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～デキる人になりたいあなたへ～  
 
ただ楽しく過ごしていた学生時代と違って、社会人になると社会的責任が重くなり、上下

関係にも縛られる ようになります。今まで経験したことのないさまざまな場面にも遭遇す
ることになるでしょう。 
そのときに必要になるのが、基本的なビジネスマナーです。 
 
多くの人は会社の研修で学んでいくことになろうかと思いますが、ビジネスマナーを身に

付けるのは大変なことです。 
 
仕事をしながら覚えるのもいいですが、できるだけ早い段階から知っておくとスムーズに

身につきます。 
 
ビジネスマナーには、以下のようにいくつかあります。  
 

• 服装や身だしなみ 
• 上司や先輩とのコミュニケーション 
• 電話対応・来客対応 
• ホウレンソウ（報告・連絡・相談） 
• 敬語の使い方・ルール 
 

覚えることはたくさんありますが、仕事ができて有能な人というのは、 必ずこのような基
本的なビジネスマナーを心得ているものです。 
 
社会人となったあなたも 
 
「ビジネスパーソンとしてバリバリにできる人になりたい！」 
「周りから認められて仕事を充実させたい！」 
 
と願っているならば、これから紹介することを実践していきましょう！ 
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1.挨拶（あいさつ）  
あいさつはコミュニケーションの基本であり、とくにビジネスの場においては重要な役割

を果たしています。 学生時代にもあいさつは必要でしたが、社会人になるとあいさつへの
目がより厳しくなるのです。  
あいさつは職場の評価・信頼にも大きな影響を与えており、将来のビジネスキャリアにも

直結してきます。  
あいさつがしっかりと出来ていない人というのは、それだけで大きなチャンスを逃してい

ることになるのです。 ここでは、あいさつがよくできていない人のために、好印象を与え
るポイントを紹介しています。 
  

～あいさつの仕方と評価の事例～  

●元気で気持ちのいいあいさつをした  
• 同僚からの人望が厚くなる 
• ビジネスキャリアを積んで昇進へ 
• 取引先から好印象をもたれ契約もスムーズに 

●小さい声で相手の目を見ないであいさつをした  
• 同僚から暗く愛想のない人と思われ、付き合いが悪くなる 
• 上司からの評価が急降下 
• 取引先からの評価も落ち、会社の関係が悪くなる 

～好印象をもたれるあいさつのポイント～  

①笑顔で明るく  
職場の雰囲気を明るくするような笑顔のあいさつを心がけましょう。また、相手に聞こえ

なければ意味がないので ハキハキとした声を出すようにしましょう。ボソボソと小さな声
でのあいさつは上司の怒りを買うことに！ 
②自分から積極的に  
相手のあいさつを待つのではなく、自分から気付いたときに声をかけるようにしましょう。

とくに、上司に先にあいさつを させるようなことはあってはなりません。 
③すべての人にあいさつ  
面識がない他の部署の人にもあいさつをすると、オフィスの雰囲気が明るくなります。配

送や清掃に来てくれる人にも あいさつができるようになるとなおいいでしょう。 
④あいさつに一言追加を  
「昨日はお疲れさまでした」などの一言を付け加えるとよりよい印象をもたれます。 
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⑤毎日続けて習慣化しよう  
評価のために会社内だけあいさつを続けるよりは、普段の生活から自然に習慣化できるよ

うにしていきましょう。  

こんなときはどんなあいさつを使うべき？  
あいさつといっても様々な言葉があります。ここでは社内編と社外編に分けて、ケースス

タディで ふさわしいあいさつを紹介しています。いざとなったときに慌てないように覚え
ておきましょう。 
～社内編～ 
●出社した時 
→（大きな声で）おはようございます 
●外出する時/帰社した時 
→行ってまいります/ただいま戻りました  
●用事を頼む時 
→お手数ですがお願いいたします  
●用事を頼まれた時 
→かしこまりました  
●会議室などに入退室する時 
→失礼いたします（ました）  
●同僚が帰社した時 
→お帰りなさい/お疲れ様でした  
●同僚以外の人に会った時 
→お疲れ様です  
●退社する時 
→お先に失礼します  
～社外編～ 
●訪問先のオフィスに入る時 
→ごめんください/失礼いたします  
●訪問する相手に会った時 
→おはようございます/いつもお世話になっております  
●相手が訪ねてきた時 
→いらっしゃいませ  
●依頼を受けた時 
→かしこまりました/承知いたしました  
●お礼を言う時 
→誠にありがとうございます  
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2.正しい言葉づかい・敬語の使い方  
ビジネスでは正しい日本語を使うことも基本となります。自分では正しいと思っていても、

知らぬ間に間違った 言葉づかいをしている人が多くいます。 
とくに 20代の若い人を中心に、正しい敬語が使えないという傾向が顕著です。 
正しい敬語ならば、上司や取引先からも好印象となり信頼の獲得につながります。 
一方、間違った敬語を使ってしまった場合、 取引先から「社会人の常識がないのかな？」
と思われてしまい、上司からも「この人には取引先とのやりとりは 任せられないな」とい
う評価をもらってしまいます。 
このように、間違った言葉づかいをすると、仕事上のトラブルにつながることもあります。 
ビジネスでは敬語や言葉づかいも大変重要な要素となっているのです。 

～ビジネスでよく使う尊敬語と謙譲語～  

尊敬語は相手に対して使い、敬意を表す言葉です。謙譲語は自分に対して使う言葉で、へ

りくだった ものとなります。それぞれ言いまわしが異なるため、しっかり覚えてマスター
しておきましょう。  

 
尊敬語  謙譲語  

会う  会われる	 お会いになる お会いする	 お目にかかる 

与える  くださる 差し上げる 

言う  おっしゃる	 言われる 申す	 申し上げる 

行く  いらっしゃる 参る	 うかがう 

いる  いらっしゃる	 おいでになる おる 

買う  
お求めになる 
お買い上げになる  

帰る  お帰りになる 失礼する	 おいとまする 

聞く  聞かれる	 お聞きになる うかがう	 拝聴する 

来る  
いらっしゃる	 おいでになる 
お見えになる 

参る 

知る  ご存知 存じている 
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する  される なさる いたす 

食べる  召し上がる いただく 

見る  ご覧になる 拝見する 

もらう  
 

頂戴する 

 
※単語にやたら「お」、「ご」は付けない  
丁寧な言い方のつもりなのかもしれませんが、単語の頭にやたら「お」や「ご」を付ける

のは 避けましょう。次の言い方は NGです。  
• 外来語・・・おコーヒー、おタクシー 
• 公共物・・・お建物、ご学校 
• 動物、色など・・・お犬、お青 
• 自分の物や行動・・・お持ち物、ご出社 

若者言葉は絶対に使ってはいけない！  
とくに最近の若者の間では独特な言葉が流行っています。いわゆる「若者言葉」です。友

達と話すときは 親しみやすく便利かもしれませんが、これをビジネスで使うようなことは
あってはなりません。 
「マジで」「ウザい」「ヤバい」「超～」「ありえねぇ～」「ハンパない」などの言葉は、 相
手に大きな不快を与えることも多いでしょう。これらを学生時代に日常的に使っていた人

は、 早めに直していかなければなりません。 
また、いわゆる体育会系の人がよく使っている「○○ッスね」という言葉もビジネスシー

ンにふさわしくありません。 誰が聞いても不快に感じないような言葉づかいを意識してく
ださい。  
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3.間違いやすいビジネス敬語  
「そんなつもりで言ったんじゃないのに」と自分では思っても、間違った敬語を使ってい

ると 相手が不快に感じるばかりか、ビジネスも成功しなくなります。 
とくに上司や先輩などの目上の人と話すときは、自分が発する言葉ひとつひとつも評価さ

れていると 考えてよいでしょう。 
ここでは、社内編と社外編に分けて、よく間違われそうな敬語を紹介しています。思い当

たるような ことがあれば修正していきましょう。 
 
～社内編～ 
 
●社長が言ったことを伝える時  
×社長が申しました  
○社長がおっしゃいました  
「申す」は謙譲語なので、目上の人の動作をいう場合は尊敬語をつかいます。 
 
●取引先からお客様が来た時  
×A 社の○○課長が参られています  
○A 社の○○課長がお見えです  
「参る」の誤用はよくみられます。謙譲語なので自分に対してつかい、社外の人につかう

のは失礼になります。 
 
●提出した企画書について聞く時  
×私の企画書を拝見されましたか？  
○私の企画書をご覧いただけましたか？  
「拝見する」は謙譲語なので、目上の人につかうのは失礼になります。 
 
●上司や同僚が外出する時  
×何時に戻りますか？  
○何時にお戻りになりますか？  
目上の人の動作には「お」をつけて敬意を表します。 
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～社外編～ 
 
●担当者への伝言を頼まれた時 
×弊社の担当者にお伝えします  
○弊社の担当者に申し伝えます  
伝えるのは自分の動作なので「お」を付けるのは間違いです。 
 
●話が伝わっているかを確認する時  
×例の件をうかがっていますか？  
○例の件をお聞きになりましたか？  
「うかがう」は謙譲語になります。「お聞きになる」という尊敬語をつかうようにします。 
 
●得意先にあいさつする時  
×いつもお世話様です  
○いつもお世話になっております  
「お世話様」は取引先相手につかうと失礼になります。 
 
●相手の名前を確認する時  
×○○様でございますか？  
○○○様でいらっしゃいますか？  
相手に対しては「ございます」はつかいません。「いらっしゃる」という尊敬語をつかいま

しょう。 
 
その他の言いまわし 
何の用でしょうか？	 →	 どのようなご用件でしょうか？ 
分かりました	 →	 かしこまりました。承知いたしました。 
どうですか？	 →	 いかがでしょうか？ 
どれにしますか？	 →	 どちらに致しましょうか？どちらになさいますか？ 
何とかしてください	 →	 ご配慮願えませんでしょうか。 
出来ません	 →	 いたしかねます 
持っていきます	 →	 お持ちいたします。お届けいたします。 
いくらでしょうか？	 →	 いかほどでございますか？ 
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4.新入社員の始業前のマナー  
始業ギリギリに出社してはいませんか？  

始業の１０分前にタイムカードを押して間に合ったつもりで

いてはいませんか？  
毎回始業ギリギリに到着していると、上司や同僚から仕事に対

する意識が低く、 チームワークに欠ける人と思われてしまい
ます。自分自身の仕事に対するモチベーションも薄れてしまう

でしょう。  
とくに新入社員の方は、上司や先輩よりも早く到着するように

心がけましょう。 できれば１時間前に余裕をもって出社して、
始業前の準備をしておくのが理想です。  

すると、遅刻を心配する必要がなくなるうえ、仕事に積極的に取り組む姿勢が評価される

ようになります。 また、上司や先輩とのコミュニケーションをとる時間に充てることもで
きます。  
始業前に早めに出社する理由はこれだけではありません。 仕事の準備を済ませ、机やロッ
カーを整理整頓する時間をとることができます。  
以下のような作業を習慣化していくと、ビジネスマンとしての成長につながります。  
～始業前にやっておこう～ 
●１日の予定を確認する  
１日の仕事のスケジュールやノルマなどを確認しておきましょう。 業務を効率よくこなす
ことができるようになります。  
●ＯＡ機器のチェック  
コピー機、ＦＡＸなどの機器がすぐに使える状態かチェックしましょう。 用紙が切れてい
たら補充しておきます。  
●洗い物やお茶の準備をしておく  
新人ならば、食器の洗い物やお茶の準備などもしておくことをおススメします。  
●机の上を整理整頓しておく  
自分の机の上の掃除は始業前に済ませておきましょう。書類はためない、ゴミはこまめに

捨てる、 私物は置かない、などを意識しましょう。  
●始業時間前には着席  
始業時間の開始には着席してすぐに業務に取り掛かれるようにしておきましょう。いつま

でも ウロウロしているのは良くありません。  
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5.終業時のマナーと直行・直帰の決まり  
退社するときも社会人としての心がけを  
「終業時間がきたからさっさと帰ろう」このような考えのうちでは、まだまだ学生です。 ま
っすぐ帰宅しても大きなルール違反とはなりませんが、社会人であれば忘れてはいけない

いくつかのマナーがあります。就業時間を過ぎて真っ先に会社を飛び出すようでは、上司

や同僚もいい気分はしないでしょう。 職場の人間関係を円滑にするためには、残業してい
る人を手伝うくらいの心持ちが必要です。  
～退社前にやっておきたいこと～ 
●その日の仕事は終わらせる 
期日や納期がまだだからといって、その日に予定していた仕事を終わらせずに先延ばしに

することはよくありません。 多少は残業をしてでも終わらせるのが理想です。  
●上司に一言連絡して帰宅する 
終業時刻がきて黙って帰るのは印象を悪くします。必ず「お先に失礼します」と一声かけ

てから帰宅します。  
●上司に進捗具合を報告する 
上司に仕事の進捗具合を報告し、翌日のスケジュールを確認・整理しましょう。  
●手伝いを申し出る 
とくに新人の場合、忙しそうな先輩や同僚がいたら、積極的に手伝うことがないか申し出

ましょう。 職場の人間関係も良くなります。  
●必要な資料・書類を準備しておく 
翌日に使用する資料や書類なども準備しておくとよいでしょう。業務をスムーズに進行さ

せることができます。  
～直行・直帰とはどういう意味？～ 
「直行」は、自宅を出て、会社に寄らずに直接取引先などに行くことをいいます。 
「直帰」は、取引先などから、会社に戻らずに直接自宅に帰ることをいいます。  
直行・直帰にも守るべきいくつかのルールがあります。 
●寄り道はしない 
当たり前のことですが、途中で寄り道などをしてはいけません。 
予定より早く終わった場合でも速やかに移動します。  
●直帰するときは会社に連絡 
あらかじめ直帰することを伝えておいても、業務が終わったら会社に報告を入れるのが望

ましいです。 自分宛に連絡がなかったかも確認しておきましょう。  
●予定変更のときは上司の許可を得る 
急な予定変更があっても必ず上司の許可を得て、指示を仰ぐようにしましょう。 



10 
 

6.ホウ・レン・ソウ（報告・連絡・相談）  
ホウ・レン・ソウ（報告・連絡・相談）を身につけよう  
仕事をしていくうえで基本となるものが、上司への「報告」「連絡」「相談」です。  
これらは略して「ホウ・レン・ソウ」と呼ばれています。野菜のほうれん草になぞらえた

ものです。 会社はひとりの力ではなく、みんなが力を出し合って支えられています。チー
ムワークが重要となるため、 必要な情報を自分だけが持っているのではなく共有していか
なければなりません。  
例えば、取引先とのやりとりで自分がミスをしてしまったとしましょう。このときに上司

にすぐ連絡や相談をしていれば、 被害を最小限にしてトラブルを未然に防ぐことができま
す。  
もしも、自分だけで解決しようとして上司に報告しなかった場合、 取引先から上司にお叱
りの電話が入り、会社の信用を失うことになるかもしれません。  
新入社員で上司に話しかけにくい場合は、普段から上司との間に話しやすい雰囲気をつく

っておくことも必要となります。 会社の飲み会や懇親会などを利用して上司との距離を縮
めておきましょう。  
●ホウ「報告」 
上司への報告は部下の義務です。良い結果もそうですが、悪い結果の時も 事実をありのま
ま伝えることが大切です。私見で「○○だと思います」というのはダメです。  
また、上司に聞かれる前に自分から積極的に報告しなければなりません。上司に言われる

のを待っているようでは ビジネスマンとして失格です。  
●レン「連絡」 
連絡はすばやく正確に伝えることが重要です。チーム内で情報を共有できていなければ良

い成果が得られなくなります。 上司への連絡は些細なことでも行うようにしましょう。自
分で判断するのはいけません。連絡の手段ですが、一番よいのは直接話すことができる電

話です。 しかし、上司が忙しくてなかなか電話に出ることができない場合は、 メールや
FAXなどの記録が残る形で行うとよいでしょう。  
●ソウ「相談」  
独断で判断してしまうと、業務で大きなトラブルになりかねない場合があります。 問題や
トラブルになりそうであれば、早めに上司に相談しなければなりません。  
相談する際は、問題点を紙に書き出して整理しておくとスムーズに運ぶことができます。 
また、自分で代案を考えておくと自分の実力が向上します。  
ただし、何でもかんでも相談すればよいというわけではありません。 毎回上司に指示を仰
いでいるようでは成長することはできないでしょう。 相談するタイミングも見極めてくだ
さい。上司が忙しそうなときに話しかけても仕事の邪魔になります。  
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～ホウレンソウ	 ＋「確認」が重要～  
さらにホウレンソウと並んで大切なのが「確認」です。 
「報告」「連絡」「相談」それぞれの場面でくり返し「確認」をすることで、ミスを未然に

防ぐことができるようになります。  
ホウレンソウはできていてもこの確認を怠っている人が多くいます。忘れないようにしま

しょう。  

ビジネスでの「５W３H」の意味  
ホウレンソウと合わせて「５W３H」を意識することで、さらに問題点が明確になり 仕事
の効率化が実現できるようになります。ぜひとも身につけておきたいものです。  

• When（いつ）・・・打ち合わせ日、納期  

• Where（どこで）・・・待ち合わせ場所、会場  

• Who（誰が）・・・会社の担当者、顧客  

• What（何を）・・・仕事の内容  

• Why（なぜ）・・・仕事の目的、理由  

• How（どのように）・・・仕事の手段、方法  

• How Many（いくつ）・・・人数、個数  

• How Much（いくら）・・・費用  
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7.ビジネスシーンのトラブル対処  
失敗は誰にでもあるもの	 フォローの仕方が大切 
ビジネスシーンに限らず、失敗は誰でも経験するものです。 どんなに優秀な人でもミスを
おかすことはあり、とくに右も左もわからない新入社員ならなおさらです。  
例えば、予定していた納期に間に合わなかったり、連絡のミスで取引先とトラブルを起こ

してしまったなど、 仕事を続けていくとさまざまなことが考えられます。  
しかし、このときにいかにフォローしていくのかが重要となります。 トラブル後に上司に
報告・連絡・相談もせずにいたならば、対応が後手にまわってしまいます。  
言い訳ばかりをして、誠意をもって謝罪する気がなければ、 自分自身のビジネスパーソン
としての成長は見込めないでしょう。 取引先に素直に謝罪し、迅速な対応をしていけば、
これまで通りに取引を続けてもらえるようになります。 相手の状況や立場をよく考えて、
自分本位の行動は慎むようにしましょう。  
～失敗した時の対処法～ 
 
●まずは誠意をもって謝罪  
まずは素直に謝罪することが重要です。このときに誠意をもって謝りましょう。 
言い訳をするのはよくありませんが、どうしても釈明がある場合は、 あくまで謙虚な姿勢
で申し出ます。  
 
●上司に報告・相談  
トラブルが発生した時は、できるだけ早く上司に報告します。 
自分一人で処理しようとすると、ますます状況が悪化してしまいます。 
上司と相談すれば、最善な解決策が見つかります。  
 
●迅速にフォローする  
自分で処理できるほどのミスは、迅速にフォローします。 
よくあるのが資料のコピーのし忘れや、書類の紛失などです。  
 
●失敗の原因を明らかにしておく  
同じ失敗を繰り返さないためには、原因をしっかりと分析しておきましょう。 
これを怠ると再び失敗をおかし、周りからの評価はガタ落ちです。  
 
●感情的にならない  
社会人ならば冷静に対処していかなければなりません。 
たとえ理不尽と思われるようなことがあっても、怒りを表に出してはいけません 
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8.代休・有給休暇のとり方と残業のポイント  
会社のルールに従い、迷惑をかけないようにしよう  

代休や有給休暇を取る際にも、ただ単に申請すればいいというも

のではありません。 会社のルールやマナーに従って申請しなけ
ればなりません。 また、新人は仕事へのやる気を見せていくこ
とが評価につながります。 同僚から仕事を頼まれたときには、
自分が積極的に申し出て前向きな姿を見せていきましょう。  
このときは自分のできる範囲のことでかまいません。 
無理なハードワークは、上司も望んでいないことがほとんどです。 
新人には就業時間内で確実にこなせる仕事量で十分といえます。  
少し前までは「若いうちはとにかく働け」という風潮がありまし

たが、 最近では経費削減などの理由もあって残業を奨励しない
会社も増えています。  

代休・有給休暇のとり方 
まず、休みたいからといっていきなり前日に申請するのは NGです。 必ず事前に申し出て
了承を得ておきましょう。  
会社によって異なりますが、有給休暇の場合は最低でも２～３日前に申請しておきます。 
長期間の場合はだいたい１ヵ月前に申請しておくとよいでしょう。  
休暇は周囲に迷惑をかけないようにすることが大切です。 繁忙期には自分が休むことで業
務に支障が出ることが考えられるので、日程を調整しておきましょう。  
また、自分が不在でも対処できるように、書類・資料の場所を周囲に知らせておきましょ

う。 業務の進捗状況も上司に伝えておきます。  
～残業のポイント～ 
 
●ダラダラと仕事をしない  
残業で自分だけが残っているときでも、ダラダラと仕事をしてはいけません。 
いつも残業をしていると「あいつは頑張っているな」と思われることもあるかもしれませ

んが、 逆に、「仕事ができないから残業が多いんだ」と評価されることにもなります。  
●時間を決めて終わらせる  
効率よく終わらせるためには、目標となる時間を設定してそれまでに済むように努力しま

しょう。 
●最後になったら電気を消すのを忘れずに  
残業で最後になった人は電気の消し忘れに注意しましょう。 
エアコンの消し忘れは意外と多いので気をつけてください。 
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9.周りに不快感を与えるしぐさ  
無意識な癖で知らない間に不快感を与えている？  
日常生活では問題とならないような行為でも、ビジネスシーンでは、それが周りに不快感

を与えるしぐさとなっている可能性があります。  
本人は無意識な癖かもしれませんが、マナー違反になるものも多いので確認しておきまし

ょう。  
～マナー違反になるしぐさ～ 
 
●頭をかく  
「頭をかく」動作は、仕事でミスをしたときや、照れているときによくみられます。 しか
し、周りから見て不快に感じる人も多いので気をつけましょう。  
 
●ベルトをもち上げる  
男性はベルトをもってパンツをもち上げる動作をよくしますが、 人前では慎みましょう。 
女性の場合も、スカートをもち上げる動作に気をつけましょう。  
 
●貧乏ゆすりをする  
机が揺れていると思ったら、隣の人が貧乏ゆすりをしていたという場合があります。 貧乏
ゆすりは周囲の迷惑になり、落ち着きが無い人という印象を与えてしまいます。  
 
●口だけを動かして会話する  
仕事中、同僚や後輩が話しかけてきたときに、相手を見ないで口だけ動かしている社員が

います。 たとえ立場上、相手が下でも失礼にあたりますので、きちんと体を相手に向けて
会話しましょう。  
 
●むやみに相手の体に触れる  
相手の体に触れることはコミュニケーションだと考えている人も多いですが、 むやみに触
るのは不快感を与えてしまいます。 とくに、上司だからといって、女性社員に接触するケ
ースがありますが、 セクシャルハラスメントだと思われかねませんので注意しましょう。  
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10.良好な人間関係を作るポイント  
気配りと尊敬の念で接するとうまくいく！  
会社はさまざまな世代の人が働く場所です。仕事を続けていくにあたっては、上司や先輩

との付き合いは不可欠となります。 ところが、人間関係が悪化して仕事を続けていくのが
苦痛になるケースも少なくありません。どんなに個人の知識や技術が優れていても、人間

関係がうまくいかないと続いていきません。  
良い人間関係を作ると言ってもすぐにできるものではありませんが、いくつかのポイント

を頭に入れておけば問題ありません。  
～良好な人間関係を作るポイント～ 
 
●あいさつを笑顔で元気よく  
まずはなんといっても元気なあいさつが基本です。毎日会う相手でもあいさつを欠かさず、

礼儀正しくふるまいましょう。 暗い表情では周りも暗くなります。笑顔にすると印象も変
わります。  
●約束を守って仕事に誠実に対応  
仕事の依頼を受けた時は誠実に対応します。このとき、納期や会議の時間など約束したこ

とは必ず守ります。 約束を守っていくと信頼関係が生まれます。  
●謙虚な姿勢で人の話を聞く  
ビジネスシーンでは自己中心的な態度は NG。相手の話に耳を傾けて、考え方を理解しよう
とする姿勢が大切です。 たとえ上司の言葉が理不尽であったり、間違っていると思うよう
なことがあっても、感情的に反論してはいけません。  
●気配りができると気持ちに余裕が生まれる 
気配りとは、その場に応じて機転が利いた行動や対応が素早く取れる、というものです。 
「気が利く」ビジネスマンになると、周りから好かれて評価もグングン上がっていきます。 
常に相手の気持を考えているので、自分に心の余裕が生まれるというメリットもあります。  
例えば、エレベーターに乗るときにボタンは自分で操作したり、終業時間がきて退社する

前に 「何かお手伝いすることはありませんか」と先輩に声をかけることです。  
ただし、どんなに気の利いた行動でも、相手が望んでいなければマイナスになってしまい

ます。 そのような事態を防ぐためには、日頃からホウ・レン・ソウで情報を共有すること
が重要です。  
周りに気が利く人がいれば、その人の行動を真似てみるのもいいでしょう。 社内の人だけ
でなく、取引先様やお客様でもかまいません。 「あ、この人よく気配りができてるな」と
思ったことは覚えておきましょう。  
 


