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学内インターンシップに参加する
学生のみなさんへ

▼
［学内インターンシップで大切なこと］

▼
学内インターンシップは｢組織｣や｢仕事｣を体感することができ、
社会で働く上でマナーや自信を深める良いチャンスになります。
学内インターンシップを通じて、仕事に対して興味を深めたり
知識の向上にとどまらず、仕事観や人生観を創造して人間力を
高めて下さい。

▼
［学内インターンシップの勤務心得］

▼
◎勤務中は学生ではなく、職員として業務を行う
◎遅刻や無断欠勤をしないこと
◎勤務中にふさわしい身だしなみや服装であること
◎勤務中に知り得た内容・個人情報は外部に漏洩しないこと
◎勤務中に問題が発生した場合は迅速に担当職員に申し出ること
◎勤務時間内の所在は明確にしておくこと
◎業務連絡は怠らないこと
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Ｔｈｉｎｇｓ　ｔｏ　ｄｏ
「やらなければいけないこと」をしっかりと理解し、
事前準備から終了後までぬかりなくやりとおしましょう!

Ｃｏｒｐｏｒａｔｅ　Ｐｒｏｆｉｌｅ
学内インターンシップは学内における勤務になります。
しかし、将来みなさんは会社に勤務することになります。
現在興味がある会社や業界について事前に研究してみてはいかがでしょうか？

▶目標管理シートの事前欄を記入したか	 □
▶筆記用具やメモ帳などを用意したか	 □
▶学生スタッフ向けビジネスマナー研修に出席したか	□
▶学生スタッフガイドブックを熟読したか	 □
▶スケジュールを確認したか	 □

▶目標管理シートの事後欄を記入したか	 □
▶実習終了後に目標管理シートを提出したか	 □
▶目標管理シートを踏まえて振り返りを行ったか	 □

インターンシップ前にすること

インターンシップ後にすること

連絡先１（所属先及び担当職員の連絡先記入）

所属部署 （　　号館） TEL

担当職員 TEL

連絡先2（所属先及び担当職員の連絡先記入）

所属部署 （　　号館） TEL

担当職員 TEL

　

▶企業名	 ▶業界名	

▶代表者名
　

▶設立年　　　　　　　　▶資本金	　　　　　　　▶従業員数
　

▶売り上げ	 ▶経常利益
　

▶本社所在地
　

▶主な支店所在地
　

▶取引先
　

▶企業理念・社訓
　

▶会社のビジョン

　

▶業界について
　（動向や将来）
　

チェック 日付
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▶事業内容

　

▶メインの商品・サービス

　

▶業界順位・製品のシェア

　

▶競合会社
　

▶競合他社と比べての特徴や長所

　

▶気になる点

　

ビジネスマナー
どのような職種、業態で働いている社会人であっても、全員に共通する最も基本的な決まりごとがマナーです。

敬語、挨拶、その他ビジネスシチュエーションにおける振る舞いが
将来会社に勤める上で評価につながり、ビジネス社会の一員として認められていくステップとなります。

Ｃｏｎｔｅｎｔｓ

基本のマナー …………………………… ⑥
　―身だしなみ― ……………………………… ⑥
　―挨拶―……………………………………… ⑦
　―敬語①―…………………………………… ⑧
　―敬語②―…………………………………… ⑨

話し方の基本 …………………………… ⑪
　―上手な話し方・聞き方― ………………… ⑪

仕事の進め方 …………………………… ⑫
指示の受け方 …………………………… ⑬
報告・連絡・相談の仕方 ………………… ⑭
電話応対………………………………… ⑯
　―受け方・取り次ぎ方― …………………… ⑯
　―不在時対応―……………………………… ⑱

来客応対………………………………… ⑳
　―出迎え～ご案内― ………………………… ⑳
　― 応接室～お見送り― …………………… �

訪問のマナー …………………………… �
名刺交換の仕方………………………… �
ビジネス文書の基本 …………………… �
　― メールの書き方― ……………………… �
　― Faxのマナー― ………………………… �
付録：活動記録
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基本のマナー ―挨拶―
仕事は挨拶に始まり、挨拶に終わります。

そう、挨拶は全ての基本なのです。
いつでもどこでも明るい挨拶ができるようになりましょう。

挨拶の仕方 シーン別・よく使われる挨拶

元気にハキハキと
あいさつの言葉は、元気にはっき
りと口に出す。語尾をのばしたり
しないように。

相手の目を見て笑顔で
相手と目を合わせるのが基本。
自然な笑顔は、声も明るくする。

自分からすすんで
積極的に声をかける。目上の人に
は立場が下のものからあいさつ
をするのがマナー。

出勤した時 おはようございます

社内で社員同士が
出会った時 お疲れ様です

社内でお客様と
出会った時

いらっしゃいませ、
こんにちは

退社するとき お先に失礼します、
お疲れ様でした

入室・退室のとき 失礼いたします

了解したとき かしこまりました

何かを依頼するとき よろしくお願い
いたします

3種類のお辞儀 お辞儀は相手と視線を合わせてから、ゆっくりと行うのが基本です。3種
類あるお辞儀を場面に合わせて使い分け、心をこめることが大切です。

人とすれ違う、お茶を出す、
人の前を通る時に使う軽い
お辞儀の仕方

出社や退社、
応接室への出入り、
上司の指示をうけたときなど

深い感謝、謝罪、
無理を頼む、
紹介を受けたときなど

 
会釈

 
敬礼

最敬礼

♀

♂

基本のマナー ―身だしなみ―

あなたの身だしなみを
いますぐチェック！ 

記載されている身だしなみは社会人として一般的なマナーになります。学内インターシップ参加中では
頭髪のカラーリングやピアス、短いまたは極端に長いズボンやスカート、サンダルは勤務に適したものではありません。

学生の本分を自覚し節度ある身だしなみで勤務しましょう。

髪・顔
▶伸びていないか 
▶寝ぐせはないか 
▶清潔か 
▶整髪料などのにおいが

強くないか 
▶髭の剃り忘れや剃り
　残しはないか 
▶鼻毛は伸びていないか 

服装
▶シャツのえりや袖口は汚れていない

か 
▶ネクタイの結び目はきちんとしてい

るか 
▶シャツにアイロンはかかっているか 
▶スーツのシミ,シワ,汚れ,テカリはな

いか 
▶ボタンがとれていないか 
▶ズボンに折目はついているか 
▶ポケットにものを詰め込み
　すぎていないか 
▶ハンカチは清潔か

爪
▶伸びていないか 
▶汚れはないか  

靴
▶靴はよく磨いてあるか 
▶靴のかかとのすり減り

が無いか 
▶靴下は清潔か

髪・メイク
▶髪は清潔にすっきり
　まとまっているか 
▶メイクはナチュラルか 
▶香水をつけていないか  

服装
▶アイロンがかかっているか 
▶すそのほつれなどないか 
▶襟ぐりなど開きすぎていないか 
▶アクセサリーは控えめか 
▶ハンカチは清潔なものか   

爪
▶伸ばしすぎていないか 
▶マニュキアの色は控えめか 

足元
▶靴はよく磨いてあるか 
▶ストッキングの伝線は

ないか 
▶ヒールの高さは適当か

男性

女性

15度 30度 45度
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基本のマナー―敬語編①―
敬語はビジネス会話の基本です。 

敬語の基本をしっかりと理解して、相手を敬っているという気持ちを 
言葉で伝えられるようにしましょう。

3種類の敬語

よく使われる敬語

尊敬語
相手を敬って使う言葉。相手
の動作や状態を表す時に使
う。

謙譲語
自分がへりくだることによっ
て相手を立てる言葉。自分の
動作や状態に使う。

丁寧語
物事を丁寧に表す言葉。

例
▶3時に山田課長がいらっしゃいます。 
▶佐藤さんは帰られました。 
▶社長はご欠席なさるそうです。

例
▶2時までにおうかがいします。 
▶私がお届けします。 
▶座らせていただきます。

例
▶報告書です。 
▶ご住所はどちらですか？ 
▶今、駅にいます。

基本 尊敬語 謙譲語 
言う おっしゃる 申す、申し上げる 
聞く お聞きになる うかがう 
行く いらっしゃる うかがう、参る 

来る いらっしゃる、見える、 
お越しになる、おいでになる 参る、うかがう

する なさる、される いたす、させていただく 
会う お会いになる お目にかかる 
見る ご覧になる 拝見する 

基本のマナー ―敬語編②―
敬語は、話す相手によって使い分ける必要があります。

ビジネス特有の敬語と、
敬称のつけ方や組織の呼び方を紹介します。

ビジネスシーンで良く使われる言葉

よく使う単語 言い換え

今日 本日

昨日(きのう） 昨日(さくじつ)

明日 明日(みょうにち)

わたし・ぼく わたくし

もう一度 改めて/再度

後で 後ほど

さっき 先ほど

前に 以前

もうすぐ まもなく

すぐに ただいま

今度 このたび

こっち こちら

あっち あちら

そっち そちら

どっち どちら

じゃあ それでは

よく使うフレーズ 言い換え

わかりました かしこまりました
承知いたしました

わかりません わかりかねます

できません いたしかねます

いいですか よろしいでしょうか

どうですか いかがでしょうか

どうしますか いかがなさいますか

そうです さようでございます

Check!!

ビジネスにふさわしくない
表現に注意！
▶若者言葉
マジで、やばい、～っすか？等

▶ら抜き言葉
見れない、来れない、出れない等

▶あいまいな表現
いちおう、適当に、とりあえず等
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×
×
×
×

○
○
○
○

ＮＧ敬語例

二重敬語 一つの敬語に、二重、三重に敬語を重ねるのは誤り。

もうご覧になられましたか？ ⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨もうご覧になりましたか？

お戻りになられる ⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨お戻りになる

おっしゃられる ⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨おっしゃる

相手に謙譲語を使う 自分の動作に対して使うのが謙譲語。混合しないように注意を！

いかがいたしますか？ ⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨ いかがなさいますか？

お客様がいらっしゃっております ⇨⇨⇨⇨ お客様がお見えです(いらっしゃっています)

弊社の田中課長がおっしゃっておりましたが ⇨ 弊社の課長の田中が申しておりましたが

自分に尊敬語を使う 自分の動作などについては尊敬語は使わない。

課長にお伝えします ⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨課長に申し伝えます

私がお話になったとき ⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨私が申し上げたとき

ご捺印をさせていただきました ⇨⇨⇨⇨⇨捺印をさせていただきました

その他間違いやすい表現 ものには尊敬語は使わないなど、気をつけたい表現があります。

(上司に)ご苦労様でした ⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨お疲れ様でした

素敵なネクタイでいらっしゃいますね ⇨素敵なネクタイですね

話し方の基本―上手な話し方・聞き方―
話し方や聞き方にもマナーがあります。

会話をスムーズにするためのポイントを押さえましょう。
また、簡潔で具体的な話し方を心がけましょう。

話す時に気をつけたいこと

聞く時に気をつけたいこと

相手の目を見る
話すときは体を相手の方へ向け、視線を
合わせる。

相手の目を見て
うなずきながら聞く

具体的に話す
○いつ、どこでなど5W1Hの情報をおさ

えて具体的に話す。
○日時や数量などについては、具体的に

数字をあげ、あいまいな表現を避ける。
○話の要点を簡潔にまとめる。明るくハキハキと

相手が聞き取りやすいペースで、明るく
はっきりと話す。

話の腰を折らない
相手の話を最後まできちんと聞く。質問や
確認事項は、相手が話終えてから。

相手に伝わる言葉で
相手に合わせてわかりやすい言葉を選ぶ。
専門用語やカタカナ語を多用しないこと。

適切なあいづちを打つ
相手の話をきちんと理解し､興味を持ってい
ることを示すために､タイミングよくあいづ
ちを打つ。

When いつ

Where どこで

Who だれが

What なにを

Why なぜ

How どのように

5W1Hとは、上の6項目のこと。わかりやすく、効率的に
話すための基本。

そ
う
で
す
ね
。 

●10 ●11

KIT_IS_book_決定.indd   10-11 11.3.18   4:14:17 PM



P

A

D

C

指示の受け方仕事の進め方
仕事は指示を受けることから始まります。

確実な仕事をするためにも、
指示の内容をしっかりと把握しなければいけません。

仕事の進め方には一定の方法があります。一般的にPlan・Do・Check・Action、
そしてPlanに戻る一連の流れの輪をマネジメントサイクルと言い、

仕事の進め方の基本とされています。また４つの頭文字をとって｢PDCAサイクル｣と呼びます。

指示を受ける基本ステップ仕事の流れの基本

❶呼ばれたら返事をする
電話中、接客時以外は、呼ばれたらす
ぐに返事をして上司のもとへ行く。

計画を立てる（Plan）
仕事の目的・目標を把握する。仕事の
手順・方法を考える。期限・達成水準を
定め、計画する。

❹指示の内容を確認する
指示の内容を復唱し、間違いがないこ
とを確認する。要点をまとめて述べる。

「終わり次第ご報告します」「○時まで
に仕上げます」など＋αの一言を添えて
安心感を。

処置・改善する（Action）
目的通りでない場合、行われてない箇
所について、再度計画して実行する。
行えた場合は上司に終了報告する。

❷メモを取りながら聞く
上司の斜め前に立ち、指示を聞く。必
要な部分はメモを取りながら最後まで
聞く。5W1Hを意識してメモをとると
よい。

実行する（Do）
計画に基づいて業務を進める。計画
通りに進行できていない場合は計画
を再検討し、計画変更をする。必要に
応じて上司に報告する。

❸わからないことは質問する
指示を聞き終え、わからないことやあ
いまいな点があったらすぐに質問す
る。わかったふりは禁物。

検討・確認をする（Check）
結果が目的通りに行われたか確認す
る。目的通りに行われている場合は上
司に最終報告、そうでない場合はその
旨上司に報告する。 
目的通りでない場合はなぜ行われな
かったのか確認して次に活かす。 

Ｐｏｉｎｔ！！

▶疑問や不安を残さない
指示を聞いた時、わからないことは遠慮な
く質問すること。あいまいな点を残さず、自
分がやるべきことをきちんと理解する。
複数作業の指示を受けた場合など必要に
応じて優先順位も確認する。

▶メモは大切！
指示を受けるときは必ずメモをとるように
すること。
記憶に頼ると、勘違いをしたり内容を忘れ
てしまって上司に聞き直したりするなどの
ミスが起こりがちに…

上司

中間報告・相談指示・指令

報告・振り返り中間報告

指示・指令

は
い 工

大
君 

は
い 工

大
君 

こ
の
件 

　で
す
が…
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報告・連絡・相談の仕方
報告・連絡・相談を略してホウレンソウと呼びます。

仕事ができる人はホウレンソウがきちんとできる人。
しっかりとポイントを学んで実践しましょう。

報告の基本

連絡の基本 相談の基本

仕事を終えたら必ず報告する
作業が終わっていても、報告するまでは仕
事が終わったことにならない。仕事をやり
終えた時点で、相手から聞かれる前に報
告をする癖をつけよう。

早めに、正確に行う
連絡は、できるだけ早い段階で。とくに予定
の変更などは早めに行うことが大切。憶測
などを交えず、事実を正確に伝える。必要な
ことは1回の連絡で正確に伝えるように！

相談の目的を明確にする
行き詰っている状況を整理し、相談にのって
もらいたいポイントを明確にして臨むこと。

報告はこまめに
中間報告はもちろん、不測の事態が起きた
時にはそのつど緊急報告するなど、こまめ
に報告をする。

指示を出した人に報告をする
報告は指示を出した本人に”直接”が
原則。

正確・確実に伝わる方法で
直接会って連絡するのか、口頭のみでい
いのか、電話か、メールかなど「相手に正
確・確実に伝わる方法」で伝える。

相手の都合を考える
「今、よろしいでしょうか」と相手の確認を
とってから、何についての相談か、どれく
らい時間がかかるかを具体的に伝える。

事実を簡潔に伝える
複雑な内容の場合は、報告そのものに長
時間かからないよう、事前に要点をまとめ
ておく。（５Ｗ１Ｈで整理する。）

込み入ったことは書面で
内容が複雑なものや、ビジュアル化したほうが
わかりやすいものは、要点だけを口頭で伝え、
改めてメールやファックスなどを送付する。

自分の意見は必ず述べる
相談するときは、まず自分で考え、それで
も解決できないことについてアドバイスを
求めるようにする。すべてを相手の判断に
ゆだねるのは無責任。

Point-1 Point-2

Point-3 Point-4

相手の都合を聞く

悪いことほど早めに報告

重要事項は
他人を介して伝言しない

漠然とした相談は避ける

自分勝手な判断をしない

「今少しよろしいでしょうか？」等、相手の都合
を確認し、了承を得てから報告を始める。

ミスやトラブルが発生した時は、すぐに上司や
先輩に報告をし、指示をあおぐ。言いにくいか
らとごまかしたり隠したりしない。

電話で連絡をする場合、重要事項は本人に直
接伝える。本人が不在の場合でも伝言しない。

相手にムダな時間を使わせないよう、ポイント
をしぼって、簡潔に話をする。

迷った時などは積極的に相談を。わかったふり
をしたり、自分勝手な判断で仕事を勧めたりし
ない。

こうして 
　おこう…　 

ま
っ
、

い
い
か

伝
言
し
て 

　
く
だ
さ
い ×
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電話応対 ―受け方・取り次ぎ方―
電話は仕事をするには欠かせないコミュニケーションツールです。

顔が見えない電話では、会って話すとき以上に表情や態度が大切になります。
まずは話し方と、電話の受け方のポイントを学んでいきましょう。

電話がかかってきたら

取り次ぎ方の基本

①すぐ出る 
　(3コール以内) 

◦メモとペンの用意をする。

◦４コール以上待たせた場合は

｢大変お待たせしました。｣の一言を。

②自分の所属と
　氏名を名乗る

所属と氏名をハッキリと名乗る。

例）「夢考房２６号館、学生スタッフの○○です。」

③相手を確認する
◦メモを取りながら確認する。

◦確認の為に復唱する。

「△△課の□□様でいらっしゃいますね。」

④あいさつをして
　内容を確認する

◦外部や企業からの電話の場合、

「いつもお世話になっております。」と言ってから

相手の要件を聞く。

①取り次ぐ相手を
　確認する

◦取り次ぐ相手の氏名を復唱する。

「●●ですね。少々お待ちください。」

②取り次ぐ

◦迅速に職員や技師に取り次ぐ。

「●●さん、△△課□□様からお電話です。お願いします。」

◦用件を聞いていた場合

「△△△の件でご質問があるそうです。」

電話の近くにメモとペンを！
メモと筆記用具はつねに電話の近くに置いておく。デスク周りを整理整頓すれば用件に関する
資料もすぐに取り出せる。
　

電話機の機能を把握する！
保留にする、転送する…などたくさんある機能を使いこなせるようにする。
　

学内の人をしっかりチェック！
学内の人の顔と名前を覚えておくと、取り次ぎがスムーズに。

スムーズな電話応対のために

トラブル防止のポイント

相手が名乗らない時
名乗らないからと言って、だれかわからない
まま電話を取り次ぐのではなく、必ず会社名
と名前を確認すること。

「失礼ですが、どちら様でしょうか？」

聞き取りにくい時
聞き直すことはムダではないので、その
ままにせず、必ずわかるまで確認をするこ
と。

「恐れ入りますが、もう一度おっしゃってい
ただけますか？」

わからないことを聞かれた
ごまかしたり知ったかぶりをしない。どこ
に取り次げばよいかわからないときは、ま
ず上司に伝え指示をあおぐ。「申し訳あり
ません。その件については私ではわかり
かねますので、わかる者におつなぎいたし
ます」
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電話応対 ―不在時対応―
取り次ぎ先の担当者が席をはずしていたら、休みだったら…。
かかってきた電話の取り次ぎもさまざまなケースがあります。

どんな場合にも電話を受けた人が相手の希望に沿って適切に対応しなければいけません。

担当者が不在の時は…

ケース別シュミレーション

電話中の担当者に電話。
先方がそのまま待つと
言った

「それでは少々お待ち下さい」
電話中の担当者に先方が切らずに待っている
ことをメモで渡す。

30秒以上は待たせないこと。すぐに出られそう
にないときには

「お待たせしております。まだしばらくかかりそ
うなので、折り返しかけさせていただきますが」

折り返しの連絡を
頼まれた

「かしこまりました。念のため、ご連絡先を教え
ていただきますか？」
◦電話番号、社名、名前を確認。
◦復唱してもう一度確認もする。

「わたくし学生スタッフの○○と申します。確か
に●●に申し伝えます。」

先方がかけ直すと言った
「恐れ入ります、△△課の□□様ですね」
相手の社名と名前を最後にもう一度確認。

「お電話頂きました旨、●●にお伝えいたしま
す。学生スタッフ○○が承りました。」

伝言を頼まれた
「はい、承ります」
メモを用意し、内容を確認。
メモを見ながら内容を復唱。

「復唱します。□□様、用件は～、電話～でよろ
しいですね。学生スタッフ○○が承りました。」

Case1

Case3

Case2

Case4
伝言メモの書き方

指名された担当者が不在で電話に出られなかった場合は、伝言メモを作成して、伝える必要があります。

宛名
指名された人の名前を記入。
　日付、時刻
電話を受けた日付、時刻を記入。
　相手の社名、名前
漢字がわからない場合は、カタカナで書
いておく。
　用件
ポイントをしぼって簡単に。
　受けた人の名前
自分の名前を。メモを見た人が質問をす
る場合もある。

内容チェック 伝言メモ　　　　　　　		7月13日(水）15:10

○○様 　Ａ会社　
　　◇◇　様	より

□　電話あり
□　折り返し電話下さい
　　(番号;　　　　　　　　　）
■　また電話します
■　下記伝言あり

明日の打ち合せの開始時間を
14時から15時に変更してほしい。

　　　　　　　　　　受付；△△

①取り次ぐ相手が
　不在の場合

◦不在を詫びる。

｢申し訳ございません。●●は只今席を外しております。」

｢申し訳ございません。●●は本日帰宅されました。｣

◦情報の提供や、提案する。

「戻りましたらお電話いたしましょうか。ご連絡先を教えてください。」

｢伝言を承りましょうか。｣

②用件の確認する
◦復唱する。

「復唱します。□□様、用件は※※、電話※※で、よろしいですね。●●に

伝えておきます。学生スタッフの○○が承りました。失礼いたします。」

△
△
課
の 

　
　□
□
様 

　
　
　で
す
ね
。 

恐
れ
い
り
ま
す 

●18 ●19

KIT_IS_book_決定.indd   18-19 11.3.18   4:14:18 PM



来客応対―出迎え～ご案内―
来学（来社）するお客様一人ひとりに対して、「大学（会社）の顔」として応対することが

「大学（会社）への信頼」を作る大きな力となります。
基本をふまえたうえで、状況に応じた対応ができるようにしましょう。

出迎え方の基本

①席を立ち、
　挨拶をする

専用の受付がない場合は、来客に気付いたらすぐに席を立ち、あいさつ

をする。率先して応対するように。

②社名や所属、
　氏名を聞く、
　担当者を聞く

相手が名乗ったら復唱する。

「△△課の□□様ですね。少々お待ちください。」

相手が名乗らない場合は確認する。

「失礼ですが、どちら様でしょうか。」

③取り次ぐ
的確に相手に伝える。

「●●さん、△△課の□□様が面

会です。」

用件を確認し、内容に応じて適性

な担当者に取り次ぐ。

④担当者が
　不在の場合

事情を説明し、相手の意向を確認

する。急ぐ場合は、担当者の上司

など代理人に応対してもらう。

「申し訳ございません。●●は会

議が長引いておりまして、あと５

分ほどで戻ってまいります。恐れ

入りますが、お待ち頂いてもよろ

しいでしょうか」

伝言があれば聞き、担当者に伝え

る。「申し訳ございません。担当者

は、ただ今外出しております。ご

伝言を承りましょうか？」

アポイントメントがある場合 アポイントメントがない場合

案内の仕方

❶行き先を告げる
受付などから離れたところに案内する
場合は、歩き出す前に行き先を告げる。

「2階の応接室にご案内いたします」

❹曲がるときは
　方向を指し示す
お客様がとまどわないよう、廊下を曲
がるときは進行方向を手で示して声を
かけてから曲がる。他にも階段を上る、
エレベーターに乗るなどの時には一言
を添える。

❷前に立って先導する
前に立っている人は、お客様の2,3歩
斜め前を様子をうかがいながら歩く。
お客様が廊下の中央、自分は壁に近
い側を歩き、自分の後姿がお客様の
正面にならないように身体を斜めにし
て先導する。

❸歩く速度は
　お客様に合わせる
ときどきお客様の方を振り返り、歩く
ペースをお客様に合わせながら先導
する。また、お客さまの荷物が多い時
には「お荷物、お持ちしましょうか」な
どの配慮も。

エレベーターの乗り降り

①お客様を先に乗せる
ドアが開いたらボタンを押したままお客さまに先
に乗ってもらう。「どうぞ、お乗りください」

②エレベーターを操作する
お客様をエレベーターの奥へうながし、案内人
の自分は操作盤の前に立ち、エレベータの操
作をする。お客さまにお尻を向けないこと。

③お客様を先に降ろす
目的階で止まったら、“開”ボタンを押したまま
お客様を先に降ろす。

「こちらでございます」

Point

エレベーターの席次
エレベーターの中では、操作盤の前が下座
で、奥が上座。

操作盤 出入り口

応
接
室
に 

ご
案
内
し
ま
す 

1

4

2

3

●20 ●21

KIT_IS_book_決定.indd   20-21 11.3.18   4:14:19 PM



●出入り口から遠い方が上座、一番近い席が末席。
●三人がけの長椅子の場合、出入り口から遠い順に上座。
●絵画などを正面から見られる席が上座。

来客応対―応接室～お見送り―
席次に注意したい応接室での基本的な動きを

部屋への通し方からお茶の出し方、
お見送りの仕方までを紹介します。

応接室への通し方

①ノックする 応接室の前で立ち止まり、お客さまにひと声かけてからノック。「こちら
でございます」

②ドアを開け、
　室内を確認

ドアを開け、テーブルが片付いていることを確認する。担当者が入室し
ている場合は「どうぞ」という返事を待ってから開ける。「どうぞ、お入り
ください」

③担当者に声をかけ、お客様を通す。
担当者にお客さまの名前を告げ、お客様を室
内に通す。

「□□様がお見えになりました」(担当者に）
「どうぞ、お入りください」（お客さまに）

③お客様を通し、上座をすすめる。
「どうぞ、お入りください」「どうぞ、こちらにお
かけください」

④担当者が来ることを伝える。
「●●はすぐにまいります。少々お待ち下さい」

⑤退出する
出入り口の方で、お客さまのほうを向いてあいさつし、会釈して退出する。

担当者が入室している場合 担当者が入室していない場合

席次の基本：上座の見分け方

①
②
③

④

⑤

お茶の出し方

①お茶を用意する
茶碗などにカケ、ヒビが無
いか確認した上で、茶碗な
どを人数分用意。茶托と茶
碗は別々にのせて出すよ
うにします。

④上座から順に出す
茶碗を乗せた茶托を両手
で持ち、「どうぞ」と声を添
えて上座から順に出す。

②ノックして入室
応接室のドアをノックし、
返事を待ってからドアを開
ける。「失礼いたします」と
声をかけ、会釈して入室。

⑤あいさつして退出
全員に出し終えたら、お盆
を持って退出。

「失礼いたしました」軽く会
釈する。

③お盆を下手に置く
お盆をサイドテーブルの
下手側に置く。茶碗の底を
ふきんで拭き、茶托に載せ
る。

お茶を置く位置
お茶はお客様の右斜め前
に出すのが基本・・・。ただ
し資料が広げてあるなど
で資料を置けない場面は

「こちらでよろしいでしょ
うか」と言って置く。

仕上げはていねいなお見送りで

①訪問のお礼を述べる
「本日はお忙しいところ、ありがとうございました」とおじぎしてから、出入り口のドアを開けます。

②ドアを開け、お客様を通す
応接室にお客様を通した時と同様、ドアを開けてお客さまから退出してもらう。

③挨拶をして見送る
見送りは 基本的に玄関まで。約10秒間、お客様が見えなくなるまでおじぎをして見送ります。ビ
ルの中にあるオフィスならエレベーターで、ドアが完全に閉まるまでおじぎをします。車の場合は
走り出して車が見えなくなるまでが原則です。

check！

どうぞ
失
礼
し
ま
し
た 

knock！

はい、
どうぞ

来
客
用

社
員
用

出入り口

絵
画
等
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社
長金沢 

一
郎

部
長石川 

治
郎

営
業野々

市 

治 

訪問のマナー 名刺交換の仕方
ビジネスでは来客を迎えるだけではなく、自分から訪問する機会が多くあります。

大学（会社）の代表として訪問すると言う重大な任務で、
仕事を進めていく上で重要なポイントになります。

ビジネスではじめて会う相手とは、
必ず名刺交換をします。

基本的な流れやマナーをきちんと覚えておきましょう。

訪問前日までにしておくこと

●アポイントメントを取ること
時間的な余裕を持って連絡し、相手の都合を尊重した上で訪問日時を決める。

●相手の会社に関する情報を集める
業務内容などの基本情報や、業界のニュースなど、訪問目的に応じた情報収集が肝心。場所や移
動にかかる時間も調べておく。

●必要な資料類をそろえる
当日に必要な物は早めに準備する。先方の都合で面会する人数が増える可能性もあるので、資
料や名刺は多めに持っていく。

名刺交換の基本

①必ず起立して
　渡す
座っている場合は
立ち上がり、相手
の正面に姿勢を
正して立つ。間に
テーブルがある場
合は、テーブルを
回り込んで相手の
前へ移動する。

④相手の名刺を
　受け取る
必 ず 両 手 で 受 け 取 る 。

「ちょうだいいたします」
とあいさつする。

②下の者から
　上の者に出す
訪問者が先に差し出すのが
原則。渡す相手が複数の場
合は役職が上の人から渡
す。上司と一緒のときは、上
司が交換
してから
行う。

⑤名前を
　確認する
相手の名前を復唱してあ
いさつする。読み方がわか
らないときは、その場で訪
ねてよい。

⑥テーブルに
　並べる
受け取った名刺は、面談中
はテーブルの上に出して
おく。先方が複数の場合
は、着席している順に並べ
ておくとよい。

③名前を名乗って
　差し出す
　　　　　社名、部署名、
　　　　　　名前を言う。
　　　　　　　名前はフ
　　　　　　　　ルネー
　　　　　　　　  ムで。

訪問当日の動き方
①身だしなみを整える
取り次ぎを頼む前に、ホールや化粧室などで髪
やメイクを整える。靴の汚れ、ネクタイの緩みも
チェックする。

③取り次いでもらう
自分の会社名と名前、尋ねる相手の部署名と
名前、アポイントがある旨を伝えます。

⑤打ち合せ・商談
担当者が来たらすぐに立ち上がり、椅子の横に
立ってあいさつをする。打ち合せ・商談の用件
は簡潔に、順序立てて話す。

②約束の10分前に
　到着する
玄関前でコートを脱ぎ、携帯電話の電源を切
る。約束の時間になったら取り次ぎを頼む。

④応接室・会議室で待つ
会釈して入室し、席をすすめられたら「ありがと
うございました」と言って着席。特に指示がな
ければ下座に座って担当者を待つ。

⑥退室する
訪問した側から話を切り上げ、時間を割いても
らったお礼を述べて退室する。

●名刺を忘れてしまったら
「申し訳ございません。あいにく名刺を切らしておりまして…」と謝罪する。その後「□□社○○
です」とフルネームで名乗る。次回の訪問時に名刺を渡すか、名刺を郵送する。
　
● 先方から先に名刺を出されたら
目上の人から先に名刺を差し出された時は、そのまま受け取る。その後、「申し遅れました」と
言葉を添えて自分の名刺を差し出し、名乗って挨拶する。

社
長

金
沢 

一
郎

社
長

金
沢 

一
郎

工
大
太
郎
で
す 
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ビジネス文書の基本
ビジネスには文書がつきもの。

口頭だけでは勘違いの可能性もあり、信頼性にかけるため、報告、提案、契約などを文書化します。
ビジネス文書はビジネスを正しく円滑に進めるためのもの。正確・簡潔・明瞭が基本です。

社内文書の基本フォーム

ビジネス文書のルール

社外文書の基本フォーム

書式の決まりを守る
1件の内容につき1つの文
書で、A4サイズの用紙に
横書きする。5W1Hを意識
して具体的にまとめる

発信前に内容を確認
書き終えたら必ず読み返
し、内容の誤りや誤字脱字
がないことを確認し、上司
などの承認を得る

控えをとって保管する
問い合わせなどはあったと
きのため、発信前に必ずコ
ピーをとり、会社や部署の
ルールに従って保管する

学生スタッフ各位

C株式会社
営業部　木村様

月例のスタッフ会議を、下記のとおり開催しますので、
出席をお願いします。

1,	日時　A年B月B日(C)　D時D分
2,	場所　夢考房４１号館○○室（41．●●●●）
3,	議題　
　　　　(1)◇◇◇◇◇◇◇◇
　　　　(2)□□□□□□
　　　　(3)△△△△△△△　

以上

拝啓　時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
　さて、貴社お取り扱い商品のうち、下記の商品を注文いたします。支給
お手配をお願い申し上げます。

敬具

記

1,		品名　○○○
1,		数量　○○個
1,		納期　○月○日

以上

スタッフ会議開催のご案内

○○○注文書
記

NO,1234566
A年A月A日

夢考房　学生スタッフ
工大　太郎

NO,1234566
B年B月B日

金沢工業大学
夢考房

工大　太郎
石川県石川郡野々市町*****X

TEL:076-###-####
FAX:076-000-0000

文書番号
社内のルールに従って
記入。

文書番号
社内のルールに従って
記入。

発信者名
会社名だけではなく、住
所なども記入。

発信者名

結び
最後は「以上」で結ぶ。

宛名
部署宛なら「御中」、個
人宛なら「様」または「役
職名＋殿」、複数に送る
場合は「各位」。

宛名
正式な会社名、部署名、
氏名を入れる。敬称は

「御中」「様」「各位」を
使い分ける。

件名
文章の内容がひと目で
わかる見出しをつけ、目
立つように書く。

本文
時候のあいさつなどは
不要。必要なことだけを
具体的に書く。

件名
文章の内容がわかる見
出しをつける。

本文
前文→主文→末文の構
成でまとめる。頭語と結
語も忘れずに。

別記
日時、品名、金額、数量
など、具体的な内容は
記としてまとめ、箇条書
きにする。

別記
日時や場所などは、本文
とは別に箇条書きでま
とめる。
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ビジネス文書の基本―メールの書き方― ビジネス文書の基本―Faxのマナー―
相手の都合に関係なく、手軽に送れる便利なEメール。

ただし、相手がいつ見るかはわからないので注意が必要です。
Faxは今すぐ書類を送りたい場合に最適です。

しかし、不注意でのミスも起こりやすいツールですので、注意しましょう。

メールの基本

送信状の書き方

平成A年A月A日

FAX送信状

◇◇◇株式会社　△△△部
□□様

	金沢工業大学
夢考房学生スタッフ

工大　太郎
石川県石川郡野々市町・・・・・・
TEL：076ー###ー1234			
FAX：076-###-4321

E-mail：ZZ@ZZZ.co.jp

お世話になっております。

下記の通りFAXを送信いたします。

ご査収のほどよろしくお願いいたします。

送信枚数2枚（本状を含む）

タイトル
内容が具体的にわかる件名を
つける。

宛名
送付先の会社名、部署名、担
当者名を大きめに記入。

CC,BCC
同じメールを複数の人に送る場
合はCC。送信先のアドレスを
知らせたくない場合はBCC。

日付
送信年月日を記入。

署名
会社名、部署名、名前のほか、
住所などを書き添える。

連絡事項
送付した書類の内容や、先方
へのメッセージを簡潔に記入。

送付枚数
全部で何枚送ったのか、わか
るように記入する。

本文
◦送信相手が学内関係者でも
必ず「様」をつける事。
◦「お世話になっております」
といったあいさつの後、すぐに
本題に入る。改行を使い、読み
やすいものに。

発信元
自分の会社名、部署名、名前な
ど、先方からの連絡に備える
ため記入。

宛先 aaa@aaa.co.jp
CC
BCC
件名 ☆☆☆☆☆プロジェクトに関するご質問の件

◇◇株式会社△△部
□□様　
	
お世話になっております。夢考房学内スタッフの○○です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	
--・--・--・--・--・--・--・--・--・--・--・--・--・
金沢工業大学　夢考房　学生スタッフ
工大　太郎
石川県石川郡野々市町 ****
TEL：076ー ### ー 1234			FAX：076-###-4321
E-mail：ZZ@ZZZ.co.jp
--・--・--・--・--・--・--・--・--・--・--・--・--・--

●必ず返信する
間違いなく受診したことを知らせてあげることが大切。
　

●ウイルス対策は万全に
必ずウイルス対策ソフトを使う。予防策もしっかりと！
　

●添付ファイルの形式に注意
添付ファイルが、先方が開ける形式のものか
事前に確認すること。
　

●内容や文章は簡潔に
　

●緊急の用件には使わないこと

メールのマナー

Faxを送るときの注意

送信状をつける
宛名や送信枚数などを記
入した送信状をつけて送
ること。

Fax番号を確認する
送信前に、必ずFax番号を
確認する。Fax送信後に1
本電話を入れ正しく送信さ
れたかも確認。

重要事項は送らない
他人の目にふれる可能性
があるので、重要な情報は
送らない。
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活　動　記　録 活　動　記　録

勤務日 勤務時間 　　　　　：　　　　〜　　　　： 勤務日 勤務時間 　　　　　：　　　　〜　　　　：

確認事項
　

確認事項
　

次回の活動予定
　

次回の活動予定
　

連絡事項
　

連絡事項
　

業務の感想・反省
　

業務の感想・反省
　

〈項目の□にチェックを入れてください。〉

◎業務にふさわしい身だしなみや服装であったか	 □	□
◎遅刻、早退、無断欠勤をしなかったか	 □	□
◎依頼された業務を遂行できたか	 □	□
◎来客者や教職員に対してきちんと挨拶できたか	 □	□
◎正しい丁寧な言葉遣いや態度で対応できたか	 □	□
◎電話の応対はうまくできたか	 □	□
◎業務中に問題が発生した	 □	□
　（内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	 ）

◎発生した内容は解決したか	 □	□
※発生した問題の詳細は連絡事項に記載してください。

〈項目の□にチェックを入れてください。〉

◎業務にふさわしい身だしなみや服装であったか	 □	□
◎遅刻、早退、無断欠勤をしなかったか	 □	□
◎依頼された業務を遂行できたか	 □	□
◎来客者や教職員に対してきちんと挨拶できたか	 □	□
◎正しい丁寧な言葉遣いや態度で対応できたか	 □	□
◎電話の応対はうまくできたか	 □	□
◎業務中に問題が発生した	 □	□
　（内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	 ）

◎発生した内容は解決したか	 □	□
※発生した問題の詳細は連絡事項に記載してください。

本日の業務・課題
優先順位 項目 チェック

A ・ B ・ C

A ・ B ・ C

A ・ B ・ C

本日の業務・課題
優先順位 項目 チェック

A ・ B ・ C

A ・ B ・ C

A ・ B ・ C

※優先順位A〜CはAが優先度・高
　チェック欄は業務が完了していれば「済」など状況を記入

※優先順位A〜CはAが優先度・高
　チェック欄は業務が完了していれば「済」など状況を記入

はい		いいえ はい		いいえ
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