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新社会人のビジネス・ベーシックコース
Ⅰ［ビジネス編］

Step 1　社会人とは
現在の社会では、多くの人が学校を卒業すると就職して、周囲から「社会人」と見な

されます。では、社会人とは、どのような人のことを指すのでしょうか。

社会人には、最低限２つのことが求められます。１つは社会人としての「自立」です。

これはできて当たり前なことであり、社会に参画する前提条件ともいうべきことです。

もう１つは、働くことや仕事を通じて、社会全体と双方向でつながるということです。

Step 2　社会人に求められる自立とは
社会人としての自立というと、多くの人は親からの経済的な自立を思い浮かべます。

実際に「学校卒業後、なぜ働くのか」という問いに対する答えの多くは、「生活するため」

つまり「生活費を得るため」です。

しかし、実際に社会人として自立するには、次の３つの自立が求められます。

種類 とらえ方 心がけたいこと

経
済
的
自
立

自分の生活費を自分で確保し、これによっ

て収入に応じた生計を立てること。企業に

就職すれば、基本的に毎月給料が支払わ

れる。これは、あなたの労働に対する報酬

となる。報酬の使途は個人の自由だが、自

立するためには使途の優先順位がある。

・生活するために必要な家賃や食費、水道光熱

費などの生活費をまかなう。

・親元から通う人も、生活費を家に入れる。

・得た収入の配分を考えて使ったり、計画的に

貯蓄・運用する。

あなたは、学校を卒業して社会に出て、社会人として働くことを選択しました。あな
たは、自己の責任において自分の人生を歩み始めたのです。

今後、あなたは自身の可能性を追求し、成長していくことができます。しかし、社会
人になるにあたって、まず誰もが共通して理解しておかなければならないことがありま
す。

	1−1	 社会人とは、働くということは

❶　私たちは社会人として自立するとともに、仕事を通じて社会と双方向でつ

ながる。

❷　社会人としての自立とは、経済的自立・自己管理・自己責任である。

❸　社会人は双方向で社会に参画する。働いて社会を支えるとともに、社会保

障で保護され、働きがいを得て、将来設計を考えることができる。
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第 1章／ビジネス社会と企業人

自
己
管
理

健康管理や時間管理など、生活面で自

立するだけでなく、気持ちや心も自己管

理すること。

・暴飲暴食や睡眠不足を避ける。

・生活者として生活の場を清潔、健全に保つ。

・公私のけじめを自分でつけ、精神的ストレス

を解消する。

自
己
責
任

自分の言動や選択、判断について責任

をもつこと。現代は「自己責任の時代」

といわれているが、自分のことに自分で

責任をもつのは、いつの時代にも求めら

れるきわめて基本的なことである。

・自ら社会に通用する技能を伸ばす。

・周囲に甘え過ぎたり、他者に責任を押しつけ

ないように気をつける。

・生命や身体の安全から、資産運用、生活設計

まで、自己責任の対象は広がっている。

Step 3　双方向で社会に参画する
社会人は働くことや仕事を通じて、社会に参画します。私たちが給料から納める税金

や社会保険料などは、国や自治体を通して社会全体に役立てられます。また、私たちが

携わる仕事は、企業活動を通じて社会全体や人々の暮らしに役立ちます。

働いて社会を支えることによって、私たちは社会の一員として恩恵を受ける権利をも

ちます。私たちは社会保障制度によって、さまざまに保護されているからです。また、

仕事を通じて働きがいや手応え、社会や人とのつながりなども得ることができます。社

会が平和で安定し、義務と権利のバランスがとれていれば、私たち社会人はいきいきと

働くことができ、安心して将来の夢を描くことができるのです。

ONE POINT
［あなたにとっての働く意義］

働き続けるということは、収入を得るだけでなく、「自らの働く意義」を問い

続けることも意味します。この問は職業人の永遠のテーマです。可能性への挑戦

や自己実現を図ろうとする中で、あなた自身が自分の働く意義を模索してほしい

のです。長い職業人生は、いつも順風満帆とは限りません。どんなときにも自分

を見失わないために、時おり自ら働く意義を問いかけ、見つめたいものです。
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新社会人のビジネス・ベーシックコース
Ⅱ［コミュニケーション編］

Step 1　良好な人間関係を築くコミュニケーション
ビジネスの現場で最終決断を下すのは人です。いくら優れた商品・サービスを開発し

ても、その優れた点を顧客へ伝えて信頼してもらえなければ、その商品は顧客に買って

もらえず、ビジネスも成立しません。また、顧客から注文を受けても、社内や取引先か

らの協力がなければ、受注した内容をそろえて納期に納品することができません。その

ため、あなたには顧客や取引先、また職場で信頼と協力を得る、良好な人間関係を築く

ことが必要です。

良好な人間関係を築くために最も大切なことは、状況や相手に応じて適切なコミュニ

ケーションをとることです。コミュニケーションは、言葉づかいなどの言葉による表現

と、態度や表情、話し方、動作などから構成されます。

Step 2　ビジネス・コミュニケーションの約束事
ビジネス社会では、ある約束事を前提にコミュニケーションをとります。その約束事

とは「相手の人格や立場を尊重する」こと、つまり、相手の存在を認めて受け入れ、仕

事上の相手の立場に敬意を払うということです。また、敬意を払う対象には、相手の社

会的経験や専門的な見識から発せられる意見も含まれます。

個人的な感情や好みで相手を判断していると、その気持ちが相手に伝わってしまいま

す。そうした、約束事を無視したコミュニケーションによって相手の人格や立場を傷つ

けることは、ビジネスの世界ではタブーです。

コミュニケーションはよくキャッチボールに例えられます。話す側は相手が受け取り
やすいように意思を投げかけ、聴く側は相手が話しやすいような態度を示しながら言葉
を受け取り、返事や質問を投げ返します。この両者の歩み寄りが、キャッチボールに例
えられるのです。両者の歩み寄りは、次第に良好な人間関係に発展し、やがて人間関係
の輪を広げていきます。あなたも、よりよいコミュニケーションで良好な人間関係を築
き、広げていってください。

	1−1	 求められる対人コミュニケーション能力

❶　ビジネスは人間関係で成り立っているため、良好な人間関係を築く“対人

コミュニケーション”能力が求められる。

❷　コミュニケーションは、相手の存在や立場を受け入れることから始まる。
❸　コミュニケーション能力は、適切な表現と態度を身につけることで伸ばせる。
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第 1 章／ビジネス・コミュニケーションと 
言葉づかい

●職場のコミュニケーションの約束事

・上司・先輩という立場や、相手の社会的経験を尊重したコミュニケーションをとる。

・職場の目標を達成するために、チームワークの考え方に基づいたコミュニケーショ

ンを図る。

・職場は「公」の場であることを意識し、私情や否定的な感情を交えたコミュニケー

ションを避ける。

●顧客や取引先とのコミュニケーションの約束事

・顧客との間では、ＣＳ（顧客満足度）を意識したコミュニケーションを心がける。

・取引先との間では、「ギブ　アンド　テイク」の原則に基づいて、相手の立場や経

験、専門の知識や技術を尊重したコミュニケーションをとる。

・自分の発言内容が、すべて「会社としての意見・要望」となることを認識する。

Step 3　言葉と言葉以外のコミュニケーション
コミュニケーションというと、まず思い浮かぶのが言葉です。しかし、私たちは言葉

以外のものでも、実に多くの感情や意思を伝達し合っています。むしろ、言葉以外のコ

ミュニケーションで、相手が受ける心象が変わることもあるくらいです。

言葉以外によるコミュニケーションには、聴覚に訴えるものと、視覚に訴えるものが

あります。私たちは、これらを総合的に使ってやりとりしています。こちらから伝える

ことと、相手から受け取ることの双方向でコミュニケーションは成立しているのです。

・言葉によるコミュニケーション……言葉づかい、内容の難易度、言葉の選び方、質

問や賛同の有無、言葉による肯定や否定など。

・聴覚に訴えるコミュニケーション……声の出し方や話し方。具体的には声の抑揚、

声の高さ、声音、声質、話す速さなど。

・視覚に訴えるコミュニケーション……話すときの態度、聴くときの態度、視線、目

つき、目配り、表情、身振り・手振り、立ち方・座り方、動作、身だしなみなど。

ONE POINT
［「ありがとう」と「ごめんなさい」］

あなたは感謝の言葉をよく口にするほうですか。また、相手に迷惑をかけたと

きや失礼なことをしてしまったときに、すぐに謝りますか。

近年、人間関係が希薄になって、多くの人のコミュニケーション能力が低下し

たといわれます。その理由の１つは、感謝の気持ちや詫びる気持ちを抱いても、

伝えることができる人が減ったからです。「ありがとう」と「ごめんなさい」と

いう言葉は、ビジネスでは適切な言葉づかいに置き換えますが、いずれにしても、

これらの言葉を素直に言えることが重要です。
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新社会人のビジネス・ベーシックコース
Ⅲ［ビジネスマナー編］

Step 1　エチケット、マナー、ルール、常識とは
あなたはエチケットやマナー、ルール、常識などを、どのようにとらえてきましたか。

ここでは、まずそれぞれの定義を再確認してください。

エチケット
周囲の人とよりよい人間関係を築き、互いに快適な社会生活を送る上での

基本的な考え方。

マナー エチケットの考え方を表現する行動。

ルール 約束事、きまり。

常識
社会通念上、子どもより上の世代で、誰もが持つべき知識とその知識に基

づく理解や判断。

Step 2　エチケットには３つの段階がある
エチケットには３つの段階があり、人は成長するに従って、この段階を徐々に理解し、

行動や考え方に反映させていきます。幼い頃に両親から「他人に迷惑をかけてはいけな

い」としつけられたり、入社試験の採用面接にスーツを着たことなどが、エチケットの

第１・２段階の行動や考え方になります。あなたがすでに、自然に身につけていること

です。

これからあなたに求められる第３段階は、社会人として求められる考え方です。

少し気取ってレストランへ行ったとき、「え〜っと、右手でナイフ、左手でフォーク
……」。こんなふうに迷った経験がありませんか。それぞれの国には、食事のマナーが
あります。これらは、食事をともにする人、調理や給仕をする人に対するエチケットを
行動化したものです。このテーブルマナーと同様に、ビジネスにもエチケットやマナー
があります。

	1−1	 エチケットとマナーの重要性

❶　エチケットとは、よりよい人間関係を築き、互いに快適な社会生活を送る

うえでの基本的な考え方である。このエチケットを行動化したものがマナー

である。

❷　エチケットには３つの段階がある。私たち社会人には、第１・２段階をク

リアしていることを前提に、第３段階のエチケットが求められる。

❸　エチケットやマナーを判断するうえで重要な目安となるのが、「ＴＰＯ」で

ある。
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第 1 章／ビジネスに求められるエチケットとマナー 
　

ここで、エチケットの３つの段階を整理します。

エチケット

第１段階

・「人に迷惑をかけない」という考え方
スムーズに社会に順応するために、幼い頃から家庭でし

つけられる。

第２段階

・「相手によい印象を与えよう」とする考え方
他人に不快な思いをさせないという基本から出発し、集

団生活の中で周囲に適切な接し方ができるように学生時代

に養う。

第３段階

・「相手の立場や人格を尊重する」考え方
周囲の人とよりよい協力関係や信頼関係を築き、互いに

快適な社会生活を過ごすために、社会人として求められる。

Step 3　ビジネスのＴＰＯに気をつける
あなたは「ＴＰＯ」という言葉を知っていますか。ＴＰＯとは、エチケットやマナー

を判断するうえで重要な目安となる、３つの言葉の頭文字です。

ＴＰＯはエチケットやマナーに厳しい欧米社会で体系づけられた判断基準で、その考

え方が日本の伝統的な礼儀や習慣とあいまって、今の私たちの生活に息づいています。

そのため、このＴＰＯを基準にすると、ビジネス社会における基本的なエチケットやマ

ナーを、比較的簡単に判断して行動に移すことができます。

Ｔ＝ time：時間（午前か昼間か夕方以降か、勤務時間かプライベートの時間か）
Ｐ＝ place：場所（職場か、訪問先か、公共の場か、プライベートの場か）
Ｏ＝ occasion：場合（そのとき同席する人との人間関係、公私の別）

ONE POINT
［食事の基本マナー］
各国にはそれぞれの食文化があり、その文化に合ったテーブルマナーがありま

す。いずれの国でも、食事中に大声をあげて騒がないことや、口の中に物が入っ

ているときに大きく口を開けてしゃべらないこと、クチャクチャと音をたてて食

べないこと、食器をガチャガチャとぶつけないことなどが共通したマナーです。

食事のマナーについては、一般教養書や実用書として数多くの本が出版されて

いるので、これらの書籍を参考にしてください。
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新社会人のビジネス・ベーシックコース
パワーアップ・ハンドブック

パソコン1
入社前の準備の１つとして、パソコンを少しでも覚えておきたいの

ですが、何をやっておけばよいでしょうか。また、タッチタイピン

グはできないといけないものですか。

学生の間は、仕事でどの程度パソコンを使うのかわからず、どのレ

ベルまで習得しておけばよいのか迷ってしまいますね。あまりパソ

コンに馴染みがないなら、まず学校やインターネットカフェで、パソ

コンに慣れることをおすすめします。今のパソコンはごく初歩的な知

識があれば基本的な操作ができるようになっているので、あとは仕事

を通じて慣れていけます。企業によっては、導入時に簡単なＯＡ研修

を実施することもあります。パソコン教室などに通う場合は、会社に

よって使用ソフトが異なるので、先に採用担当部署へ問い合わせてく

ださい。タッチタイピングはできなくても大丈夫です。

A

Q

A

インターネット2
インターネットのホームページ（以下ＨＰ）は、どう仕事に役立て

るとよいのですか。知りたいことを検索しようとしても、信用に足

るのか心配なうえ、あまりに多くて迷ってしまいます。

情報は収集するだけでなく、その取捨選択が難しいですね。ビジネ

スでＨＰ閲覧を活用するケースとして、まず未開拓のセールス先や

新規取引先を探したり、初めて訪問する企業の事業内容を事前に把握

することが挙げられます。また、仕事で何かの情報や知識を得たいと

きは、官公庁発表の統計や公的研究機関、新聞社、テレビ局などの大

規模な調査結果などを選ぶとよいでしょう。これらは、まずデータと

して信用できるはずです。ただし、更新日付が最新のデータを選びま

しょう。また、それを２次使用する場合は掲載許諾などの確認が必要

になります。

A

Q

A

02-18_本文.qx_qx33  2014.09.03 09:38  ページ 4



新社会人のビジネス・ベーシックコース
パワーアップ・ハンドブック

Ｈ○○人事―○○

○年○月○日

部長各位

人事部長

マナーアップリーダー会議開催の件

顧客満足強化活動の実施に伴い、各部門のマナーアップリーダー

会議を下記のとおり開催しますのでお知らせします。全社的なマナ

ーアップに貢献できる社員を指名し、ご連絡ください。

記

１．日　　時　　　　○月20日（月） １３：００～１６：００

２．場　　所　　　　本社　第１会議室

３．人選について　　各課ともに、入社２～４年の若手社員１名を

目安として指名し、○月10日までにご連絡く

ださい。

以上

（担当：木下　内線64）

20

＜社内文書・通知連絡書の例＞
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33

外部環境の変化とキャリアビジョン

働き続ける上で、自ら目指す将来像「キャリアビジョン」をもつことは

重要です。キャリアビジョンを思い描くときには、自分だけが成長し変

化するのではなく、世の中も変わることを視野に入れておくことが求め

られます。

＜環境変化でビジョンも変わる＞�
「これは一生の仕事」と決めていても、さまざまな変化によって事態や状況

が変わることがあります。企業を取り巻く外部環境や仕事に対する社会的ニー

ズの変化、人間関係や家庭の事情による個人の環境変化などがあるからです。�

そこで、キャリアビジョンを設定する際には、将来自分を取り巻く外部環

境が、変化することを前提にして柔軟性をもたせましょう。ビジョンに柔軟

性をもたせる方法やコツは、仕事を通じて経験的に得られます。また、上の世

代の人たちから、過去にどんな環境変化があり、そのときにどう対応・適応

したかを聞くことも、大きなヒントになります。�

＜外部環境の変化を知ろう＞�
環境変化を知るには、外に向かってアンテナを張り、変化のきざしや動き、

方向性を読むことが大切です。また、過去の環境変化を知り、それぞれの変

化が進んだ方向を知ることも１つの方法です。あなたが生まれてからでも、

外部環境の変化によって衰退した産業や職業がある一方、過去には想像もで

きなかったようなビジネスや職業が生まれています。�

だから�
！�

いくつかの�
キーワードで�

過去の環境変化の一例を見てみよう⇒

＊外部環境の考え方は、テキスト１第１章で確認してください。
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