教育方針に引き継がれております。その精神の基、学んだ
卒業生は「企業人」「公務員」「教員」だけでなく、著名な日本画家やプ
ロ野球選手など、文化芸術分野やスポーツ界など幅広い分野におい
て活躍をされています。
その中でも特に公務員への就職が強く、東海地区の大学の中で国家
公務員一般職（行政区分）において、東海地区大学ランキング合格者
数２年連続第1位（2018年度：75名、2019年度：８０名）となり、多く
の卒業生が国家公務員・地方公務員として活躍をされております。
また、それぞれ特色のある3つのキャンパスを有していることも特徴
のひとつです。
名古屋キャンパスは名古屋市が国際歓迎・交流拠点と位置付ける名古
屋駅の南に位置するささしまライブ地区に立地し、約7000名の学生
が学ぶ都市型キャンパスです。名古屋駅から徒歩約10分、名古屋市
内はもちろん岐阜県や三重県、三河方面、静岡県西部方面からの通
学も便利で、さらに都会の中にあることで様々な刺激を受け、社会の

業年限（4年間）で修了することはもとより、より充実した学修ができ
るようにこれからも学生支援事業に積極的に取り組んでいきたいと
考えております。

–withコロナ時代
安全と学生サービスの両立が今後の課題–

新型コロナウイルス感染症拡大状況により、国・県が緊急事態宣言を
出し、外出自粛や休業要請等が行われる中、本学では本年度春学期は
遠隔（オンライン）授業を実施することとなったことから、学生の皆さ
んがキャンパス内での学生生活や対面での学修等の機会を得られな
かったことは本当に残念に思います。そして、学生の皆さんから対面授
業を望む声も受留めています。
本学では、大学での学修・教育は対面授業が基本であるとの考えに基
づいて、学生の皆さんの安全を確保しながらどうすれば対面授業が実
施可能であるかについて検討し、東海3県における新型コロナウイル
スの感染状況や国・県や大学等の対応を含む社会状況を踏まえて総合
的に判断した結果、秋学期は、学生の皆さんの安全確保に配慮しつつ、
対面授業を増やしていく予定です。
なお、秋学期に対面授業を実施する場合において、海外や国内遠隔地
に住んでいる学生、または感染に心配や不安のある学生の皆さんに対
しては、無理に登校する必要はなく、登校しないことで不利益を被るこ
とがないよう工夫していきます。
本学は学生の皆さんの安全確保、感染防止を最優先としつつ、どのよ
うな環境にいる学生にも無理のない形で、確実に教育を提供し、高等
教育機関としての社会的使命を果たしてまいります。教職員一同、如
何なる形態の授業であれ、学生の皆さんが安心して授業を履修し、よ
り充実した学生生活を送ることができるよう、全力で取り組んでまいり
ます。

–不測の事態にも対応できる体制づくり
業務の効率化において派遣の活用は必要不可欠–

繁忙期や突発的な欠員の対応など、必要な時に必要な部署に、優秀な
人材をご紹介いただき、ありがとうございます。
また人材紹介に限らず、派遣業界の動向といった経済的な観点をはじ
め、労働派遣法の改正時には法律的な視点から様々なアドバイスをい
ただけることで、地域の実情や法律に則った対応をすることができて
おります。
どこの企業や大学様におかれましても、業務の効率化は永遠の課題で
日々取り組まれていることと思います。本学においても書類作成や伝

票処理など紙に出力するといった定型業務がまだまだ存在しておりま
す。今回のコロナ禍での経験を糧に、更なる業務効率化を図り、在宅勤
務ができる仕組みを構築しなければならないと考え、対策を検討して
いるところではございますが、そういった状況の中において、様々な経
験や資格をもたれた派遣スタッフの方々をご紹介いただき、即戦力と
してご活躍いただける点において、人材派遣会社の利用は非常に有効
であると考えております。さらに派遣スタッフの方々が定型業務に適し
ているという点に大きなメリットを感じております。類似した業務経験
がある方に定型業務をお任せすることで、私ども職員はより高度な判
断や想像力が求められるコア業務に専念することができます。円滑に

業務を進めていくことができるという点において、人材派遣の活用は
最適であると考えております。今後は定型業務を派遣スタッフの方に
お願いする割合をさらに増やしていき、職員はコア業務に専念できる
体制を整え、高い志をもって入学してくれた学生の皆さんが、より充実
した学生生活を過ごすことができるよう、あらゆる学修機会を最大限に
サポートしていくことが本学の使命であると強く感じております。
御社は派遣先の中でも、大学業界の取り扱いの割合が高いと認識して
おります。一般企業と大学では、雰囲気などが違ってくるため、そういっ
た面を考慮した上で人材を紹介・派遣いただけており、とても助かって
おります。引き続き、よろしくお願いいたします。

Top Interview　巻頭インタビュー
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　日本で最も古い海外の高等教育機関「東亜同文書院」をルーツとし、1946年に中部地区唯一の旧制法文系大学とし
て設立された愛知大学。現地、現場主義・実学教育の基で学んだ卒業生は様々なジャンルで活躍をされております。今回
は、愛知大学の総務部 部長 久次米 剛生様、総務課 課長 鈴木 毅様に、お話を伺いました。新型コロナウイルスの感染拡
大の影響を受け、新型コロナウイルス感染拡大防止の対応や、学生支援、遠隔（オンライン）授業や学習支援の現状、今後
の課題など詳細にお話をしていただいております。

愛知大学　
総務部
部長
久次米　剛生様
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愛知大学　
総務部
部長
久次米　剛生

キャリアパワーに登録されている方に向けて、オンラインセミナーを定期開催しています

【今回は、セミナーの中でも特に人気のテーマ「Excel」セミナーの内容の一部をご紹介】

Information オンラインセミナー②

Information 国道清掃ボランティア

型コロナウイルスの感染拡大によって、気軽に大勢の人と会うことが難しく、行動が制限される日々が続いております。弊社
といたしましては、このような時期だからこそ、少しでも皆さまのお役にたちたいという思いから、登録スタッフの方に向け

て、6月よりオンラインセミナーを定期的に開催をしております。回を追うごとに、参加者も増えており、キャリアアップにつながると
非常に好評をいただいております！！
テーマは、「Excel の基礎」「ビジネスマナー（電話応対・名刺交換・上座下座）」「知っていると便利なアプリ」「図書館のお仕事が
わかるステップアップセミナー」など、 多岐にわたりご紹介しております。
今後も定期的に開催してまいります。また、参加できなかった方に向けて、2回目の開催も計画中です。皆さまお気軽にご参加ください。

新

ャリアパワーは、国土交通省が直接管理している道路の美化・清掃
を行う「ボランティア・サポート・プログラム」に参加をしております。

「ボランティア・サポート・プログラム」は、地域住民、企業などみ
なさんと、協力者（市町村）、道路管理者の３者が協力して道路の清
掃、緑化、美化等の活動を行ない、道を慈しむ心を育て、地域にふさ
わしい道づくりを進めることを目的としています。
現在は、大阪と京都にて、定期的に国道の清掃を行い、国道の美化
に努めております。
先日、京都府の烏丸通の東側、東本願寺の前の信号付近にこの活
動に定期的に参加している団体が作成できるサインボードが設置
されました。

キ

東　京 ： 〒100-0004 東京都千代田区大手町1-7-2 東京サンケイビル 15F
大　阪 ： 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-12-17 梅田スクエアビルディング 2F
名古屋 ： 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3-25-9 堀内ビル8F
京　都 ： 〒600-8216 京都府京都市下京区塩小路通烏丸西入東塩小路町843-2 日本生命京都ヤサカビル 4F
滋　賀 ： 〒525-0025 滋賀県草津市西渋川1-1-3 リバティーハウス4F
システムセンター ： 〒600-8269 京都府京都市下京区七条通堀川西入西八百屋町160

TEL.03-6895-2929(代)　FAX.03-6895-2911
TEL.06-6346-2929(代)　FAX.06-6345-1268
TEL.052-563-2929(代)　FAX.052-563-3511
TEL.075-341-2929(代)　FAX.075-341-3828
TEL.077-516-2929(代)　FAX.077-516-2930
TEL.075-344-6776(代)　FAX.075-344-6780

発 行

2020.9.15発行

企画／制作

キャリアパワー各支社へは、フリーコール 0120-154-450 にお気軽にお問合わせください

ャリアパワーは、労働者派遣法や労働基準法など各種労働法令を遵守し、常に適正な事業運営を果たすために、社内に法令遵守委員会を設置しています。
定期的に派遣先を巡回、また社内監査を行ないながら、派遣契約内容を改めて見直し、法令の遵守が出来ているかの再チェックを行なっています。 また、全社員

に対して法令知識向上とコンプライアンス遵守の意識強化のために、定期的に研修会や勉強会を実施し、コンプライアンスの課題解決や事前防止の徹底を図っていま
す。遵法精神を貫くことで、当社で働く派遣労働者、そして人材派遣を利用される全ての派遣先企業様に、よりいっそう満足して頂ける様、活動を行なってまいります。

派遣コンプライアンスに関する問合わせ先 株式会社キャリアパワー　法令遵守委員会
support@careerpower.co.jpE-mail075-341-2929TEL

法令遵守委員会

キ

概ね半分の時間になるといわれています。
コピーと貼り付け自体は1回数秒、わずか4秒ですが、、、
1か月で弊社試算で、約66分 !（1時間の短縮 !）

ショートカットキーマスタへ！

キャリアパワーオンラインセミナー

キャリアパワーオンラインセミナー

Support Center News
学術サポートセンター通信　Vol.XIII

学術サポートセンターSupport Center News

他言語資料の特徴
語以外の言語をすぐに見分けることができますか？各言語を判別するために簡単な特徴をまとめたものが下記の表になりま
す。

代表的な書誌上の単語や、アルファベットの特徴を覚えておくと、何語の資料なのかをすぐに判別することができます。書誌はもち
ろん、図書や論文を確認する際にもぜひご参考ください。

英

 

愛知大学
総務部

総務課　課長
鈴木　毅様

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

語アリタイ語ンイペス語スンラフ語ツイド語英語本日

版 ed.　（editionの略語） Aufl. （Auflageの略語） éd.　（é --）語略のnoitid

--）emot（ .t）語略のdnaB（ .dB）語略のemulov（　.lov巻

号 - Ausg. (Ausgabeの略語) - nú oremunorem

出版社 ed.　（editorの略語） Hg. （Herausgeberの略語） é erotiderotideruetid

eytednudna-

al / 'l / ol / liol / al / lesel / al / el sadeht-

atsiviratsiverlanruojtfirhcstieZlanruoj誌雑

特徴

ゲルマン語派のひとつ。

固有名詞の最初の文字は大文
字となる。

英語と同じ、ゲルマン語派のひ
とつ。

「ä」（アーウムラウト）、「ö」（オー
ウムラウト）、「ü」（ウーウムラウ
ト）、「ß」（エスツェット）というアル
ファベットがある。

すべての名詞の最初の文字は
大文字となる。

ロマンス語派のひとつ。

母音に符号「´」「`」「^」（アクサ
ン）、「¨」（トレマ）がつくことがあ
り、ほかに「ç」（セディーユ）、
「æ」(aとeの合字）「œ」（oとeの
合字）というアルファベットがあ
る。

ロマンス語派のひとつ。

「ñ 」（エニェ）というアルファベッ
トが使われるのが特徴。

疑問文は逆疑問符「¿」からはじ
まり、疑問符「?」で終わる。

起源であるラテン語の特徴をい
くつかもったロマンス語派のひと
つ。

「`」（アッチェント・グラーヴェ）、
「´」（アッチェント・アクート）の符
号がついた母音を使用する。

 

□　フランス語

□　スペイン語

□　ドイツ語
【言語別 表示例】
□　ドイツ語
【言語別 表示例】



今回は、京都にあります計測・検査技術でものづくりに貢献されている大手企業にてご就業されている高木 久美さんにお話を伺いま
した。キャリアパワーへの登録のきっかけから現在のお仕事について、休日の過ごし方まで多岐にわたって語っていただいております。 
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ダイナミックな変化を感じながら学ぶことができます。
豊橋キャンパスは先進的な農業・漁業、自動車・機械産業など多様な産
業と文化が集積する東三河の中核都市である豊橋市に立地し、約
3000名の学生が学んでいます。豊橋駅から豊橋鉄道渥美線を利用
して約6分、尾張・静岡県方面から通学することができます。建学以前
からの歴史的建造物を有する広大な敷地に、最新の教育研究施設を
完備し、各種スポーツ設備や自然に親しむスペースも整え、充実した
学生生活を送ることができます。
車道キャンパスは高度専門職業人の育成とともに市民の生涯学習
ニーズに応える地域貢献の拠点として、名古屋市東区に立地する都
市型キャンパスです。2004年に法科大学院（ロースクール）を開設し
て以降、全国トップクラスの司法試験合格率実績を誇り、令和２年司
法試験（短答式試験）における合格率は88.8％であり、全国２位（私
大１位）という結果を出すことができました。
各キャンパスには図書館を完備し、それぞれの学問領域に対応した書
籍を中心に合計138万冊を所蔵しています。この蔵書数は、全国私
立大学（約30万冊）、国立大学（約111万冊）の平均を大きく上回っ
ています。その中には「霞山文庫」「簡斎文庫」「東亜同文書院中国調
査旅行報告書」といった中国関連の重要文献など、伝統の中で蓄積さ
れてきた貴重な資料も多くあります。また、書籍以外にも、過去の新
聞・雑誌などの膨大なマイクロフィルム、電子データなどを所蔵。蔵書
検索システムや自習ブースなど、利用しやすい環境も整えています。

–学生・教職員の健康と安全を第一に
より充実した学生生活を送るために–

新型コロナウイルスが猛威を振るい、全国的に感染拡大する中で、
本学では、学生の皆さんの健康と安全を第一に考え、より充実した学
修ができるよう、あらゆる学生支援事業に努めてまいりました。
その後、学生の皆さんの健康と安全確保及び感染拡大防止のため
学位記授与式（３月）、入学式（４月）の中止及び学内への入構制限を
実施し、2020年度春学期の全ての授業も遠隔（オンライン）で実施
することとしました。
それに伴い、全在籍学生に、学修環境を整えるための緊急修学支援
金を支給した他、家計が急変してしまった学生やアルバイトができず
収入が減少した学生に対して、本学独自の経済支援新制度を設け、
経済的支援も行っております。併せて、オンライン環境が整っていな
い学生に対しては、パソコンやルーターの無償提供なども積極的に
行っております。
就職活動を控える学生に対して、キャリア支援センターにてオンライ
ンによるキャリア支援ガイダンスを実施し、就職活動の準備に遅れる
ことなく対応できるよう、タイムリーな情報発信・提供をしております。
また、新型コロナウイルス感染防止対策として、Webキャリアカウン
セリング（面談）を他大学に先駆け開始し、対面による面談ができな
い状況でも、学生の就職活動支援ができる体制をとりました。
学習支援の取り組みとしてレポートの書き方やプレゼンテーション
能力の向上といったオンライン講座や学習に関しての相談や文章の
添削といったオンライン学習相談を実施し、図書館については、所蔵
資料の貸出及び文献複写の郵送サービスを提供しております。
また、コロナ禍においても、グローバル体験ができるようにネイティ
ブスピーカーとのオンライン会話も積極的に実施しております。
学内への入構制限が行われる中においても、学生の皆さんが標準修

–特色のある３つのキャンパスを有する
幅広い分野で活躍する卒業生–

946年に愛知県豊橋市に設立された愛知大学は、中部地区唯
一の旧制の法文系大学です。その前身は、1901年にアジア随

一の国際都市だった上海に日本が設立した最も古い海外高等教育機
関「東亜同文書院」（後に大学に昇格）です。「東亜同文書院」とは、日
本の教育文化事業として、日中友好提携を成し遂げるための人材育
成を目的に設立され、今でいうビジネススクールのような役割をもっ
た学校でした。実際に現地に出向き、肌で感じ、勉強をして、学びを深
めて成長していく精神は、本学にある「現地主義・現場主義、実学教
育」という教育方針に引き継がれております。その精神の基、学んだ
卒業生は「企業人」「公務員」「教員」だけでなく、著名な日本画家やプ
ロ野球選手など、文化芸術分野やスポーツ界など幅広い分野におい
て活躍をされています。
その中でも特に公務員への就職が強く、東海地区の大学の中で国家
公務員一般職（行政区分）において、東海地区大学ランキング合格者
数２年連続第1位（2018年度：75名、2019年度：８０名）となり、多く
の卒業生が国家公務員・地方公務員として活躍をされております。
また、それぞれ特色のある3つのキャンパスを有していることも特徴
のひとつです。
名古屋キャンパスは名古屋市が国際歓迎・交流拠点と位置付ける名古
屋駅の南に位置するささしまライブ地区に立地し、約7000名の学生
が学ぶ都市型キャンパスです。名古屋駅から徒歩約10分、名古屋市
内はもちろん岐阜県や三重県、三河方面、静岡県西部方面からの通
学も便利で、さらに都会の中にあることで様々な刺激を受け、社会の

業年限（4年間）で修了することはもとより、より充実した学修ができ
るようにこれからも学生支援事業に積極的に取り組んでいきたいと
考えております。

–withコロナ時代
安全と学生サービスの両立が今後の課題–

新型コロナウイルス感染症拡大状況により、国・県が緊急事態宣言を
出し、外出自粛や休業要請等が行われる中、本学では本年度春学期は
遠隔（オンライン）授業を実施することとなったことから、学生の皆さ
んがキャンパス内での学生生活や対面での学修等の機会を得られな
かったことは本当に残念に思います。そして、学生の皆さんから対面授
業を望む声も受留めています。
本学では、大学での学修・教育は対面授業が基本であるとの考えに基
づいて、学生の皆さんの安全を確保しながらどうすれば対面授業が実
施可能であるかについて検討し、東海3県における新型コロナウイル
スの感染状況や国・県や大学等の対応を含む社会状況を踏まえて総合
的に判断した結果、秋学期は、学生の皆さんの安全確保に配慮しつつ、
対面授業を増やしていく予定です。
なお、秋学期に対面授業を実施する場合において、海外や国内遠隔地
に住んでいる学生、または感染に心配や不安のある学生の皆さんに対
しては、無理に登校する必要はなく、登校しないことで不利益を被るこ
とがないよう工夫していきます。
本学は学生の皆さんの安全確保、感染防止を最優先としつつ、どのよ
うな環境にいる学生にも無理のない形で、確実に教育を提供し、高等
教育機関としての社会的使命を果たしてまいります。教職員一同、如
何なる形態の授業であれ、学生の皆さんが安心して授業を履修し、よ
り充実した学生生活を送ることができるよう、全力で取り組んでまいり
ます。

–不測の事態にも対応できる体制づくり
業務の効率化において派遣の活用は必要不可欠–

繁忙期や突発的な欠員の対応など、必要な時に必要な部署に、優秀な
人材をご紹介いただき、ありがとうございます。
また人材紹介に限らず、派遣業界の動向といった経済的な観点をはじ
め、労働派遣法の改正時には法律的な視点から様々なアドバイスをい
ただけることで、地域の実情や法律に則った対応をすることができて
おります。
どこの企業や大学様におかれましても、業務の効率化は永遠の課題で
日々取り組まれていることと思います。本学においても書類作成や伝

票処理など紙に出力するといった定型業務がまだまだ存在しておりま
す。今回のコロナ禍での経験を糧に、更なる業務効率化を図り、在宅勤
務ができる仕組みを構築しなければならないと考え、対策を検討して
いるところではございますが、そういった状況の中において、様々な経
験や資格をもたれた派遣スタッフの方々をご紹介いただき、即戦力と
してご活躍いただける点において、人材派遣会社の利用は非常に有効
であると考えております。さらに派遣スタッフの方々が定型業務に適し
ているという点に大きなメリットを感じております。類似した業務経験
がある方に定型業務をお任せすることで、私ども職員はより高度な判
断や想像力が求められるコア業務に専念することができます。円滑に

業務を進めていくことができるという点において、人材派遣の活用は
最適であると考えております。今後は定型業務を派遣スタッフの方に
お願いする割合をさらに増やしていき、職員はコア業務に専念できる
体制を整え、高い志をもって入学してくれた学生の皆さんが、より充実
した学生生活を過ごすことができるよう、あらゆる学修機会を最大限に
サポートしていくことが本学の使命であると強く感じております。
御社は派遣先の中でも、大学業界の取り扱いの割合が高いと認識して
おります。一般企業と大学では、雰囲気などが違ってくるため、そういっ
た面を考慮した上で人材を紹介・派遣いただけており、とても助かって
おります。引き続き、よろしくお願いいたします。

Information
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「転職」を考え新しい仕事を探していた時に、求人広告を通してキャリアパワーに出会いました。
職を考えて、仕事を探しはじめたとき、求人広告で興味をもったお仕事がキャリアパワーのものでした。登録の為
に来社した際に、これまでの経歴からはじめは大学事務の紹介予定派遣のお仕事を紹介していただき、その大学

が母校の系列の大学だったこともあり、とても親近感が沸いたことを覚えております。

「自分の時間を大切にしたい。」「スキルアップしたい。」という思いから転職を考えました。
前職は、「留学生対応」のお仕事をしておりました。とてもやりがいのある仕事ではあったのですが、残業が多く、土日も
時間関係なく連絡が入り対応を求められる事が常態化し、自分の時間を確保することも難しい状況でした為、「このまま
ではダメだ！」と転職を決意しました。

まずは、スキルアップ。これからの自分の未来の為に、できることを増やしていきたい。
今までの経験上、進路や就職先など人生の分岐点には様々な事情や世情が重なり、思い通りにいかない事も多々ありましたが、自分のできる
事を増やしスキルアップすることで、選択枝が増え、希望がかなう未来があるのでは？と、思考を切り替え仕事に取り組んでいます。「社会貢献」
や「人の為」という事は、自身の行った仕事の延長上に、結果としてついてくるものかなとも考えております。

「自分なりに理解し管理する事」「周囲の方とのコミュニケーション」を大事にしています。
仕事をする上で、大事にしている事は、「理解する事」と「コミュニケーション」です。例えば、引継ぎをしていただいた際には、同じ事を聞くこと
がないように、すぐに自分なりにまとめるようにしています。更に、実際にやらないとわからない仕事もありますので、周りの方とコミュニケー
ションをとることも大事にしています。同じ仕事でも、会社ごとにカラーがあります。周りの方とコミュニケーションをとることで、会社や組織に
沿ったやりかたを把握するように努めております。

休日は、趣味の映画鑑賞やゲームなどを友人と一緒にオンラインを通じて楽しんでいます。
休日には、友達に会ってリフレッシュをすることが多いです。現在はコロナの影響で直接会うことはできないので、友人とオンラインで映画鑑
賞や、自粛期間中に話題になった「どうぶつの森」で遊ぶこともあります。昔から映画を観ることが大好きで、字幕や吹替の翻訳を大学の専攻
にしていたこともあり、興味を持ち続け、英語もずっと勉強を続けています。

担当の方の細かなケアがとってもありがたく心強いです。
お恥ずかしい話ですが、就業開始後1週間目にインフルエンザにかかってしまいお休みをもらうことに・・・。自分なりに体調管理をしっかり
とし、予防接種も受けていたので、とてもショックでした。そんな私を心配して、担当の方が、お休み前やお休み中に連絡をくださり、フォ
ローしてくださったことで、気に病まずにすみ、とてもありがたかったです。

-これまでの経験を活かしながら、更なるキャリアアップを目指します！-
Interview スタッフインタビュー

滋賀県大津市
大手放送局勤務
杉本　実優様

転

ご存知ですか？ キャリアパワーのあかいドロップ
「This We Believe…」わたしたちキャリアパワーの信じるところ。
その想いから生まれた小さな冊子が「キャリアパワーのあかいドロッ
プ」です。出会うことができたすべてのスタッフの皆様の心に、私た
ちの想いをお伝えしたい。そして、一人でも多くの方の心に、その想
いを留めてほしい。ずっと変わらぬ想いでお届けしています。ぜひご
愛読ください。

ご希望の方に配布中です  くわしくはスタッフ企画室まで！

0120-288-450 　　　　info@careerpower.co.jpTEL E-mail

京都府京都市
大手メーカー勤務
高木　久美様

Information 図書館総合展のご案内

Information 「私の図書館（本）」川柳コンテストのご案内

年も図書館総合展に出展いたします。図書館総合展は、図書館関連業界で最大のイベントとなっており、図書館界全体の交
流・情報交換や、学習環境・情報流通に関する技術と知見を発表する場でもあります。今年は、新型コロナウイルス感染拡

大に伴う事態を受け、初のオンライン開催となります。
オンライン開催となることで、例年横浜まで足をのばせずご参加いただけなかった方もご参加いただけます。多くの方に今後の図
書館運営のお役に立てればと考えておりますので、ぜひご参加ください。オンライン商談や弊社主催のフォーラムを開催予定です。

今
第22回 図書館総合展のご案内

年も「私の図書館（本）」川柳コンテストを開催いたします！！ 新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、図書館も閉館を余
儀なくされた期間がありました。新しい生活様式を取り入れながらの日常となりますが、図書館を利用できる事の便利さや喜

びを改めて感じる機会ともなりました。また、ステイホーム期間中に、本と向き合う機会が増えた方も多かったのではないでしょう
か。みなさんの「本」や「図書館」にまつわる想いを川柳にしたためてみませんか？

今

第2回 「私の図書館（本）」川柳コンテスト開催のご案内

企業・大学の皆さまに向けてオンラインミニセミナーを定期的に開催しております
Information オンラインセミナー①

速に変化する時代に柔軟に対応し、いち早く皆様のお役にたてる情報をお届けできるよう、弊社ではオンラインミニセミナー
を定期的に開催しております。情報収集にぜひお役立てください。急

「テレワークでの留意点」、「WEB面接のポイント」など人事ご担当者様向けの内容から、外部講師をお招きし専門的な内容まで、
幅広いテーマで開催しております。時間は20分～30分程度、短時間でポイントをおさえた内容となっております。毎回、大変ご
好評をいただいており、様々な業種の方にご参加をいただいております。今後も多種多様なテーマで開催をしてまいりますので、
皆様お気軽にご参加ください。
セミナーに関する最新の情報は、弊社HPよりご確認いただけます。
（https://www.careerpower.co.jp/service/seminor2007/）

【新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に対する愛知大学様の対応】
愛知大学通信 vol.218

□ 応募期間
　 2020年 9月7日（月）～10月10日（土）まで
□ 応募資格
　 日本国内にお住まいの満20歳以上の方
□ 応募方法
　 専用応募フォームよりご応募いただけます。
　 https://www.careerpower.co.jp/service/senryu2020/
□ 賞品
　 最優秀賞　3万円分図書カード
　 優秀賞　　1万円分図書カード
　 入選　　　3千分図書カード

ゲームの世界からこれからの図書館を考える
～文化資源に対して図書館はどう向き合うのか～
11月5日（木）15：00～16：00／登壇者：立命館大学　先端総合学術研究科　福田一史氏

―開催テーマ 例―

・コロナ禍の大学図書館
講師：立命館大学 学術情報部 次長 近藤茂生様

・同一労働について
講師：社会保険労務士 中宮伸二郎様

・派遣社員在宅ワーク時の注意点、労務管理のポイント ・WEB面接のポイント

・新しい働き方 (テレワーク等 )での留意点 ・派遣会社への情報提供の義務とは

キャリアパワー主催  フォーラム



今回は、京都にあります計測・検査技術でものづくりに貢献されている大手企業にてご就業されている高木 久美さんにお話を伺いま
した。キャリアパワーへの登録のきっかけから現在のお仕事について、休日の過ごし方まで多岐にわたって語っていただいております。 
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ダイナミックな変化を感じながら学ぶことができます。
豊橋キャンパスは先進的な農業・漁業、自動車・機械産業など多様な産
業と文化が集積する東三河の中核都市である豊橋市に立地し、約
3000名の学生が学んでいます。豊橋駅から豊橋鉄道渥美線を利用
して約6分、尾張・静岡県方面から通学することができます。建学以前
からの歴史的建造物を有する広大な敷地に、最新の教育研究施設を
完備し、各種スポーツ設備や自然に親しむスペースも整え、充実した
学生生活を送ることができます。
車道キャンパスは高度専門職業人の育成とともに市民の生涯学習
ニーズに応える地域貢献の拠点として、名古屋市東区に立地する都
市型キャンパスです。2004年に法科大学院（ロースクール）を開設し
て以降、全国トップクラスの司法試験合格率実績を誇り、令和２年司
法試験（短答式試験）における合格率は88.8％であり、全国２位（私
大１位）という結果を出すことができました。
各キャンパスには図書館を完備し、それぞれの学問領域に対応した書
籍を中心に合計138万冊を所蔵しています。この蔵書数は、全国私
立大学（約30万冊）、国立大学（約111万冊）の平均を大きく上回っ
ています。その中には「霞山文庫」「簡斎文庫」「東亜同文書院中国調
査旅行報告書」といった中国関連の重要文献など、伝統の中で蓄積さ
れてきた貴重な資料も多くあります。また、書籍以外にも、過去の新
聞・雑誌などの膨大なマイクロフィルム、電子データなどを所蔵。蔵書
検索システムや自習ブースなど、利用しやすい環境も整えています。

–学生・教職員の健康と安全を第一に
より充実した学生生活を送るために–

新型コロナウイルスが猛威を振るい、全国的に感染拡大する中で、
本学では、学生の皆さんの健康と安全を第一に考え、より充実した学
修ができるよう、あらゆる学生支援事業に努めてまいりました。
その後、学生の皆さんの健康と安全確保及び感染拡大防止のため
学位記授与式（３月）、入学式（４月）の中止及び学内への入構制限を
実施し、2020年度春学期の全ての授業も遠隔（オンライン）で実施
することとしました。
それに伴い、全在籍学生に、学修環境を整えるための緊急修学支援
金を支給した他、家計が急変してしまった学生やアルバイトができず
収入が減少した学生に対して、本学独自の経済支援新制度を設け、
経済的支援も行っております。併せて、オンライン環境が整っていな
い学生に対しては、パソコンやルーターの無償提供なども積極的に
行っております。
就職活動を控える学生に対して、キャリア支援センターにてオンライ
ンによるキャリア支援ガイダンスを実施し、就職活動の準備に遅れる
ことなく対応できるよう、タイムリーな情報発信・提供をしております。
また、新型コロナウイルス感染防止対策として、Webキャリアカウン
セリング（面談）を他大学に先駆け開始し、対面による面談ができな
い状況でも、学生の就職活動支援ができる体制をとりました。
学習支援の取り組みとしてレポートの書き方やプレゼンテーション
能力の向上といったオンライン講座や学習に関しての相談や文章の
添削といったオンライン学習相談を実施し、図書館については、所蔵
資料の貸出及び文献複写の郵送サービスを提供しております。
また、コロナ禍においても、グローバル体験ができるようにネイティ
ブスピーカーとのオンライン会話も積極的に実施しております。
学内への入構制限が行われる中においても、学生の皆さんが標準修

–特色のある３つのキャンパスを有する
幅広い分野で活躍する卒業生–

946年に愛知県豊橋市に設立された愛知大学は、中部地区唯
一の旧制の法文系大学です。その前身は、1901年にアジア随

一の国際都市だった上海に日本が設立した最も古い海外高等教育機
関「東亜同文書院」（後に大学に昇格）です。「東亜同文書院」とは、日
本の教育文化事業として、日中友好提携を成し遂げるための人材育
成を目的に設立され、今でいうビジネススクールのような役割をもっ
た学校でした。実際に現地に出向き、肌で感じ、勉強をして、学びを深
めて成長していく精神は、本学にある「現地主義・現場主義、実学教
育」という教育方針に引き継がれております。その精神の基、学んだ
卒業生は「企業人」「公務員」「教員」だけでなく、著名な日本画家やプ
ロ野球選手など、文化芸術分野やスポーツ界など幅広い分野におい
て活躍をされています。
その中でも特に公務員への就職が強く、東海地区の大学の中で国家
公務員一般職（行政区分）において、東海地区大学ランキング合格者
数２年連続第1位（2018年度：75名、2019年度：８０名）となり、多く
の卒業生が国家公務員・地方公務員として活躍をされております。
また、それぞれ特色のある3つのキャンパスを有していることも特徴
のひとつです。
名古屋キャンパスは名古屋市が国際歓迎・交流拠点と位置付ける名古
屋駅の南に位置するささしまライブ地区に立地し、約7000名の学生
が学ぶ都市型キャンパスです。名古屋駅から徒歩約10分、名古屋市
内はもちろん岐阜県や三重県、三河方面、静岡県西部方面からの通
学も便利で、さらに都会の中にあることで様々な刺激を受け、社会の

業年限（4年間）で修了することはもとより、より充実した学修ができ
るようにこれからも学生支援事業に積極的に取り組んでいきたいと
考えております。

–withコロナ時代
安全と学生サービスの両立が今後の課題–

新型コロナウイルス感染症拡大状況により、国・県が緊急事態宣言を
出し、外出自粛や休業要請等が行われる中、本学では本年度春学期は
遠隔（オンライン）授業を実施することとなったことから、学生の皆さ
んがキャンパス内での学生生活や対面での学修等の機会を得られな
かったことは本当に残念に思います。そして、学生の皆さんから対面授
業を望む声も受留めています。
本学では、大学での学修・教育は対面授業が基本であるとの考えに基
づいて、学生の皆さんの安全を確保しながらどうすれば対面授業が実
施可能であるかについて検討し、東海3県における新型コロナウイル
スの感染状況や国・県や大学等の対応を含む社会状況を踏まえて総合
的に判断した結果、秋学期は、学生の皆さんの安全確保に配慮しつつ、
対面授業を増やしていく予定です。
なお、秋学期に対面授業を実施する場合において、海外や国内遠隔地
に住んでいる学生、または感染に心配や不安のある学生の皆さんに対
しては、無理に登校する必要はなく、登校しないことで不利益を被るこ
とがないよう工夫していきます。
本学は学生の皆さんの安全確保、感染防止を最優先としつつ、どのよ
うな環境にいる学生にも無理のない形で、確実に教育を提供し、高等
教育機関としての社会的使命を果たしてまいります。教職員一同、如
何なる形態の授業であれ、学生の皆さんが安心して授業を履修し、よ
り充実した学生生活を送ることができるよう、全力で取り組んでまいり
ます。

–不測の事態にも対応できる体制づくり
業務の効率化において派遣の活用は必要不可欠–

繁忙期や突発的な欠員の対応など、必要な時に必要な部署に、優秀な
人材をご紹介いただき、ありがとうございます。
また人材紹介に限らず、派遣業界の動向といった経済的な観点をはじ
め、労働派遣法の改正時には法律的な視点から様々なアドバイスをい
ただけることで、地域の実情や法律に則った対応をすることができて
おります。
どこの企業や大学様におかれましても、業務の効率化は永遠の課題で
日々取り組まれていることと思います。本学においても書類作成や伝

票処理など紙に出力するといった定型業務がまだまだ存在しておりま
す。今回のコロナ禍での経験を糧に、更なる業務効率化を図り、在宅勤
務ができる仕組みを構築しなければならないと考え、対策を検討して
いるところではございますが、そういった状況の中において、様々な経
験や資格をもたれた派遣スタッフの方々をご紹介いただき、即戦力と
してご活躍いただける点において、人材派遣会社の利用は非常に有効
であると考えております。さらに派遣スタッフの方々が定型業務に適し
ているという点に大きなメリットを感じております。類似した業務経験
がある方に定型業務をお任せすることで、私ども職員はより高度な判
断や想像力が求められるコア業務に専念することができます。円滑に

業務を進めていくことができるという点において、人材派遣の活用は
最適であると考えております。今後は定型業務を派遣スタッフの方に
お願いする割合をさらに増やしていき、職員はコア業務に専念できる
体制を整え、高い志をもって入学してくれた学生の皆さんが、より充実
した学生生活を過ごすことができるよう、あらゆる学修機会を最大限に
サポートしていくことが本学の使命であると強く感じております。
御社は派遣先の中でも、大学業界の取り扱いの割合が高いと認識して
おります。一般企業と大学では、雰囲気などが違ってくるため、そういっ
た面を考慮した上で人材を紹介・派遣いただけており、とても助かって
おります。引き続き、よろしくお願いいたします。

Information
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「転職」を考え新しい仕事を探していた時に、求人広告を通してキャリアパワーに出会いました。
職を考えて、仕事を探しはじめたとき、求人広告で興味をもったお仕事がキャリアパワーのものでした。登録の為
に来社した際に、これまでの経歴からはじめは大学事務の紹介予定派遣のお仕事を紹介していただき、その大学

が母校の系列の大学だったこともあり、とても親近感が沸いたことを覚えております。

「自分の時間を大切にしたい。」「スキルアップしたい。」という思いから転職を考えました。
前職は、「留学生対応」のお仕事をしておりました。とてもやりがいのある仕事ではあったのですが、残業が多く、土日も
時間関係なく連絡が入り対応を求められる事が常態化し、自分の時間を確保することも難しい状況でした為、「このまま
ではダメだ！」と転職を決意しました。

まずは、スキルアップ。これからの自分の未来の為に、できることを増やしていきたい。
今までの経験上、進路や就職先など人生の分岐点には様々な事情や世情が重なり、思い通りにいかない事も多々ありましたが、自分のできる
事を増やしスキルアップすることで、選択枝が増え、希望がかなう未来があるのでは？と、思考を切り替え仕事に取り組んでいます。「社会貢献」
や「人の為」という事は、自身の行った仕事の延長上に、結果としてついてくるものかなとも考えております。

「自分なりに理解し管理する事」「周囲の方とのコミュニケーション」を大事にしています。
仕事をする上で、大事にしている事は、「理解する事」と「コミュニケーション」です。例えば、引継ぎをしていただいた際には、同じ事を聞くこと
がないように、すぐに自分なりにまとめるようにしています。更に、実際にやらないとわからない仕事もありますので、周りの方とコミュニケー
ションをとることも大事にしています。同じ仕事でも、会社ごとにカラーがあります。周りの方とコミュニケーションをとることで、会社や組織に
沿ったやりかたを把握するように努めております。

休日は、趣味の映画鑑賞やゲームなどを友人と一緒にオンラインを通じて楽しんでいます。
休日には、友達に会ってリフレッシュをすることが多いです。現在はコロナの影響で直接会うことはできないので、友人とオンラインで映画鑑
賞や、自粛期間中に話題になった「どうぶつの森」で遊ぶこともあります。昔から映画を観ることが大好きで、字幕や吹替の翻訳を大学の専攻
にしていたこともあり、興味を持ち続け、英語もずっと勉強を続けています。

担当の方の細かなケアがとってもありがたく心強いです。
お恥ずかしい話ですが、就業開始後1週間目にインフルエンザにかかってしまいお休みをもらうことに・・・。自分なりに体調管理をしっかり
とし、予防接種も受けていたので、とてもショックでした。そんな私を心配して、担当の方が、お休み前やお休み中に連絡をくださり、フォ
ローしてくださったことで、気に病まずにすみ、とてもありがたかったです。

-これまでの経験を活かしながら、更なるキャリアアップを目指します！-
Interview スタッフインタビュー

滋賀県大津市
大手放送局勤務
杉本　実優様

転

ご存知ですか？ キャリアパワーのあかいドロップ
「This We Believe…」わたしたちキャリアパワーの信じるところ。
その想いから生まれた小さな冊子が「キャリアパワーのあかいドロッ
プ」です。出会うことができたすべてのスタッフの皆様の心に、私た
ちの想いをお伝えしたい。そして、一人でも多くの方の心に、その想
いを留めてほしい。ずっと変わらぬ想いでお届けしています。ぜひご
愛読ください。

ご希望の方に配布中です  くわしくはスタッフ企画室まで！

0120-288-450 　　　　info@careerpower.co.jpTEL E-mail

京都府京都市
大手メーカー勤務
高木　久美様

Information 図書館総合展のご案内

Information 「私の図書館（本）」川柳コンテストのご案内

年も図書館総合展に出展いたします。図書館総合展は、図書館関連業界で最大のイベントとなっており、図書館界全体の交
流・情報交換や、学習環境・情報流通に関する技術と知見を発表する場でもあります。今年は、新型コロナウイルス感染拡

大に伴う事態を受け、初のオンライン開催となります。
オンライン開催となることで、例年横浜まで足をのばせずご参加いただけなかった方もご参加いただけます。多くの方に今後の図
書館運営のお役に立てればと考えておりますので、ぜひご参加ください。オンライン商談や弊社主催のフォーラムを開催予定です。

今
第22回 図書館総合展のご案内

年も「私の図書館（本）」川柳コンテストを開催いたします！！ 新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、図書館も閉館を余
儀なくされた期間がありました。新しい生活様式を取り入れながらの日常となりますが、図書館を利用できる事の便利さや喜

びを改めて感じる機会ともなりました。また、ステイホーム期間中に、本と向き合う機会が増えた方も多かったのではないでしょう
か。みなさんの「本」や「図書館」にまつわる想いを川柳にしたためてみませんか？

今

第2回 「私の図書館（本）」川柳コンテスト開催のご案内

企業・大学の皆さまに向けてオンラインミニセミナーを定期的に開催しております
Information オンラインセミナー①

速に変化する時代に柔軟に対応し、いち早く皆様のお役にたてる情報をお届けできるよう、弊社ではオンラインミニセミナー
を定期的に開催しております。情報収集にぜひお役立てください。急

「テレワークでの留意点」、「WEB面接のポイント」など人事ご担当者様向けの内容から、外部講師をお招きし専門的な内容まで、
幅広いテーマで開催しております。時間は20分～30分程度、短時間でポイントをおさえた内容となっております。毎回、大変ご
好評をいただいており、様々な業種の方にご参加をいただいております。今後も多種多様なテーマで開催をしてまいりますので、
皆様お気軽にご参加ください。
セミナーに関する最新の情報は、弊社HPよりご確認いただけます。
（https://www.careerpower.co.jp/service/seminor2007/）

【新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に対する愛知大学様の対応】
愛知大学通信 vol.218

□ 応募期間
　 2020年 9月7日（月）～10月10日（土）まで
□ 応募資格
　 日本国内にお住まいの満20歳以上の方
□ 応募方法
　 専用応募フォームよりご応募いただけます。
　 https://www.careerpower.co.jp/service/senryu2020/
□ 賞品
　 最優秀賞　3万円分図書カード
　 優秀賞　　1万円分図書カード
　 入選　　　3千分図書カード

ゲームの世界からこれからの図書館を考える
～文化資源に対して図書館はどう向き合うのか～
11月5日（木）15：00～16：00／登壇者：立命館大学　先端総合学術研究科　福田一史氏

―開催テーマ 例―

・コロナ禍の大学図書館
講師：立命館大学 学術情報部 次長 近藤茂生様

・同一労働について
講師：社会保険労務士 中宮伸二郎様

・派遣社員在宅ワーク時の注意点、労務管理のポイント ・WEB面接のポイント

・新しい働き方 (テレワーク等 )での留意点 ・派遣会社への情報提供の義務とは

キャリアパワー主催  フォーラム



今回は、京都にあります計測・検査技術でものづくりに貢献されている大手企業にてご就業されている高木 久美さんにお話を伺いま
した。キャリアパワーへの登録のきっかけから現在のお仕事について、休日の過ごし方まで多岐にわたって語っていただいております。 
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ダイナミックな変化を感じながら学ぶことができます。
豊橋キャンパスは先進的な農業・漁業、自動車・機械産業など多様な産
業と文化が集積する東三河の中核都市である豊橋市に立地し、約
3000名の学生が学んでいます。豊橋駅から豊橋鉄道渥美線を利用
して約6分、尾張・静岡県方面から通学することができます。建学以前
からの歴史的建造物を有する広大な敷地に、最新の教育研究施設を
完備し、各種スポーツ設備や自然に親しむスペースも整え、充実した
学生生活を送ることができます。
車道キャンパスは高度専門職業人の育成とともに市民の生涯学習
ニーズに応える地域貢献の拠点として、名古屋市東区に立地する都
市型キャンパスです。2004年に法科大学院（ロースクール）を開設し
て以降、全国トップクラスの司法試験合格率実績を誇り、令和２年司
法試験（短答式試験）における合格率は88.8％であり、全国２位（私
大１位）という結果を出すことができました。
各キャンパスには図書館を完備し、それぞれの学問領域に対応した書
籍を中心に合計138万冊を所蔵しています。この蔵書数は、全国私
立大学（約30万冊）、国立大学（約111万冊）の平均を大きく上回っ
ています。その中には「霞山文庫」「簡斎文庫」「東亜同文書院中国調
査旅行報告書」といった中国関連の重要文献など、伝統の中で蓄積さ
れてきた貴重な資料も多くあります。また、書籍以外にも、過去の新
聞・雑誌などの膨大なマイクロフィルム、電子データなどを所蔵。蔵書
検索システムや自習ブースなど、利用しやすい環境も整えています。

–学生・教職員の健康と安全を第一に
より充実した学生生活を送るために–

新型コロナウイルスが猛威を振るい、全国的に感染拡大する中で、
本学では、学生の皆さんの健康と安全を第一に考え、より充実した学
修ができるよう、あらゆる学生支援事業に努めてまいりました。
その後、学生の皆さんの健康と安全確保及び感染拡大防止のため
学位記授与式（３月）、入学式（４月）の中止及び学内への入構制限を
実施し、2020年度春学期の全ての授業も遠隔（オンライン）で実施
することとしました。
それに伴い、全在籍学生に、学修環境を整えるための緊急修学支援
金を支給した他、家計が急変してしまった学生やアルバイトができず
収入が減少した学生に対して、本学独自の経済支援新制度を設け、
経済的支援も行っております。併せて、オンライン環境が整っていな
い学生に対しては、パソコンやルーターの無償提供なども積極的に
行っております。
就職活動を控える学生に対して、キャリア支援センターにてオンライ
ンによるキャリア支援ガイダンスを実施し、就職活動の準備に遅れる
ことなく対応できるよう、タイムリーな情報発信・提供をしております。
また、新型コロナウイルス感染防止対策として、Webキャリアカウン
セリング（面談）を他大学に先駆け開始し、対面による面談ができな
い状況でも、学生の就職活動支援ができる体制をとりました。
学習支援の取り組みとしてレポートの書き方やプレゼンテーション
能力の向上といったオンライン講座や学習に関しての相談や文章の
添削といったオンライン学習相談を実施し、図書館については、所蔵
資料の貸出及び文献複写の郵送サービスを提供しております。
また、コロナ禍においても、グローバル体験ができるようにネイティ
ブスピーカーとのオンライン会話も積極的に実施しております。
学内への入構制限が行われる中においても、学生の皆さんが標準修

–特色のある３つのキャンパスを有する
幅広い分野で活躍する卒業生–

946年に愛知県豊橋市に設立された愛知大学は、中部地区唯
一の旧制の法文系大学です。その前身は、1901年にアジア随

一の国際都市だった上海に日本が設立した最も古い海外高等教育機
関「東亜同文書院」（後に大学に昇格）です。「東亜同文書院」とは、日
本の教育文化事業として、日中友好提携を成し遂げるための人材育
成を目的に設立され、今でいうビジネススクールのような役割をもっ
た学校でした。実際に現地に出向き、肌で感じ、勉強をして、学びを深
めて成長していく精神は、本学にある「現地主義・現場主義、実学教
育」という教育方針に引き継がれております。その精神の基、学んだ
卒業生は「企業人」「公務員」「教員」だけでなく、著名な日本画家やプ
ロ野球選手など、文化芸術分野やスポーツ界など幅広い分野におい
て活躍をされています。
その中でも特に公務員への就職が強く、東海地区の大学の中で国家
公務員一般職（行政区分）において、東海地区大学ランキング合格者
数２年連続第1位（2018年度：75名、2019年度：８０名）となり、多く
の卒業生が国家公務員・地方公務員として活躍をされております。
また、それぞれ特色のある3つのキャンパスを有していることも特徴
のひとつです。
名古屋キャンパスは名古屋市が国際歓迎・交流拠点と位置付ける名古
屋駅の南に位置するささしまライブ地区に立地し、約7000名の学生
が学ぶ都市型キャンパスです。名古屋駅から徒歩約10分、名古屋市
内はもちろん岐阜県や三重県、三河方面、静岡県西部方面からの通
学も便利で、さらに都会の中にあることで様々な刺激を受け、社会の

業年限（4年間）で修了することはもとより、より充実した学修ができ
るようにこれからも学生支援事業に積極的に取り組んでいきたいと
考えております。

–withコロナ時代
安全と学生サービスの両立が今後の課題–

新型コロナウイルス感染症拡大状況により、国・県が緊急事態宣言を
出し、外出自粛や休業要請等が行われる中、本学では本年度春学期は
遠隔（オンライン）授業を実施することとなったことから、学生の皆さ
んがキャンパス内での学生生活や対面での学修等の機会を得られな
かったことは本当に残念に思います。そして、学生の皆さんから対面授
業を望む声も受留めています。
本学では、大学での学修・教育は対面授業が基本であるとの考えに基
づいて、学生の皆さんの安全を確保しながらどうすれば対面授業が実
施可能であるかについて検討し、東海3県における新型コロナウイル
スの感染状況や国・県や大学等の対応を含む社会状況を踏まえて総合
的に判断した結果、秋学期は、学生の皆さんの安全確保に配慮しつつ、
対面授業を増やしていく予定です。
なお、秋学期に対面授業を実施する場合において、海外や国内遠隔地
に住んでいる学生、または感染に心配や不安のある学生の皆さんに対
しては、無理に登校する必要はなく、登校しないことで不利益を被るこ
とがないよう工夫していきます。
本学は学生の皆さんの安全確保、感染防止を最優先としつつ、どのよ
うな環境にいる学生にも無理のない形で、確実に教育を提供し、高等
教育機関としての社会的使命を果たしてまいります。教職員一同、如
何なる形態の授業であれ、学生の皆さんが安心して授業を履修し、よ
り充実した学生生活を送ることができるよう、全力で取り組んでまいり
ます。

–不測の事態にも対応できる体制づくり
業務の効率化において派遣の活用は必要不可欠–

繁忙期や突発的な欠員の対応など、必要な時に必要な部署に、優秀な
人材をご紹介いただき、ありがとうございます。
また人材紹介に限らず、派遣業界の動向といった経済的な観点をはじ
め、労働派遣法の改正時には法律的な視点から様々なアドバイスをい
ただけることで、地域の実情や法律に則った対応をすることができて
おります。
どこの企業や大学様におかれましても、業務の効率化は永遠の課題で
日々取り組まれていることと思います。本学においても書類作成や伝

票処理など紙に出力するといった定型業務がまだまだ存在しておりま
す。今回のコロナ禍での経験を糧に、更なる業務効率化を図り、在宅勤
務ができる仕組みを構築しなければならないと考え、対策を検討して
いるところではございますが、そういった状況の中において、様々な経
験や資格をもたれた派遣スタッフの方々をご紹介いただき、即戦力と
してご活躍いただける点において、人材派遣会社の利用は非常に有効
であると考えております。さらに派遣スタッフの方々が定型業務に適し
ているという点に大きなメリットを感じております。類似した業務経験
がある方に定型業務をお任せすることで、私ども職員はより高度な判
断や想像力が求められるコア業務に専念することができます。円滑に

業務を進めていくことができるという点において、人材派遣の活用は
最適であると考えております。今後は定型業務を派遣スタッフの方に
お願いする割合をさらに増やしていき、職員はコア業務に専念できる
体制を整え、高い志をもって入学してくれた学生の皆さんが、より充実
した学生生活を過ごすことができるよう、あらゆる学修機会を最大限に
サポートしていくことが本学の使命であると強く感じております。
御社は派遣先の中でも、大学業界の取り扱いの割合が高いと認識して
おります。一般企業と大学では、雰囲気などが違ってくるため、そういっ
た面を考慮した上で人材を紹介・派遣いただけており、とても助かって
おります。引き続き、よろしくお願いいたします。

Information
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「転職」を考え新しい仕事を探していた時に、求人広告を通してキャリアパワーに出会いました。
職を考えて、仕事を探しはじめたとき、求人広告で興味をもったお仕事がキャリアパワーのものでした。登録の為
に来社した際に、これまでの経歴からはじめは大学事務の紹介予定派遣のお仕事を紹介していただき、その大学

が母校の系列の大学だったこともあり、とても親近感が沸いたことを覚えております。

「自分の時間を大切にしたい。」「スキルアップしたい。」という思いから転職を考えました。
前職は、「留学生対応」のお仕事をしておりました。とてもやりがいのある仕事ではあったのですが、残業が多く、土日も
時間関係なく連絡が入り対応を求められる事が常態化し、自分の時間を確保することも難しい状況でした為、「このまま
ではダメだ！」と転職を決意しました。

まずは、スキルアップ。これからの自分の未来の為に、できることを増やしていきたい。
今までの経験上、進路や就職先など人生の分岐点には様々な事情や世情が重なり、思い通りにいかない事も多々ありましたが、自分のできる
事を増やしスキルアップすることで、選択枝が増え、希望がかなう未来があるのでは？と、思考を切り替え仕事に取り組んでいます。「社会貢献」
や「人の為」という事は、自身の行った仕事の延長上に、結果としてついてくるものかなとも考えております。

「自分なりに理解し管理する事」「周囲の方とのコミュニケーション」を大事にしています。
仕事をする上で、大事にしている事は、「理解する事」と「コミュニケーション」です。例えば、引継ぎをしていただいた際には、同じ事を聞くこと
がないように、すぐに自分なりにまとめるようにしています。更に、実際にやらないとわからない仕事もありますので、周りの方とコミュニケー
ションをとることも大事にしています。同じ仕事でも、会社ごとにカラーがあります。周りの方とコミュニケーションをとることで、会社や組織に
沿ったやりかたを把握するように努めております。

休日は、趣味の映画鑑賞やゲームなどを友人と一緒にオンラインを通じて楽しんでいます。
休日には、友達に会ってリフレッシュをすることが多いです。現在はコロナの影響で直接会うことはできないので、友人とオンラインで映画鑑
賞や、自粛期間中に話題になった「どうぶつの森」で遊ぶこともあります。昔から映画を観ることが大好きで、字幕や吹替の翻訳を大学の専攻
にしていたこともあり、興味を持ち続け、英語もずっと勉強を続けています。

担当の方の細かなケアがとってもありがたく心強いです。
お恥ずかしい話ですが、就業開始後1週間目にインフルエンザにかかってしまいお休みをもらうことに・・・。自分なりに体調管理をしっかり
とし、予防接種も受けていたので、とてもショックでした。そんな私を心配して、担当の方が、お休み前やお休み中に連絡をくださり、フォ
ローしてくださったことで、気に病まずにすみ、とてもありがたかったです。

-これまでの経験を活かしながら、更なるキャリアアップを目指します！-
Interview スタッフインタビュー

滋賀県大津市
大手放送局勤務
杉本　実優様

転

ご存知ですか？ キャリアパワーのあかいドロップ
「This We Believe…」わたしたちキャリアパワーの信じるところ。
その想いから生まれた小さな冊子が「キャリアパワーのあかいドロッ
プ」です。出会うことができたすべてのスタッフの皆様の心に、私た
ちの想いをお伝えしたい。そして、一人でも多くの方の心に、その想
いを留めてほしい。ずっと変わらぬ想いでお届けしています。ぜひご
愛読ください。

ご希望の方に配布中です  くわしくはスタッフ企画室まで！

0120-288-450 　　　　info@careerpower.co.jpTEL E-mail

京都府京都市
大手メーカー勤務
高木　久美様

Information 図書館総合展のご案内

Information 「私の図書館（本）」川柳コンテストのご案内

年も図書館総合展に出展いたします。図書館総合展は、図書館関連業界で最大のイベントとなっており、図書館界全体の交
流・情報交換や、学習環境・情報流通に関する技術と知見を発表する場でもあります。今年は、新型コロナウイルス感染拡

大に伴う事態を受け、初のオンライン開催となります。
オンライン開催となることで、例年横浜まで足をのばせずご参加いただけなかった方もご参加いただけます。多くの方に今後の図
書館運営のお役に立てればと考えておりますので、ぜひご参加ください。オンライン商談や弊社主催のフォーラムを開催予定です。

今
第22回 図書館総合展のご案内

年も「私の図書館（本）」川柳コンテストを開催いたします！！ 新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、図書館も閉館を余
儀なくされた期間がありました。新しい生活様式を取り入れながらの日常となりますが、図書館を利用できる事の便利さや喜

びを改めて感じる機会ともなりました。また、ステイホーム期間中に、本と向き合う機会が増えた方も多かったのではないでしょう
か。みなさんの「本」や「図書館」にまつわる想いを川柳にしたためてみませんか？

今

第2回 「私の図書館（本）」川柳コンテスト開催のご案内

企業・大学の皆さまに向けてオンラインミニセミナーを定期的に開催しております
Information オンラインセミナー①

速に変化する時代に柔軟に対応し、いち早く皆様のお役にたてる情報をお届けできるよう、弊社ではオンラインミニセミナー
を定期的に開催しております。情報収集にぜひお役立てください。急

「テレワークでの留意点」、「WEB面接のポイント」など人事ご担当者様向けの内容から、外部講師をお招きし専門的な内容まで、
幅広いテーマで開催しております。時間は20分～30分程度、短時間でポイントをおさえた内容となっております。毎回、大変ご
好評をいただいており、様々な業種の方にご参加をいただいております。今後も多種多様なテーマで開催をしてまいりますので、
皆様お気軽にご参加ください。
セミナーに関する最新の情報は、弊社HPよりご確認いただけます。
（https://www.careerpower.co.jp/service/seminor2007/）

【新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に対する愛知大学様の対応】
愛知大学通信 vol.218

□ 応募期間
　 2020年 9月7日（月）～10月10日（土）まで
□ 応募資格
　 日本国内にお住まいの満20歳以上の方
□ 応募方法
　 専用応募フォームよりご応募いただけます。
　 https://www.careerpower.co.jp/service/senryu2020/
□ 賞品
　 最優秀賞　3万円分図書カード
　 優秀賞　　1万円分図書カード
　 入選　　　3千分図書カード

ゲームの世界からこれからの図書館を考える
～文化資源に対して図書館はどう向き合うのか～
11月5日（木）15：00～16：00／登壇者：立命館大学　先端総合学術研究科　福田一史氏

―開催テーマ 例―

・コロナ禍の大学図書館
講師：立命館大学 学術情報部 次長 近藤茂生様

・同一労働について
講師：社会保険労務士 中宮伸二郎様

・派遣社員在宅ワーク時の注意点、労務管理のポイント ・WEB面接のポイント

・新しい働き方 (テレワーク等 )での留意点 ・派遣会社への情報提供の義務とは

キャリアパワー主催  フォーラム
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大きく変化する世の中で、物事の本質を見極める事ができる人材育成

ダイナミックな変化を感じながら学ぶことができます。
豊橋キャンパスは先進的な農業・漁業、自動車・機械産業など多様な産
業と文化が集積する東三河の中核都市である豊橋市に立地し、約
3000名の学生が学んでいます。豊橋駅から豊橋鉄道渥美線を利用
して約6分、尾張・静岡県方面から通学することができます。建学以前
からの歴史的建造物を有する広大な敷地に、最新の教育研究施設を
完備し、各種スポーツ設備や自然に親しむスペースも整え、充実した
学生生活を送ることができます。
車道キャンパスは高度専門職業人の育成とともに市民の生涯学習
ニーズに応える地域貢献の拠点として、名古屋市東区に立地する都
市型キャンパスです。2004年に法科大学院（ロースクール）を開設し
て以降、全国トップクラスの司法試験合格率実績を誇り、令和２年司
法試験（短答式試験）における合格率は88.8％であり、全国２位（私
大１位）という結果を出すことができました。
各キャンパスには図書館を完備し、それぞれの学問領域に対応した書
籍を中心に合計138万冊を所蔵しています。この蔵書数は、全国私
立大学（約30万冊）、国立大学（約111万冊）の平均を大きく上回っ
ています。その中には「霞山文庫」「簡斎文庫」「東亜同文書院中国調
査旅行報告書」といった中国関連の重要文献など、伝統の中で蓄積さ
れてきた貴重な資料も多くあります。また、書籍以外にも、過去の新
聞・雑誌などの膨大なマイクロフィルム、電子データなどを所蔵。蔵書
検索システムや自習ブースなど、利用しやすい環境も整えています。

–学生・教職員の健康と安全を第一に
より充実した学生生活を送るために–

新型コロナウイルスが猛威を振るい、全国的に感染拡大する中で、
本学では、学生の皆さんの健康と安全を第一に考え、より充実した学
修ができるよう、あらゆる学生支援事業に努めてまいりました。
その後、学生の皆さんの健康と安全確保及び感染拡大防止のため
学位記授与式（３月）、入学式（４月）の中止及び学内への入構制限を
実施し、2020年度春学期の全ての授業も遠隔（オンライン）で実施
することとしました。
それに伴い、全在籍学生に、学修環境を整えるための緊急修学支援
金を支給した他、家計が急変してしまった学生やアルバイトができず
収入が減少した学生に対して、本学独自の経済支援新制度を設け、
経済的支援も行っております。併せて、オンライン環境が整っていな
い学生に対しては、パソコンやルーターの無償提供なども積極的に
行っております。
就職活動を控える学生に対して、キャリア支援センターにてオンライ
ンによるキャリア支援ガイダンスを実施し、就職活動の準備に遅れる
ことなく対応できるよう、タイムリーな情報発信・提供をしております。
また、新型コロナウイルス感染防止対策として、Webキャリアカウン
セリング（面談）を他大学に先駆け開始し、対面による面談ができな
い状況でも、学生の就職活動支援ができる体制をとりました。
学習支援の取り組みとしてレポートの書き方やプレゼンテーション
能力の向上といったオンライン講座や学習に関しての相談や文章の
添削といったオンライン学習相談を実施し、図書館については、所蔵
資料の貸出及び文献複写の郵送サービスを提供しております。
また、コロナ禍においても、グローバル体験ができるようにネイティ
ブスピーカーとのオンライン会話も積極的に実施しております。
学内への入構制限が行われる中においても、学生の皆さんが標準修

–特色のある３つのキャンパスを有する
幅広い分野で活躍する卒業生–

946年に愛知県豊橋市に設立された愛知大学は、中部地区唯
一の旧制の法文系大学です。その前身は、1901年にアジア随

一の国際都市だった上海に日本が設立した最も古い海外高等教育機
関「東亜同文書院」（後に大学に昇格）です。「東亜同文書院」とは、日
本の教育文化事業として、日中友好提携を成し遂げるための人材育
成を目的に設立され、今でいうビジネススクールのような役割をもっ
た学校でした。実際に現地に出向き、肌で感じ、勉強をして、学びを深
めて成長していく精神は、本学にある「現地主義・現場主義、実学教
育」という教育方針に引き継がれております。その精神の基、学んだ
卒業生は「企業人」「公務員」「教員」だけでなく、著名な日本画家やプ
ロ野球選手など、文化芸術分野やスポーツ界など幅広い分野におい
て活躍をされています。
その中でも特に公務員への就職が強く、東海地区の大学の中で国家
公務員一般職（行政区分）において、東海地区大学ランキング合格者
数２年連続第1位（2018年度：75名、2019年度：８０名）となり、多く
の卒業生が国家公務員・地方公務員として活躍をされております。
また、それぞれ特色のある3つのキャンパスを有していることも特徴
のひとつです。
名古屋キャンパスは名古屋市が国際歓迎・交流拠点と位置付ける名古
屋駅の南に位置するささしまライブ地区に立地し、約7000名の学生
が学ぶ都市型キャンパスです。名古屋駅から徒歩約10分、名古屋市
内はもちろん岐阜県や三重県、三河方面、静岡県西部方面からの通
学も便利で、さらに都会の中にあることで様々な刺激を受け、社会の

業年限（4年間）で修了することはもとより、より充実した学修ができ
るようにこれからも学生支援事業に積極的に取り組んでいきたいと
考えております。

–withコロナ時代
安全と学生サービスの両立が今後の課題–

新型コロナウイルス感染症拡大状況により、国・県が緊急事態宣言を
出し、外出自粛や休業要請等が行われる中、本学では本年度春学期は
遠隔（オンライン）授業を実施することとなったことから、学生の皆さ
んがキャンパス内での学生生活や対面での学修等の機会を得られな
かったことは本当に残念に思います。そして、学生の皆さんから対面授
業を望む声も受留めています。
本学では、大学での学修・教育は対面授業が基本であるとの考えに基
づいて、学生の皆さんの安全を確保しながらどうすれば対面授業が実
施可能であるかについて検討し、東海3県における新型コロナウイル
スの感染状況や国・県や大学等の対応を含む社会状況を踏まえて総合
的に判断した結果、秋学期は、学生の皆さんの安全確保に配慮しつつ、
対面授業を増やしていく予定です。
なお、秋学期に対面授業を実施する場合において、海外や国内遠隔地
に住んでいる学生、または感染に心配や不安のある学生の皆さんに対
しては、無理に登校する必要はなく、登校しないことで不利益を被るこ
とがないよう工夫していきます。
本学は学生の皆さんの安全確保、感染防止を最優先としつつ、どのよ
うな環境にいる学生にも無理のない形で、確実に教育を提供し、高等
教育機関としての社会的使命を果たしてまいります。教職員一同、如
何なる形態の授業であれ、学生の皆さんが安心して授業を履修し、よ
り充実した学生生活を送ることができるよう、全力で取り組んでまいり
ます。

–不測の事態にも対応できる体制づくり
業務の効率化において派遣の活用は必要不可欠–

繁忙期や突発的な欠員の対応など、必要な時に必要な部署に、優秀な
人材をご紹介いただき、ありがとうございます。
また人材紹介に限らず、派遣業界の動向といった経済的な観点をはじ
め、労働派遣法の改正時には法律的な視点から様々なアドバイスをい
ただけることで、地域の実情や法律に則った対応をすることができて
おります。
どこの企業や大学様におかれましても、業務の効率化は永遠の課題で
日々取り組まれていることと思います。本学においても書類作成や伝

票処理など紙に出力するといった定型業務がまだまだ存在しておりま
す。今回のコロナ禍での経験を糧に、更なる業務効率化を図り、在宅勤
務ができる仕組みを構築しなければならないと考え、対策を検討して
いるところではございますが、そういった状況の中において、様々な経
験や資格をもたれた派遣スタッフの方々をご紹介いただき、即戦力と
してご活躍いただける点において、人材派遣会社の利用は非常に有効
であると考えております。さらに派遣スタッフの方々が定型業務に適し
ているという点に大きなメリットを感じております。類似した業務経験
がある方に定型業務をお任せすることで、私ども職員はより高度な判
断や想像力が求められるコア業務に専念することができます。円滑に

業務を進めていくことができるという点において、人材派遣の活用は
最適であると考えております。今後は定型業務を派遣スタッフの方に
お願いする割合をさらに増やしていき、職員はコア業務に専念できる
体制を整え、高い志をもって入学してくれた学生の皆さんが、より充実
した学生生活を過ごすことができるよう、あらゆる学修機会を最大限に
サポートしていくことが本学の使命であると強く感じております。
御社は派遣先の中でも、大学業界の取り扱いの割合が高いと認識して
おります。一般企業と大学では、雰囲気などが違ってくるため、そういっ
た面を考慮した上で人材を紹介・派遣いただけており、とても助かって
おります。引き続き、よろしくお願いいたします。

Top Interview　巻頭インタビュー
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　日本で最も古い海外の高等教育機関「東亜同文書院」をルーツとし、1946年に中部地区唯一の旧制法文系大学とし
て設立された愛知大学。現地、現場主義・実学教育の基で学んだ卒業生は様々なジャンルで活躍をされております。今回
は、愛知大学の総務部 部長 久次米 剛生様、総務課 課長 鈴木 毅様に、お話を伺いました。新型コロナウイルスの感染拡
大の影響を受け、新型コロナウイルス感染拡大防止の対応や、学生支援、遠隔（オンライン）授業や学習支援の現状、今後
の課題など詳細にお話をしていただいております。

愛知大学　
総務部
部長
久次米　剛生様
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キャリアパワーに登録されている方に向けて、オンラインセミナーを定期開催しています

【今回は、セミナーの中でも特に人気のテーマ「Excel」セミナーの内容の一部をご紹介】

Information オンラインセミナー②

Information 国道清掃ボランティア

型コロナウイルスの感染拡大によって、気軽に大勢の人と会うことが難しく、行動が制限される日々が続いております。弊社
といたしましては、このような時期だからこそ、少しでも皆さまのお役にたちたいという思いから、登録スタッフの方に向け

て、6月よりオンラインセミナーを定期的に開催をしております。回を追うごとに、参加者も増えており、キャリアアップにつながると
非常に好評をいただいております！！
テーマは、「Excel の基礎」「ビジネスマナー（電話応対・名刺交換・上座下座）」「知っていると便利なアプリ」「図書館のお仕事が
わかるステップアップセミナー」など、 多岐にわたりご紹介しております。
今後も定期的に開催してまいります。また、参加できなかった方に向けて、2回目の開催も計画中です。皆さまお気軽にご参加ください。

新

ャリアパワーは、国土交通省が直接管理している道路の美化・清掃
を行う「ボランティア・サポート・プログラム」に参加をしております。

「ボランティア・サポート・プログラム」は、地域住民、企業などみ
なさんと、協力者（市町村）、道路管理者の３者が協力して道路の清
掃、緑化、美化等の活動を行ない、道を慈しむ心を育て、地域にふさ
わしい道づくりを進めることを目的としています。
現在は、大阪と京都にて、定期的に国道の清掃を行い、国道の美化
に努めております。
先日、京都府の烏丸通の東側、東本願寺の前の信号付近にこの活
動に定期的に参加している団体が作成できるサインボードが設置
されました。

キ

東　京 ： 〒100-0004 東京都千代田区大手町1-7-2 東京サンケイビル 15F
大　阪 ： 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-12-17 梅田スクエアビルディング 2F
名古屋 ： 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3-25-9 堀内ビル8F
京　都 ： 〒600-8216 京都府京都市下京区塩小路通烏丸西入東塩小路町843-2 日本生命京都ヤサカビル 4F
滋　賀 ： 〒525-0025 滋賀県草津市西渋川1-1-3 リバティーハウス4F
システムセンター ： 〒600-8269 京都府京都市下京区七条通堀川西入西八百屋町160

TEL.03-6895-2929(代)　FAX.03-6895-2911
TEL.06-6346-2929(代)　FAX.06-6345-1268
TEL.052-563-2929(代)　FAX.052-563-3511
TEL.075-341-2929(代)　FAX.075-341-3828
TEL.077-516-2929(代)　FAX.077-516-2930
TEL.075-344-6776(代)　FAX.075-344-6780

発 行

2020.9.15発行

企画／制作

キャリアパワー各支社へは、フリーコール 0120-154-450 にお気軽にお問合わせください

ャリアパワーは、労働者派遣法や労働基準法など各種労働法令を遵守し、常に適正な事業運営を果たすために、社内に法令遵守委員会を設置しています。
定期的に派遣先を巡回、また社内監査を行ないながら、派遣契約内容を改めて見直し、法令の遵守が出来ているかの再チェックを行なっています。 また、全社員

に対して法令知識向上とコンプライアンス遵守の意識強化のために、定期的に研修会や勉強会を実施し、コンプライアンスの課題解決や事前防止の徹底を図っていま
す。遵法精神を貫くことで、当社で働く派遣労働者、そして人材派遣を利用される全ての派遣先企業様に、よりいっそう満足して頂ける様、活動を行なってまいります。

派遣コンプライアンスに関する問合わせ先 株式会社キャリアパワー　法令遵守委員会
support@careerpower.co.jpE-mail075-341-2929TEL

法令遵守委員会

キ

概ね半分の時間になるといわれています。
コピーと貼り付け自体は1回数秒、わずか4秒ですが、、、
1か月で弊社試算で、約66分 !（1時間の短縮 !）

ショートカットキーマスタへ！

キャリアパワーオンラインセミナー

キャリアパワーオンラインセミナー

Support Center News
学術サポートセンター通信　Vol.XIII

学術サポートセンターSupport Center News

他言語資料の特徴
語以外の言語をすぐに見分けることができますか？各言語を判別するために簡単な特徴をまとめたものが下記の表になりま
す。

代表的な書誌上の単語や、アルファベットの特徴を覚えておくと、何語の資料なのかをすぐに判別することができます。書誌はもち
ろん、図書や論文を確認する際にもぜひご参考ください。

英

 

愛知大学
総務部

総務課　課長
鈴木　毅様

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

語アリタイ語ンイペス語スンラフ語ツイド語英語本日

版 ed.　（editionの略語） Aufl. （Auflageの略語） éd.　（é --）語略のnoitid

--）emot（ .t）語略のdnaB（ .dB）語略のemulov（　.lov巻

号 - Ausg. (Ausgabeの略語) - nú oremunorem

出版社 ed.　（editorの略語） Hg. （Herausgeberの略語） é erotiderotideruetid

eytednudna-

al / 'l / ol / liol / al / lesel / al / el sadeht-

atsiviratsiverlanruojtfirhcstieZlanruoj誌雑

特徴

ゲルマン語派のひとつ。

固有名詞の最初の文字は大文
字となる。

英語と同じ、ゲルマン語派のひ
とつ。

「ä」（アーウムラウト）、「ö」（オー
ウムラウト）、「ü」（ウーウムラウ
ト）、「ß」（エスツェット）というアル
ファベットがある。

すべての名詞の最初の文字は
大文字となる。

ロマンス語派のひとつ。

母音に符号「´」「`」「^」（アクサ
ン）、「¨」（トレマ）がつくことがあ
り、ほかに「ç」（セディーユ）、
「æ」(aとeの合字）「œ」（oとeの
合字）というアルファベットがあ
る。

ロマンス語派のひとつ。

「ñ 」（エニェ）というアルファベッ
トが使われるのが特徴。

疑問文は逆疑問符「¿」からはじ
まり、疑問符「?」で終わる。

起源であるラテン語の特徴をい
くつかもったロマンス語派のひと
つ。

「`」（アッチェント・グラーヴェ）、
「´」（アッチェント・アクート）の符
号がついた母音を使用する。

 

□　フランス語

□　スペイン語

□　ドイツ語
【言語別 表示例】
□　ドイツ語
【言語別 表示例】
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大きく変化する世の中で、物事の本質を見極める事ができる人材育成

ダイナミックな変化を感じながら学ぶことができます。
豊橋キャンパスは先進的な農業・漁業、自動車・機械産業など多様な産
業と文化が集積する東三河の中核都市である豊橋市に立地し、約
3000名の学生が学んでいます。豊橋駅から豊橋鉄道渥美線を利用
して約6分、尾張・静岡県方面から通学することができます。建学以前
からの歴史的建造物を有する広大な敷地に、最新の教育研究施設を
完備し、各種スポーツ設備や自然に親しむスペースも整え、充実した
学生生活を送ることができます。
車道キャンパスは高度専門職業人の育成とともに市民の生涯学習
ニーズに応える地域貢献の拠点として、名古屋市東区に立地する都
市型キャンパスです。2004年に法科大学院（ロースクール）を開設し
て以降、全国トップクラスの司法試験合格率実績を誇り、令和２年司
法試験（短答式試験）における合格率は88.8％であり、全国２位（私
大１位）という結果を出すことができました。
各キャンパスには図書館を完備し、それぞれの学問領域に対応した書
籍を中心に合計138万冊を所蔵しています。この蔵書数は、全国私
立大学（約30万冊）、国立大学（約111万冊）の平均を大きく上回っ
ています。その中には「霞山文庫」「簡斎文庫」「東亜同文書院中国調
査旅行報告書」といった中国関連の重要文献など、伝統の中で蓄積さ
れてきた貴重な資料も多くあります。また、書籍以外にも、過去の新
聞・雑誌などの膨大なマイクロフィルム、電子データなどを所蔵。蔵書
検索システムや自習ブースなど、利用しやすい環境も整えています。

–学生・教職員の健康と安全を第一に
より充実した学生生活を送るために–

新型コロナウイルスが猛威を振るい、全国的に感染拡大する中で、
本学では、学生の皆さんの健康と安全を第一に考え、より充実した学
修ができるよう、あらゆる学生支援事業に努めてまいりました。
その後、学生の皆さんの健康と安全確保及び感染拡大防止のため
学位記授与式（３月）、入学式（４月）の中止及び学内への入構制限を
実施し、2020年度春学期の全ての授業も遠隔（オンライン）で実施
することとしました。
それに伴い、全在籍学生に、学修環境を整えるための緊急修学支援
金を支給した他、家計が急変してしまった学生やアルバイトができず
収入が減少した学生に対して、本学独自の経済支援新制度を設け、
経済的支援も行っております。併せて、オンライン環境が整っていな
い学生に対しては、パソコンやルーターの無償提供なども積極的に
行っております。
就職活動を控える学生に対して、キャリア支援センターにてオンライ
ンによるキャリア支援ガイダンスを実施し、就職活動の準備に遅れる
ことなく対応できるよう、タイムリーな情報発信・提供をしております。
また、新型コロナウイルス感染防止対策として、Webキャリアカウン
セリング（面談）を他大学に先駆け開始し、対面による面談ができな
い状況でも、学生の就職活動支援ができる体制をとりました。
学習支援の取り組みとしてレポートの書き方やプレゼンテーション
能力の向上といったオンライン講座や学習に関しての相談や文章の
添削といったオンライン学習相談を実施し、図書館については、所蔵
資料の貸出及び文献複写の郵送サービスを提供しております。
また、コロナ禍においても、グローバル体験ができるようにネイティ
ブスピーカーとのオンライン会話も積極的に実施しております。
学内への入構制限が行われる中においても、学生の皆さんが標準修

–特色のある３つのキャンパスを有する
幅広い分野で活躍する卒業生–

946年に愛知県豊橋市に設立された愛知大学は、中部地区唯
一の旧制の法文系大学です。その前身は、1901年にアジア随

一の国際都市だった上海に日本が設立した最も古い海外高等教育機
関「東亜同文書院」（後に大学に昇格）です。「東亜同文書院」とは、日
本の教育文化事業として、日中友好提携を成し遂げるための人材育
成を目的に設立され、今でいうビジネススクールのような役割をもっ
た学校でした。実際に現地に出向き、肌で感じ、勉強をして、学びを深
めて成長していく精神は、本学にある「現地主義・現場主義、実学教
育」という教育方針に引き継がれております。その精神の基、学んだ
卒業生は「企業人」「公務員」「教員」だけでなく、著名な日本画家やプ
ロ野球選手など、文化芸術分野やスポーツ界など幅広い分野におい
て活躍をされています。
その中でも特に公務員への就職が強く、東海地区の大学の中で国家
公務員一般職（行政区分）において、東海地区大学ランキング合格者
数２年連続第1位（2018年度：75名、2019年度：８０名）となり、多く
の卒業生が国家公務員・地方公務員として活躍をされております。
また、それぞれ特色のある3つのキャンパスを有していることも特徴
のひとつです。
名古屋キャンパスは名古屋市が国際歓迎・交流拠点と位置付ける名古
屋駅の南に位置するささしまライブ地区に立地し、約7000名の学生
が学ぶ都市型キャンパスです。名古屋駅から徒歩約10分、名古屋市
内はもちろん岐阜県や三重県、三河方面、静岡県西部方面からの通
学も便利で、さらに都会の中にあることで様々な刺激を受け、社会の

業年限（4年間）で修了することはもとより、より充実した学修ができ
るようにこれからも学生支援事業に積極的に取り組んでいきたいと
考えております。

–withコロナ時代
安全と学生サービスの両立が今後の課題–

新型コロナウイルス感染症拡大状況により、国・県が緊急事態宣言を
出し、外出自粛や休業要請等が行われる中、本学では本年度春学期は
遠隔（オンライン）授業を実施することとなったことから、学生の皆さ
んがキャンパス内での学生生活や対面での学修等の機会を得られな
かったことは本当に残念に思います。そして、学生の皆さんから対面授
業を望む声も受留めています。
本学では、大学での学修・教育は対面授業が基本であるとの考えに基
づいて、学生の皆さんの安全を確保しながらどうすれば対面授業が実
施可能であるかについて検討し、東海3県における新型コロナウイル
スの感染状況や国・県や大学等の対応を含む社会状況を踏まえて総合
的に判断した結果、秋学期は、学生の皆さんの安全確保に配慮しつつ、
対面授業を増やしていく予定です。
なお、秋学期に対面授業を実施する場合において、海外や国内遠隔地
に住んでいる学生、または感染に心配や不安のある学生の皆さんに対
しては、無理に登校する必要はなく、登校しないことで不利益を被るこ
とがないよう工夫していきます。
本学は学生の皆さんの安全確保、感染防止を最優先としつつ、どのよ
うな環境にいる学生にも無理のない形で、確実に教育を提供し、高等
教育機関としての社会的使命を果たしてまいります。教職員一同、如
何なる形態の授業であれ、学生の皆さんが安心して授業を履修し、よ
り充実した学生生活を送ることができるよう、全力で取り組んでまいり
ます。

–不測の事態にも対応できる体制づくり
業務の効率化において派遣の活用は必要不可欠–

繁忙期や突発的な欠員の対応など、必要な時に必要な部署に、優秀な
人材をご紹介いただき、ありがとうございます。
また人材紹介に限らず、派遣業界の動向といった経済的な観点をはじ
め、労働派遣法の改正時には法律的な視点から様々なアドバイスをい
ただけることで、地域の実情や法律に則った対応をすることができて
おります。
どこの企業や大学様におかれましても、業務の効率化は永遠の課題で
日々取り組まれていることと思います。本学においても書類作成や伝

票処理など紙に出力するといった定型業務がまだまだ存在しておりま
す。今回のコロナ禍での経験を糧に、更なる業務効率化を図り、在宅勤
務ができる仕組みを構築しなければならないと考え、対策を検討して
いるところではございますが、そういった状況の中において、様々な経
験や資格をもたれた派遣スタッフの方々をご紹介いただき、即戦力と
してご活躍いただける点において、人材派遣会社の利用は非常に有効
であると考えております。さらに派遣スタッフの方々が定型業務に適し
ているという点に大きなメリットを感じております。類似した業務経験
がある方に定型業務をお任せすることで、私ども職員はより高度な判
断や想像力が求められるコア業務に専念することができます。円滑に

業務を進めていくことができるという点において、人材派遣の活用は
最適であると考えております。今後は定型業務を派遣スタッフの方に
お願いする割合をさらに増やしていき、職員はコア業務に専念できる
体制を整え、高い志をもって入学してくれた学生の皆さんが、より充実
した学生生活を過ごすことができるよう、あらゆる学修機会を最大限に
サポートしていくことが本学の使命であると強く感じております。
御社は派遣先の中でも、大学業界の取り扱いの割合が高いと認識して
おります。一般企業と大学では、雰囲気などが違ってくるため、そういっ
た面を考慮した上で人材を紹介・派遣いただけており、とても助かって
おります。引き続き、よろしくお願いいたします。

Top Interview　巻頭インタビュー

Product for clients
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　日本で最も古い海外の高等教育機関「東亜同文書院」をルーツとし、1946年に中部地区唯一の旧制法文系大学とし
て設立された愛知大学。現地、現場主義・実学教育の基で学んだ卒業生は様々なジャンルで活躍をされております。今回
は、愛知大学の総務部 部長 久次米 剛生様、総務課 課長 鈴木 毅様に、お話を伺いました。新型コロナウイルスの感染拡
大の影響を受け、新型コロナウイルス感染拡大防止の対応や、学生支援、遠隔（オンライン）授業や学習支援の現状、今後
の課題など詳細にお話をしていただいております。

愛知大学　
総務部
部長
久次米　剛生様
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キャリアパワーに登録されている方に向けて、オンラインセミナーを定期開催しています

【今回は、セミナーの中でも特に人気のテーマ「Excel」セミナーの内容の一部をご紹介】

Information オンラインセミナー②

Information 国道清掃ボランティア

型コロナウイルスの感染拡大によって、気軽に大勢の人と会うことが難しく、行動が制限される日々が続いております。弊社
といたしましては、このような時期だからこそ、少しでも皆さまのお役にたちたいという思いから、登録スタッフの方に向け

て、6月よりオンラインセミナーを定期的に開催をしております。回を追うごとに、参加者も増えており、キャリアアップにつながると
非常に好評をいただいております！！
テーマは、「Excel の基礎」「ビジネスマナー（電話応対・名刺交換・上座下座）」「知っていると便利なアプリ」「図書館のお仕事が
わかるステップアップセミナー」など、 多岐にわたりご紹介しております。
今後も定期的に開催してまいります。また、参加できなかった方に向けて、2回目の開催も計画中です。皆さまお気軽にご参加ください。

新

ャリアパワーは、国土交通省が直接管理している道路の美化・清掃
を行う「ボランティア・サポート・プログラム」に参加をしております。

「ボランティア・サポート・プログラム」は、地域住民、企業などみ
なさんと、協力者（市町村）、道路管理者の３者が協力して道路の清
掃、緑化、美化等の活動を行ない、道を慈しむ心を育て、地域にふさ
わしい道づくりを進めることを目的としています。
現在は、大阪と京都にて、定期的に国道の清掃を行い、国道の美化
に努めております。
先日、京都府の烏丸通の東側、東本願寺の前の信号付近にこの活
動に定期的に参加している団体が作成できるサインボードが設置
されました。

キ

東　京 ： 〒100-0004 東京都千代田区大手町1-7-2 東京サンケイビル 15F
大　阪 ： 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-12-17 梅田スクエアビルディング 2F
名古屋 ： 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3-25-9 堀内ビル8F
京　都 ： 〒600-8216 京都府京都市下京区塩小路通烏丸西入東塩小路町843-2 日本生命京都ヤサカビル 4F
滋　賀 ： 〒525-0025 滋賀県草津市西渋川1-1-3 リバティーハウス4F
システムセンター ： 〒600-8269 京都府京都市下京区七条通堀川西入西八百屋町160

TEL.03-6895-2929(代)　FAX.03-6895-2911
TEL.06-6346-2929(代)　FAX.06-6345-1268
TEL.052-563-2929(代)　FAX.052-563-3511
TEL.075-341-2929(代)　FAX.075-341-3828
TEL.077-516-2929(代)　FAX.077-516-2930
TEL.075-344-6776(代)　FAX.075-344-6780

発 行

2020.9.15発行

企画／制作

キャリアパワー各支社へは、フリーコール 0120-154-450 にお気軽にお問合わせください

ャリアパワーは、労働者派遣法や労働基準法など各種労働法令を遵守し、常に適正な事業運営を果たすために、社内に法令遵守委員会を設置しています。
定期的に派遣先を巡回、また社内監査を行ないながら、派遣契約内容を改めて見直し、法令の遵守が出来ているかの再チェックを行なっています。 また、全社員

に対して法令知識向上とコンプライアンス遵守の意識強化のために、定期的に研修会や勉強会を実施し、コンプライアンスの課題解決や事前防止の徹底を図っていま
す。遵法精神を貫くことで、当社で働く派遣労働者、そして人材派遣を利用される全ての派遣先企業様に、よりいっそう満足して頂ける様、活動を行なってまいります。

派遣コンプライアンスに関する問合わせ先 株式会社キャリアパワー　法令遵守委員会
support@careerpower.co.jpE-mail075-341-2929TEL

法令遵守委員会

キ

概ね半分の時間になるといわれています。
コピーと貼り付け自体は1回数秒、わずか4秒ですが、、、
1か月で弊社試算で、約66分 !（1時間の短縮 !）

ショートカットキーマスタへ！

キャリアパワーオンラインセミナー

キャリアパワーオンラインセミナー

Support Center News
学術サポートセンター通信　Vol.XIII

学術サポートセンターSupport Center News

他言語資料の特徴
語以外の言語をすぐに見分けることができますか？各言語を判別するために簡単な特徴をまとめたものが下記の表になりま
す。

代表的な書誌上の単語や、アルファベットの特徴を覚えておくと、何語の資料なのかをすぐに判別することができます。書誌はもち
ろん、図書や論文を確認する際にもぜひご参考ください。

英

 

愛知大学
総務部

総務課　課長
鈴木　毅様

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

語アリタイ語ンイペス語スンラフ語ツイド語英語本日

版 ed.　（editionの略語） Aufl. （Auflageの略語） éd.　（é --）語略のnoitid

--）emot（ .t）語略のdnaB（ .dB）語略のemulov（　.lov巻

号 - Ausg. (Ausgabeの略語) - nú oremunorem

出版社 ed.　（editorの略語） Hg. （Herausgeberの略語） é erotiderotideruetid

eytednudna-

al / 'l / ol / liol / al / lesel / al / el sadeht-

atsiviratsiverlanruojtfirhcstieZlanruoj誌雑

特徴

ゲルマン語派のひとつ。

固有名詞の最初の文字は大文
字となる。

英語と同じ、ゲルマン語派のひ
とつ。

「ä」（アーウムラウト）、「ö」（オー
ウムラウト）、「ü」（ウーウムラウ
ト）、「ß」（エスツェット）というアル
ファベットがある。

すべての名詞の最初の文字は
大文字となる。

ロマンス語派のひとつ。

母音に符号「´」「`」「^」（アクサ
ン）、「¨」（トレマ）がつくことがあ
り、ほかに「ç」（セディーユ）、
「æ」(aとeの合字）「œ」（oとeの
合字）というアルファベットがあ
る。

ロマンス語派のひとつ。

「ñ 」（エニェ）というアルファベッ
トが使われるのが特徴。

疑問文は逆疑問符「¿」からはじ
まり、疑問符「?」で終わる。

起源であるラテン語の特徴をい
くつかもったロマンス語派のひと
つ。

「`」（アッチェント・グラーヴェ）、
「´」（アッチェント・アクート）の符
号がついた母音を使用する。

 

□　フランス語

□　スペイン語

□　ドイツ語
【言語別 表示例】
□　ドイツ語
【言語別 表示例】
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