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（１）社会人と学生の違い

評価
対象

学 生 社会人

◆学生と社会人の違いを考えてみましょう。

・個人の責任 ・組織の責任

・授業料を払う立場 ・給料をもらう立場

・自分のお金で買ったもの ・会社の費用で購入した備品を使用

・自由な時間 ・利益を生む時間

・同世代、好きな仲間、人 ・様々な年代、様々な人

・インプットがどれだけできたのか
で評価

・アウトプットの量と質の成果で評価される
・日頃の仕事の姿勢・成果や積み重ね

責任

報酬

コスト

時間

人間
関係

評価

（２）基本のビジネスマナー
（第一印象で好感を与える基本5原則）



写真出典：ニコニコニュース

第一印象の大切さ

相手を知る、自分を知ってもらうには、出会いの後に『話す』という

コミュニケーションが必要になります。

ところが、人は 初に視覚からの情報を強く、また多くインプットします。

つまり、 初の出会いで受けた印象が、のちのコミュニケーションに大きく

影響していきます。

どんなに良い人柄であっても、どんなに素晴らしい情報であっても、

第一印象でつまづくと、それを理解してもらうチャンスを逃してしまいます。

First impressions are
the most lasting



第⼀印象で好感を与える基本5原則

挨 拶

表 情

身だしなみ

立居振舞

言葉遣い

①挨拶／②表情

・挨拶の基本と役割

挨拶はコミュニケーションの始まりであり、良い人間関係を気付く第一歩です。

ビジネスにおいても、挨拶はお互いに心を開き、近づくきっかけとなるものであり、
時代、世代を問わず重要視されています。

相手に目線を合わせて、心をこめて相手に伝わるように表現しましょう。

・表情（笑顔）
第一印象において表情は好感度を左右する重要な要素です。
明るく豊かな表情で誰とでも円滑なコミュニケーションを図れるようにしましょう。

好感のもてる笑顔
①相手に対して親しみや感謝など好意的な気持ちを持つ
②目じりが下がり、口角が上がり、表情金で顔全体が自然な笑顔になる

N G：凝視・頻繁に視線が動く・上目使い・横目・目をすぼめる
：眉間に皺がよる（感情の起伏が出ないようにしましょう）

あ・・・明るく元気よく笑顔で
い・・・いつも
さ・・・先に、率先して
つ・・・続けて



ビジネスの挨拶用語

出勤時 おはようございます おはようございます

外出時 ・・・に行ってまいります
いってらっしゃい
いってらっしゃいませ

帰社時 ただ今戻りました
お帰りなさい
お疲れさまでした

エレベーター
状況に合わせて音量を調節し、混んでいる時は会釈だけでもOK
降りる時は「失礼致します」の一声をかけましょう

階段
高い位置からの挨拶は失礼です。相手と同じ高さで改めて挨拶する。
やむを得ず追い越す場合は、同じ高さのところで「お先に失礼致します」と
一声かけましょう

廊下
上司やお客様には相手の通行の邪魔にならないよう横によけ、立ち止まって
自分から挨拶をしましょう。
追い越す時には「お先に失礼致します」と一声かけましょう。

退社時 お先に失礼致します お疲れさまでした

お客様 おはようございます・こんにちは・いらっしゃいませ

取引先の方 いつもお世話になります こちらこそいつもお世話になります

身だしなみとおしゃれの違いを理解した上で、ビジネスシーンに
相応しい服装を心掛けましょう。

身だしなみとおしゃれの違い

マナー ＞ オシャレ を意識しましょう。

③身だしなみ・服装

身だしなみ おしゃれ

判断基準は他者（相手） 判断基準は自分

相手が快く思うもの
（不快に思わないもの）

自分が納得いくもの

TPOに合わせる 個性、こだわり

マナー
オシャレ



身だしなみの3原則

清潔感

機能性

調 和

身嗜みチェック表（男性編）

項目 チェック

１ 髪は伸びすぎていませんか

２ 寝癖はありませんか

３ ビジネスにふさわしい髪型ですか

４ 整髪料の匂いは気になりませんか

５ ひげの剃り残しはありませんか

６ 歯はきれいですか

７ 口臭はありませんか

８ ワイシャツの襟・袖口は清潔ですか

９ ワイシャツは袖まくりしていませんか

１０ ワイシャツの色・柄は適当ですか

項目 チェック

１１ ネクタイは曲がっていませんか

１２ ネクタイにシミ、汚れはありませんか

１３ 肩にフケはありませんか

１４ ポケットが膨らんでいませんか

１５ ズボンはプレスしていますか

１６ 爪は伸びていませんか

１７ 靴下はビジネス用ですか

１８ 靴はきちんと磨かれていますか

１９ 靴のかかとはすり減っていませんか

２０ 腕時計はビジネス用のものですか



身嗜みチェック表（女性編）

項目 チェック

１ 髪は清潔ですか

２ ビジネスにふさわしい髪型ですか

３ 前髪が目にかかっていませんか

４ 染色は自然な色ですか

５ 清潔で健康的なメイクですか

６ 化粧くずれはしていませんか

７ 香水は強すぎませんか

８ 服に汚れやシワはありませんか

９ 服にアイロンはかかっていますか

１０ 肩にフケや抜け毛がついていませんか

項目 チェック

１１ 袖まくりはしていませんか

１２ 爪は伸びていませんか

１３ マニュキアは自然な色ですか

１４ ストッキングの色は自然ですか

１５ ストッキングは伝線していませんか

１６ 靴はきちんと磨かれていますか

１７ 靴のかかとはすり減っていませんか

１８ 靴の色や形は適当ですか

１９ アクセサリーは華美ではありませんか

２０ 腕時計はビジネス用のものですか

クールビス又は平服で、と言われたら・・・

～男性編～

出典：はるやま商事

★ビジネスマンにとって服装は、まずは
他者の視線ありきであり、身だしなみ
の意識が強いことが分かります。

＜注意！＞
・中に着たTシャツなどの色柄が透けて見え
ないように気を付けましょう。
基本的には、Tシャツをインナーとして着用し
ないようにしましょう。

・アウターのシャツよりサイズが大きい
インナーを着ないように気を付けましょう。

・白いソックス（中高生やカジュアルな
イメージが強い）

・汚れ、しわ、ヨレがある。（加工ものも含む）

・スニーカー、クロックス、デッキシューズ



クールビス又は平服で、と言われたら・・・

＜NG！＞

・露出が高い服
(生足、お腹が見える、ローライズ、
胸元の開いた服、ミニスカート、
ショートパンツ)

・デニム
・レギンス、トレンカ
・タトゥータイツ
・サンダル、ミュール、クロックス

※オープントゥ、バックストラップの靴も、
正式なビジネスマナーとしては
安全性の観点からNGに分類
されます。

～女性編～

イラスト出典：＠ばる

それぞれの会社ごとにオフィス（ドレス）コードが異なりますが、『清潔・機能的・調和』の
3原則を守り、常識のある女性として認めてもらえる装いを心掛けましょう。

＜参 考＞
◆しわになりにくい素材のひざ丈スカート

（パンツの場合は、できるだけ１０分丈）
◆ブラウスは、襟があれば尚良し（アクセサリーの別襟は不可）
◆ジャケット

④立居振舞

• お辞儀は、挨拶や感謝、謝罪など相手へ敬意を表す動作であり、

ビジネスシーンでは欠かせないものです。

TPOに合わせた礼儀正しいお辞儀をしましょう。

【お辞儀の種類】

イラスト出典：デンセン商事.com

首だけを動かして
目線もはずさない

【やってはいけないお辞儀】【会釈】 【敬礼】 【 敬礼】

15° 30° 45°

軽いお辞儀
⇒廊下ですれ違う時

など

普通のお辞儀
⇒お客様の送迎

一般的な挨拶

丁寧なお辞儀
⇒お詫びや感謝等

深い思いの時

女性は手を前で組む
（左手で右手爪先を隠す）

男性は中指をズボンの横
の合わせ目にそろえるか、
前で組む。

後ろ手に組むのは厳禁！



【お辞儀のルール】

お辞儀には、種類の他にルールがあります。

こちらも、TPOに合わせて正しく行えるようにしましょう。

ありがとうご
ざいました。

ありがとうご
ざいました。

【分離礼】
言葉を先に述べ、お辞儀を行う。

【同時礼】
言葉と動作が重なる。

正式なお辞儀であり、 も相手への敬意を
深く表すことができます。

分離礼より略式ですが、TPOに合わせて
きちんとすれば失礼にあたりません。

注）言葉の途中から
動作に入る

【座り方】 ・椅子の左側から進み、着席
・背筋を伸ばして深く座る※ただし、背もたれにはもたれない
・脚は男性は肩幅、女性は膝を揃えかかとを揃える
・ＮＧ：足や手を組む、机の下で靴を脱ぐ、椅子の上に座る

【歩き方】 ・背筋を伸ばして、ある程度の歩幅をとって歩く
・きちんと足を上げて歩く
・同行者がいる場合は、歩調を合わせる
・ＮＧ：肩を振る、足を引きずる、姿勢が悪い

【物の受け渡し】 ・両手で持つ
・相手の方向に向きを変える
・胸の高さで相手に渡す
・言葉と視線を添える
・相手が確実に受け取ってから手を離す

・ＮＧ：片手渡し、相手を見ない、低いところで渡す

【指示し】 ・人→方向→人へ目線を合わせて指し示す
・手の角度で距離感を表す
・指を軽く揃えて、手のひらをお客様に向けて指し示す
・右を指す時は右手、左を指す時は左手で指し示す。

・ＮＧ：目線はお客様で手だけで指し示す、手の甲を相手やお客様に見せない、指を開く

立居振舞



出展：AKINAI Policy 

⑤言葉遣い

普通の表現 望ましい表現

１ だれ どなた様、どちら様

２ あっち、こっち あちら、こちら

３ 私、僕 わたくし

４ すみません 申し訳ありません

５ わかりました はい、かしこまりました

６ どうですか いかがですか

７ そうですか さようでございますか

８ 言っておきます 申し伝えておきます

９ 知りません 存じません

１０ 知っていますか ご存知でしょうか

１１ すみませんが 恐れ入りますが、申し訳ありませんが

１２ 来てください お越しください

１３ できません いたしかねます

１４ わかりません 分かりかねます

１５ 電話が聞こえません お電話が少々遠いようでございますが

１６ いいですか よろしいですか

１７ もうすぐ 間もなく

相手の立場や年齢の違いを埋めて、円滑にコミュニケーションを図るために言葉使いは重要です。
TPOに合わせて正しい言葉使いができるようにしましょう。



敬語をマスターする

普通の言い方 尊敬語 謙譲語 丁寧語

する なさる いたす します

いる いらっしゃる おる います

行く いらっしゃる 参る、うかがう 行きます

来る お越しになる、お見えになる 参る 来ます

見る ご覧になる 拝見する、見せていただく 見ます

見せる お見せになる お目にかける、ご覧いただく 見ます

聞く お聞きになる うかがう、拝聴する 聞きます

言う おっしゃる 申し上げる・申す 言います

会う お会いになる、会われる お目にかかる 会います

食べる 召し上がる いただく 食べます

読む お読みになる 拝読する 読みます

よく使われる敬語をもう一度おさらい

立場は相手が上
目上の人、社外の人
相手の行動に対する言葉

自分を下げて、相手を上に
自分の行動に対する言葉

立場は平等
表現をやわらかにする

気を付けたいNGワード

ご苦労様でした 目下の人にかける言葉です

お世話様です 「ご苦労様でした」と同様に目下の人にかける言葉です。

よろしかったでしょうか 「よろしかった」と過去形になっています。正しくは、「よろしいでしょうか」

～になります 変化を伴うものに使います。正しくは、「～でございます。」

○○の形になります
（誤）「30分ほどお待ちいただく形になります」
「30分ほどお待ちいただきます。宜しいでしょうか」が正しい表現です。
「申し訳ございませんが」「恐れ入りますが」などの言葉を入れると柔らかくなります。

了解しました 同僚や部下であれば問題ありませんが、正しくは、「承知しました」「かしこまりました」

○○部長様
（役職+様、殿）

役職名には敬称の意味が含まれます。
「様」を付ける場合は「営業部 部長 ○○様」としましょう。
また、「殿」は同格以下の相手に対するものです。

お名前を頂戴する
「頂戴する」とは、そのまま「もらう」という意味です。名前は物ではありませんので、「もらう」事は
できません。
「お名前をお聞かせいただけますか？」「お名前を伺ってもよろしいですか？」が正しい表現です。

○○様でございますね
「～でございます」という言い方は、「です・ます」の丁寧な言い方ではありますが尊敬語ではあり
ませんので、相手の名前に付けるのは間違いです。この場合、尊敬語の「いらっしゃいますね」を
使うのが正しい表現です。

電話をお回しいたします 「電話をおつなぎ致します」が正しい表現です。



使いたいクッション言葉

クッション言葉 使用例

失礼致します
・前を失礼致します、横から失礼致します
・（本来そうではない事柄）＋失礼致します

恐れ入りますが
・恐れ入りますが、少々お待ちいただけますか
・恐れ入りますが、もう一度お願いできますか

申し訳ございません
・申し訳ございませんが、来週以降になります。
・申し訳ございません。○○は休みをとっておりまして、明日出社する予定です。

宜しければ
・宜しければ、お手伝いしましょうか
・宜しければ、私が代りにお話を伺いますが、いかがでしょうか。

お手数ですが
お手数をお掛け致しますが

・お手数ですが、ご確認いただけますでしょうか。
・お手数をお掛け致しますが、パンフレットを１部送っていただけますでしょうか。

その他 「お差し支えなければ」、「あいにくですが」、「せっかくですが」「残念ながら」など

クッション言葉を使えば、何かを頼む時や断るときなど、言いにくいことを言わなくてはならない時に、
柔らかい表現になるだけでなく、相手への気遣いも表すことができます。
また、やむを得ずマナーから外れてしまう時も同様です。

クッション言葉は、決まった言葉があるわけではありませんが、よく使う言い回しは覚えて、マイルド
で印象の良いコミュニケーションがとれるようにしましょう。

（３）ロールプレイング



事例① 企業訪問初日 ロールプレイング

企業名：株式会社BM(ビーエム）

担当者：田中

役職：課長

部署：技術開発部

①受付バージョン

②インターフォン バージョン

では、実際の初日訪問のロープレを実践してみましょう！！

企業訪問初日 ロールプレイング解答

①『おはようございます』 （笑顔で）
↓

②『本日からインターンシップでお世話になります、私 電気通信大学○年
生 △△ △△と申します。』（ハッキリと）

↓
③『担当の技術開発部田中課長をお願いできますでしょうか？』

↓
対応頂いた相手に対して
④『ご対応ありがとうございます。』（笑顔で）

◇時間よりも早く到着したケース◇

②に追加。『約束の時間よりも多少早いのですが、』と文頭に追加すると、よ
り丁寧に聞こえます。

◇③別の言い方◇
『担当の技術開発部 課長 田中さま・・・・』



事例② 名刺交換

名刺はその人の顔であり、分身であるといわれます。

丁寧に扱うことは相手に敬意を払っているという気持ちを表し、
逆に粗末に扱うことは相手を無視していることになります。

定期入れや財布との兼用はせずに専用の名刺入れを用意す
ること、上着の内ポケットに入れる（上着無い場合は直ぐ取出
せる⇒鞄）、常に胸より高い位置に持つなど名刺の扱いには十
分に心を配ります。

名刺交換の流儀
①名刺交換は立って行います。

②名刺は目下の人から先に出します。

訪問先では訪問した側が先になります。

③名刺入れから出して、相手の胸あたりに右手で差し出します。

この時、名前をはっきりと名乗りましょう！！

『はじめまして、私は電気通信大学○年の○○と申します。』

④名刺を受取るときは両手を添えて受け取ります。

『ちょうだい致します。』『（○○様）どうぞよろしくお願い致します。』

※相手の会社のロゴや名前に指がかからないように受け取れればベストです。

⑤面談中は頂いた名刺をテーブルの上に置きます。

（席順に合わせて並べても失礼ではありません。）



名刺交換の順番

• ※上の図のケースを例に、名刺交換の順番を説明します。

• はじめに、自社の部長が先方の部長と名刺交換をします。

• 続いて、自社の部長は先方の課長と名刺交換を、その間に自社の課
長が先方の部長と名刺交換をします。

• 自社の部長が先方の担当者と名刺交換をします。その間に自社の課
長は先方の課長と、自分は先方の部長と名刺交換をします。

• その後も、序列順に名刺交換をしていきます。従って、 後に名刺交
換をするのは先方の担当者と自分になります。

イラスト出典：デンセン商事.com

事例③ 電話応対 ロールプレイング

企業名：株式会社BM(ビーエム）

担当者：田中

役職：課長

部署：技術開発部

①在席バージョン

②不在（外出）バージョン

では、実際の電話応対のロープレを実践してみましょう！！



電話応対 ロールプレイング解答

◇在席にて取り次げる場合◇

①『おはようございます。（AM10:30まで）株式会社ＢＭでございます。』

『（お電話ありがとうございます。）(AM10:30以降）株式会社ＢＭで

ございます。』

↓（必ず先方の社名、氏名はメモをとります。）

②『△△社の○○様でいらっしゃいますね。いつも大変お世話になって

おります。』（ハッキリと）

↓

③（先方）『技術開発部の田中課長はいらっしゃいますか？』

↓

④『技術開発部の田中でございますね。かしこまりました。

少々お待ちください。』

電話応対 ロールプレイング解答
◇不在にて折り返す場合◇

⑤『申し訳ございません。あいにく田中は外出しております。１６時に戻る予定でございます。
宜しければ（お差し支えなければ）折り返しご連絡を差し上げるよう申し伝えます（が、いか
がでしょうか）。』
↓

⑥（先方）『それではお願いします。』
↓

⑦『恐れ入りますがご連絡先をお伺いできますでしょうか。』
↓

⑧（先方）『00‐0000‐0000です。』
（聞いているか不安になる人もいるので、先方に続いて繰り返してもＯＫ。

相手の話す速度に合わせて判断）
↓

⑨『復唱させていただきます。 △△社の○○様、お電話番号は00‐0000‐0000ですね？』
『それでは田中に申し伝えます。』
↓

⑩（先方）『それでは宜しくお願いします。』
↓

⑪『かしこまりました。失礼いたします。』（相手が切ってから電話を切ります。）



電話応対の心得

◇電話の受け方◇

・ビジネスでは取引先・関係者だけではなく、直接知らない人か
ら電話が入ることも多いので、その受け答えは会社のイメージ
に大きく影響します。電話に出たら自分が『会社の顔』になるこ
とを忘れず、丁寧且つ明快な応対を心がけましょう。

・相手を思いやる気持ち（明るい応対・待たせない）と用件をき
ちんと理解する（大事な内容は復唱・メモ）の２点を守りましょう。

もしもし
おはようございます

株式会社ＢＭで
ございます。

電話応対の注意点
＜注意点＞
・ベルが鳴ったら、３回のコールまでに受話器を取ります。

それ以上鳴ってからの場合は「お待たせ致しました」と一言添えます。

・相手が名乗ったら、例え知らない人でも「お世話になっております」。
名乗らない時は、「恐れ入りますが、どちら様でしょうか？」と尋ねます。

・相手が話終えたら復唱し、「かしこまりました。」「担当の○○に申し伝えてお
きます。」と答えます。

・自分に回答出来ない内容は、「少々お待ちください。担当の者と代ります。」
と断り、上司・先輩に内容を手短に話して交代します。

・ 後に「失礼致します」「ありがとうございました」と挨拶し、相手が電話を
切ったのを確かめてから、静かに受話器を置きます。

・伝言メモの注意点は、読みやすい字で丁寧に記入します。赤ペンを使うのは
目上の人に失礼になります。



（４）その他のビジネスマナー

How TO メモ
【電話編】伝言の残し方

相手方から電話を受け、担当者が不在の場合には、正確に伝言を担当者へ伝える必要があります。

必ず以下の点を網羅させて、担当者へ伝えましょう。

1.電話を受けた日時

2.誰に伝言すればよいのか（担当者）

3.相手の会社名・所属部署・名前・電話番号

4.用件の概略（日付・数字・固有名詞は必ず明記しましょう）

5.処理の方法（こちらから連絡を入れるのか、再度かけ直して頂けるのか）

6.あなたの名前

【打合せ・会議編】

新入社員の方だけではありませんが

仕事をする上で、メモを取ることは多々あります。

「たかがメモ」と言う事はありません。

そのメモが重要な書類になることもあります。

メモの取り方を見ればその人の作業効率までわかると言う人もいるほどです。

Point =５W１Hの意識

=日付（期間）、数量、金額、人数など、数字はキーワードです。

必ずメモしましょう。

=流れを意識（確認）しましょう。（スタート→途中経過→ 終目的）

○月○日 １３：００～１５：００（第１会議室）
出席者：○○部長、△△主任、◇◇さん
議題：AAAの製作について

期限（期間）、行程、予算、役割分担・・・



応接室・会議室・エレベータのマナー

・応接室、会議室にご案内されて『お掛けになってお待ちください。』と
言われても、立って相手を待っている方が好印象。（★の位置が理想）
（2回以上声をかけられたら、勧められた席に座って待たせてもらいましょう）

・座って待つ場合には浅く座り、先方が来た時立って応対します。
・自分のカバンは椅子に置かない。出来れば足元が理想。

席次は操作パネル前が下座

入退室のロールプレイング（面接にも応用）

①ハッキリと３回ノックをする。（2回ではなく、3回がマナー）

↓

②中から「どうぞ」と声がかかったら「失礼致します」と言ってドアを開ける。

↓

③ドアを開けたら、軽く会釈。

↓

④ドアノブを反対の手に持ち替えて、体の向きを変えながら中に入る。

↓

⑤反対側の手でドアを支える。

↓

⑥音をたてないように、両手でドアを閉める。

↓

⑦改めて「失礼致します」と言い、お辞儀をする。

↓

⑧歩き始める前に一旦ドアの前で止まる。

◇退室時は・・・◇

入室時と同じ要領でドアの前で「失礼致しました」「失礼致します」「ありがとうございました」

と言ってお辞儀をし、相手にできるだけお尻を向けずに退室する。



番外編
◇宴会での注意点◇

・先輩や、幹事に「お手伝いする事はありますか？」と聞いてみましょう。

・乾杯時、目上の方のグラスより下にすること。

・お酌してもらう時は両手でグラスを持ちましょう。

・お酌してもらったら一口でも良いので口をつけるようにしましょう。

・グラスなどが空いていたらビールを持ってさりげなく

『ビールは如何ですか？』と聞いてお酌しましょう。

・お酌する時は役職の偉い人から順番良くお酌する方がベター

・仮に『無礼講』という言葉が出ても信用しないこと。

＝タメ口は駄目！！

・もう飲めない場合はお酌を断るようにしましょう。

・ご馳走になった際は『ご馳走様でした』と御礼を必ず。

・飲んだ翌日は絶対遅刻しない。

◇業務中喫煙のマナー◇

仕事中に一服するというのは、吸わない人から見れば仕事をしていない、ルー
ズと思われる恐れもあります。社内で喫煙ができる場合でも喫煙は控えましょう。

（５）勤務態度・勤務管理上の注意



勤務態度

全て５分前行動を徹底して下さい。

①出社時：朝の挨拶、スケジュール確認、仕事の準備（名札着用）

②業務中：整理整頓、勝手に外出しない、ノックをしてから入室、
時間（期限）は守る、公私混同しない

③退社時：挨拶、帰りの乗り物や飲食店での会話に注意する。

ホウレンソウの徹底！！
・報告 （・確認）
・連絡
・相談

指示の受け方と報告の仕方①

◇上司からの指示の受け方

1.指示は 後までさえぎらずに聞き、質問はあとで。

2.要点をメモする

指示を受ける時は必ずメモをとる。

5W1H（WHATなにを・WHYなぜ・WHENいつ／いつまでに・WHEREどこで・
WHOだれが・HOWどうやって）を確実に把握すること。

※（４）その他のビジネスマナーの「How TO メモ」を参照

3.カラ返事はしない

できそうもない時は、状況を説明して優先順位など判断を仰ぐ。

4. 後に復唱して確認

指示の要点はくりかえして確認を。とくに数字や固有名詞は正確に。



指示の受け方と報告の仕方②

◇上司への報告の仕方

1.タイミングよく報告
上司に「あれはどうなった？」と聞かれてからでは遅すぎる。指示事項が完
了したらただちに報告を。ただし、いま話してよいかどうか、上司の都合を聞
いてから話し出す。

2.必要に応じて中間報告
仕事が長引く場合は中間報告が絶対必要。約束の期限までにできそうにな
い時も、即刻上司に報告をして、指示を受けること。

3.報告は簡潔に
まず 初に結論を。次に原因、経過の順に述べる。前もって報告事項をまと
める習慣をつけよう。
悪いニュースほど早く伝える
仕事でミスした時は素直に間違いを認め、早めに上司に報告をして指示を
あおぐこと。仕事が遅れそうな時も同様。期限直前になって「できません」と
報告するのでは、相手は対処のしようがありません。

勤務管理上の注意

①公私の区別

・ 仕事は公

・ 私的な活動、私用電話・メール厳禁、私語は慎むこと

②欠勤、遅刻、早退

・ 必ず自分の指導者に連絡し了解を得ること

・ 指導者の連絡先電話番号は常に身につけておくこと

③トラブル発生時の対処

・ 研修先指導者の指示に従うこと

・ 速やかにインターンシップ推進室へ電話を（042‐443‐5778）

④機密管理（守秘義務、禁止事項、個人情報の保護）

・ 私用のパソコン、ＵＳＢメモリーなど無断で持ち込まない

・ 研修内容、会社情報など決して第三者に漏らさないこと

特にツイッター、ブログ、友人などとの会話等で絶対に出さない



インターンシップ研修を終えて…

礼状をしたため、

感謝の気持ちを伝えること

社会人としての大切なマナー

アドバイス

• 常に笑顔で。

• 何事にも謙虚で素直に。

• PROUD OF UEC！！

長時間ご清聴ありがとうございました。

今回のビジネス・マナー講座は社会人の基礎です。

自信を持ってインターンシップという貴重な経験をしてきて下さい。


