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◆２日間研修 プログラム例
時間

1 日目

9:00

時間

2 日目

9:00
◆オリエンテーション

◆１日目の振り返り

（1）研修のねらいと効果的な受講の仕方

（1）基本動作等の復習

（2）研修のルール

（2）本日のゴール設定（グループ共有）

（3）自己紹介
【６】電話応対
【１】社会人としての心構え

（1）電話応対の基本

（1）学生から社会人になるとは

（2）電話の受け方、かけ方の基本

（2）企業に求められる役割と責任

（3）電話の取り次ぎ方

（3）組織の一員としての心得

（4）取り次ぐ相手が不在のとき
（5）携帯電話のマナー

【２】ビジネスマナーの基本
（1）マナーの重要性

【７】仕事の基本

（2）身だしなみ

（1）ビジネスに必要な６大意識

12:00

12:00

（2）指示の受け方と報告の仕方

13:00

13:00

（3）仕事の進め方

【３】挨拶と基本動作

（4）ミスの防ぎ方と対処法

（1）挨拶、基本姿勢、お辞儀
（2）発声

【８】コミュニケーションと人間関係

（3）笑顔とアイコンタクト

（1）コミュニケーションの図り方
（2）よりよい人間関係の築き方

【４】正しい言葉使い
（1）敬語の使い方

【９】ビジネス文書と電子メールのマナー

（2）応対用語と間違いやすい敬語

（1）ビジネス文書の基本

（3）印象度アップの話法

（2）電子メールのマナー

【５】訪問と来客応対マナー

【10】プロフェッショナルなビジネスパーソンを

（1）名刺のマナー

17:00

目指して

（2）ビジネスシーンの席順

（1）仕事を速く覚えるために

（3）来客応対の基本

（2）雇用される能力を高める

（4）ご案内

（3）キャリアデザインを考える

（5）お茶接待

（4）明日からすぐに実行する行動宣言

◆まとめと質疑応答

◆総まとめと質疑応答

◆本日の気づき（グループ共有）

◆２日間の気づき（グループ共有）
17:00
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（２）自社の方針や目標を把握する
中長期経営計画や年度計画など、会社や自部門の基本方針や目標を知ることにより、
それらを達成するための各人の役割や取るべき行動が明確になります。

（３）自分の果たす役割を認識して、目標を達成する
基本方針に基づいて、一年、半期、四半期、月次ごとの自部門の目標を把握し、目標達成に向け
て、各人の役割を果たします。
ここで大切なのは、いつまでにどのような成果を上げ、そのために自分は何をするかという
目標達成のためのプロセスを明確にして、各人がベストを尽くすことです。

（４）チームワーク、他者支援で組織に貢献する
■チームワークとは
チームワークとは、目的を共有したメンバーが目的達成のために役割分担し、
相互の強みを活かし弱みは補完し合い、チームが一体となって高い成果を出す活動のことです。
まず各人がチームの一員として目的達成（目標達成）に向けて、より大きな視野を持ち、
チームに貢献することを考えます
自分の仕事をチーム全体の仕事の一部ととらえ、自分の仕事だけに集中しないようにします。
他のメンバーの仕事を視野に入れて、チーム全体の状況を把握して仕事を進めます。
そして部門間やメンバー同士が、互いに情報共有しながら、連携・協力をすることで高い成果を
生み出していきます。
組織の一員として、周りに迷惑を及ぼす個人プレーや無責任な行動は慎みます。
アクシデントやトラブルが起きて、役割がこなせなくなったときには、特に、密な「報・連・相」
と支援が必要です。目的達成のためには、メンバー同士が言いにくいことや厳しいことも、
言い合える人間関係や信頼関係が前提にあることも非常に大切なことです。
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（３）名刺の同時交換

（４）交換後の名刺の扱い方
① 受け取った名刺
・名刺入れの上に置いて名前を覚える。
・相手がすぐに名刺をしまったら、自分も合わせる（肩書や名前の読み方を再確認する）。
② テーブルに置く位置
・上座（ドアから遠い側）に置く。
・複数人と交換した場合は、着席順に名刺を並べる。
③ 名刺をしまうタイミング
・商談が終わってからしまう。
④ 複数の名刺をしまう時

・上位者の名刺が一番上になるように重ねて、名刺入れの一番上にしまう
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７．ご案内
（１）応接室へのご案内

お客様の斜め前に立ち、ご案内する場所を伝える
「○○にご案内いたします。どうぞ、こちらでございます」
進む方向を手で示す
■手の示し方
・方向はお客様から遠い手（手のひら）で示し、足元の注意はお客様に近い手で示す。
ご案内時の歩き方 ポイント
・お客様の２～３歩斜め前を歩く。
・お客様に背中を向けないように歩く。
・お客様の歩くペースにあわせる。
・お荷物が多い場合は、「お持ちしましょうか」と配慮を行き届かせる。
応接室への入室を促し、席をすすめる
・空室であっても確認のため、ノックを３回する。
「どうぞお入りくださいませ」
・上席をご案内する。
「どうぞこちらにおかけくださいませ」
「××は只今参りますので、もう少々お待ちくださいませ」
挨拶して退室する
■内開きのドア

■外開きのドア
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２．電話の受け方の基本
呼出音が鳴ったら素早く出る

・呼出音が鳴って 2 回以内に出る。
・メモがとれる態勢で出る。

明るくさわやかな第一声

・朝の第一声 （１０時半頃まで）
「おはようございます」
・10 時半以降
「お電話ありがとうございます」
・呼出音３～４回
「お待たせいたしました」
・呼出音５回以上
「大変お待たせいたしました」

会社名を名乗る

「○○会社でございます」

お客様を確認する

「△△会社の△△様でいらっしゃいますね」

日頃のお礼の挨拶をする

「いつもお世話になっております」
・相手が先に挨拶したとき
「こちらこそいつもお世話になっております」

用件を伺う

・正確にメモをとる。
・あいづちをうちながら聞く。
「はい。かしこまりました」
「はい。承知いたしました」
「さようでございますね…」

復唱し、確認する

「復唱させていただきます。～でよろしいでしょうか」

自分の名前を名乗る

・だれが受けたかを明確にする。
「私、○○が承りました」

しめくくりの挨拶をする

・ふさわしい挨拶でしめくくる。
「お電話ありがとうございます」

電話を静かに切る

「失礼いたします」
・相手が切られてから切る。
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４．仕事の進め方
（１）仕事はＰ-Ｄ-Ｃ-Ａサイクルに沿って進める

仕事を段取りよく効率的に進めるためには、
「Ｐ-Ｄ-Ｃ-Ａ」サイクルを回して、そのプロセスを
管理していきます。
「Ｐ-Ｄ-Ｃ-Ａ」とは、ＰＬＡＮ（計画）⇒ＤＯ（実行）⇒ＣＨＥＣＫ（検証）⇒ＡＣＴＩＯＮ
（改善・対策）のことです。日々同じことを繰り返すのではなく、実施したことを検証し、反省
点・改善点や上手くいったことを次の仕事に活かします。
このサイクルを継続的に回し、改善し続けていくことが、仕事の品質を高めるとともに自らの
成長に繋がります。
定型業務が中心で自らＰＬＡＮ（計画）を立てることが難しい場合は、早めに先の予定を確認
し、そこで求められることを予測して、主体的に準備をします。

Ｐ-Ｄ-Ｃ-Ａサイクル

Plan（計画）
・仕事の目的を把握する。
・指示は５W３H で受ける。
・期限を確認し、優先順位をつけて余裕のある
計画を立てる。
・定型業務が中心で主導権が握れない方
⇒予定、予測、準備

Action（改善・対策）

Do（実行）

・失敗したことは改善し、次の仕事に

・計画に沿って実施する。

活かす。

・中間報告を怠らず、不明な点は

・上手くいったことはマニュアルに盛り込む。

相談する。

Check（検証）
・仕事の進捗状況を確認し、必要に応じて手直しする。
・問題点を検討する。
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（３）電子メールの文例

■社内メール
宛先
←宛先
CC/BCC
････････････････････････････････････････････････････
件名

【連絡】○月○日 ○月営業会議:営業第１課 山本

添付ファイル

○月営業会議資料

件名

←件名

･････････････････････････････････････････････････････････････
文章構成

関係者各位

←宛名

お疲れ様です。

←挨拶と名乗り

営業第１課の山田です。
←用件
○月営業会議を下記の通り行います。

（要旨）

スケジュール調整をよろしくお願いいたします。
１ 日時:○月○日（○）14:00～16:00

（内容）

２ 場所:本社５階 第２会議室
３ 議題:「○○○○」について
４ 資料:○月営業会議資料
（添付資料を確認のうえ、当日お持ちください）

なお、出席できない方は○日（○）までに
山本にご連絡をお願いします。
以上、よろしくお願いいたします。

←結びの挨拶

◇◆◇・・◇◆◇・・◇◆◇・・◇◆◇

営業第１課 山田 一郎

←署名

内線 〇〇〇〇
◇◆◇・・◇◆◇・・◇◆◇・・◇◆◇
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１．プロフェッショナルなビジネスパーソンを目指して
組織の一員として、周りが期待する以上の価値を提供できるプロフェッショナルなビジネスパー
ソンを目指しましょう。そのためには職場に早く溶け込み、上司や先輩の指導・支援を得ながら
一日も早く仕事を覚えければなりません。さらに仕事を通して信用や信頼、やりがい等、見えない
価値を磨き、自己啓発に取り組むことが必要です。

（１）仕事を速く覚えるために

仕事を速く覚えるためには、上司や先輩から仕事を教えていただかなければなりません。
どうすれば教える人が、教えてあげようという気持ちになるでしょうか。
そのコツは、「かわいがられ上手」「叱られ上手」
「教えられ上手」になることです。
周りから好かれる、叱られたときに反省・感謝できる、教えてあげたいと思われるための姿勢や
行動を考えて取り組んでいきましょう。

かわいがられ上手の要件
① いつも笑顔を絶やさない。
② 謙虚な姿勢で取り組む。
③ 素直である。
④ 理屈を言う前に、すぐに行動することができる。
⑤ 何かしてもらったことはもちろんのこと、今あることにも感謝する心がある。

叱られ上手の要件
① 他責ではなく自責で考える。
② 言い訳をせずに、素直に謝ることができる。
③ ミスや指摘を受けたことに対して反省する。
④ 反省するだけでなく、同じことを繰り返さないように改善・対策を考える。
⑤ ミスや指摘を受けたことに対して感謝する。
⑥

教えられ上手の要件
① 向上心がある（勉強熱心である）。
② 教えられたことをメモする習慣がある。
③ 教えられたことをすぐに行動に移すことができる。
④ 教えられたことに対して感謝する。
⑤ 「報・連・相」をタイミングよく行うことができる。
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指導者が知っておきたい新入社員を「気がきく社員」に育てるコツ
指示待ちで、気がきかない社員が増えてきている理由とは
■気がきかない社員に困っていませんか？
皆さんの周りに気がきかない社員が増えてきていませんか。
先日訪問した先で、上司の方からお聞きしたお話です。部下の同行での外出時に、提案のための資
料やサンプル商品などの荷物をたくさん持っていても「私がお持ちしましょうか？」と声をかけてく
ることはありません。「これ持って」といえば、「はい！」と元気よく返事をして持ってくれるようで
す。
言われたことはするものの、言われていないことはできない、気づかない人が増えているのです。
上司の立場からすると、
「ここまで指示しなくても、わかるだろう。一歩先を読んで気をきかせて動い
てくれ」「空気を読んでくれ」と言いたいところです。

■新入社員や若手社員の育ってきた環境を理解していますか？
新入社員や若手社員は、気をきかせる必要のない環境のなかで育っているということを、世代の違
サンプルのため、省略しています
う側は理解しておきたいものです。彼らの気がきかない背景を知ったうえで、気がきかないのは当た
り前という前提に立ち、一つひとつ丁寧に教えていくことが大切です。
現在の若手社員がなぜ気がきかなくなってきているかというと、大きく二つの環境要素があります。
①学校のサービス産業化
②文明や科学技術の発展
まず、学校のサービス産業化によって、学校は学生をお客様扱いしています。これが学生を甘やか
して育てる環境になっています。具体的には、学生が学校を休むと先生が資料を配ってくれます。登
校時には先生が校門に立って、先に挨拶や声かけをしています。学生にとっては、してもらうことに
慣れてそれが当たり前になっているようです。
授業では、板書内容をノートに書き写し、ラインマーカーで線を引いて、自分なりに工夫をして勉
強をした時代がありましたが、スマホが普及してからは板書内容の写真を撮って済ませているようで
す。したがって、文字を書く習慣や自分で工夫して勉強したことがなく、仕事においてはメモを取る
ように言っても、何をメモしていいかすらわからない人もいます。
また、参考書のための参考書があり、テストの対策本も市販で売られています。すべて必要なものは
周りに揃っています。親も学校の送迎等、色々と気をつかってくれます。
今の若手社員は、周りから気をつかってもらうことはあっても、自ら気をつかうことはほとんどあり
ません。自分で考えることをしない、創意工夫がない環境で育っているという背景を受けとめて、彼
らと接していくことが大切です。
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