こんにちは。
いよいよ花粉症の季節到来です。
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今月のトピックス

外を歩くとマスク姿 の方 が目立ちます。毎年 花

●新入社員を迎える準備はできていますか？

粉対策にいろいろな商品が発売されますが、 マ

●大事なことは、判断する力

スクも年々進化しています。きれいな色や柄 が

●非常用備品の準備

ついていたり、アロマの 香りつきマスクだっ た

●本の紹介「プロ研修講師の

り。 辛いばかりでなくちょっとした遊び心が 気
分をラクにしてくれますね。 少しでも楽しみ を

教える技術」
●スタッフのひとごと

見つけて乗り切りましょう。

新入社員を迎える準備はできていますか？
「信頼関係をつくること」は社内でも社外で
4 月から新年度を迎えます。

も働くことの基礎になってきます。

新入社員を迎える準備はできていますか？

「挨拶、返事をきちんとする」「期限や約束

会社には「人」
「もの」
「金」
「情報」の財があり

を守る」「メールには文の最初のほうで必ず

ますが、厳しい社会情勢の中生き残っていくに

自分の名前を名乗る」など当然とも思えるル

は環境に対応し、自ら行動できる「人」の育成

ールが意外に知らなかったということも。

こそが大事になってきます。

新 入社 員 が ビ ジ ネス マ ナ ー を しっ か り 身 に

新入社員を「人材」から「人財」にしていくた

つけ、自分に自信をつけることで信頼される

めには、入社時に大切なポイントがあります。

良い人間関係が構築できるようになります。

「会社の経営理念を伝えること」、「新入社員に

最後にもう一つ。教える側の上司先輩が新人

期待する役割を明確に伝えること」、「信頼関係

の 見本 と あ る 行 動が 身 に つ い てい る こ と が

をつくること」の３つです。

大切です。
「この人のようになりたい」
「この

「会社の経営理念を伝えること」によって新入

人と一緒に働きたい」と新人から思われるこ

社員も会社の概要を理解し、組織の一員として

とも重要です。

意識を高めます。

新 入社 員 と 接 す ると き に 心 が け る と い い こ

「新入社員に期待する事を明確に伝える」こと

とは、「自分が新入社員時代にしてもらって

で彼らが必要とされている人財であることをし

うれしかったこと」だそうです。

っかり認識させることができます。この自己重

ち なみ に 私 が 新 人時 代 に う れ しか っ た こ と

要感を感じることが大切なのです。必要とされ

は、慣れた？など何気ないことでもいいから

ている、がんばろうというモチベーションアッ

「声をかけてくれる」こと でした。

プにつながっていきます。

大事なことは、判断する力
ビジネスマナー研修をおこなっております
と、いろいろな質問を受けることがありま
す。
質問内容はさまざまですが、多くの場合「う
ちの会 社は･･･」とい うよ うに、 自社 の状況
とビジネスマナー本に載っている状況が違
うことで、迷われて質問されることが多いで
す。
「うちの会社は、缶のお茶を出すことが多い
のですが、お盆で運ぶことは正しいのでしょ
うか」
「お茶をお持ちするときは、お盆にお湯のみ
と茶たくを別々に置き、お出しするときに
セットにしてお出ししたほうがよいと習
いましたが、うちの会社は仮置きができな
いので片手にお盆を持ってお出ししてい
ます。この場合もそのようにお出ししたほ
うが正しいのでしょうか」
基本の応対と少し違うと、このやり方は「正
しい」のか、それとも「正しくない」ないの
か、質問されます。
しかし、「正しい」｢正し
くない｣を単純に判断す
ることは難しいものです。
本来基本的には不適切だ
と思うことでも、状況に
よってはその方法が
ベストの応対となること
もあります。

例えば、先ほどの
「お茶をお持ちするときは、お盆にお湯呑みと茶
たくを別々に置き、お出しするときにセットに
してお出ししたほうがよいと習いましたが、う
ちの会社は仮置きができないので片手にお盆
を持ってお出ししています。この場合もそのよ
うにお出ししたほうが正しいのでしょうか」
このような場合ですと、仮置きをしてお茶をお出
しする方法と同じように考えることは難しくな
ります。片手にお盆を持ちお盆のうえでお湯呑み
と茶たくをセットするとなれば、大変不安定な 状
態です。セットしている途中でバランスが崩れれ
ば、お茶をこぼしてしまうこともあるかもしれま
せん。
無理なく、手際よくお客様にお茶をお出しするこ
とを考えれば、最初からお湯呑みと茶たくをセッ
トしてお持ちするほうがよいのではないでしょ
うか。
大事なのは、その時々の状況を把握して何を優先
して考えたらよいか、応対したらよいか、しっか
り判断することです。基本は基本でしっかり学
び、その うえで 、「 お客様 にとっ てどの 方法 が 良
いのか」を、選んでほしいと思います。
ちょっとした状況の変化で応対に迷うこともあ
るかと思います。そのような時は、社員同士話し
合い、「うち の会社 ではこ うして いこう 」と い う
ものを決め、自信を持ってお客様をおもてなしし
ていくことが大切ではないでしょうか。

非常用備品の準備

総務担当者の方へのセミナーで、 先の震災を受け、非常事態に備えるということで、非常用備品
のお話をさせていただきました。ご参考までに一覧をこちらにも載せさせていただきます。

種別

品名

用品

持ち出し

・現金 10 円玉・100 円玉
・社員の健康保険証ナンバーのメモ

品名
・預金通帳・印鑑（貴重品をすぐに
持ち出せるように担当や手順を
決めておく）

・懐中電灯（手動レバーのものがあ
ると便利）
非常用物品

・携帯ラジオ（手動レバーのものが
あると便利）

・軍手
・ロープ
・マッチ、ライター
・ローソク

・予備の乾電池

・ヘルメット

・拡声器、メガホン、ホイッスル

・ビニールシート

・救急箱（使用期限が切れていない

・ビニール袋

か、定期的にチェックする）

・雨具

・飲料水（ミネラルウオーター）

・毛布

・食料品（最低 3 日分用意する。乾

・タオル

生活必需品

パン、栄養缶詰補助食品・レトル

・携帯カイロ

ト食品など）

・マスク

・カセットコンロ、カセットボンベ

・缶きり、ナイフ

・トイレットペーパー、ティッシュ

・紙皿、紙コップ、わりばし

ペーパー、ウェットティッシュ

・ポリタンク

・簡易トイレ、携帯用トイレ

・ラップ

・生理用品

・油性マジック

こちらに記載しているのは、参考例です。
非常用備品の数量は、社員の数、用途、目的等により判断し、必要量を決めてください。

『プロ研修講師の教える技術』寺沢俊哉
出版社：ディスカヴァー・トゥエンティワン
日頃研修を行なっている私たちも初心に返り、
この本を読みました。指導するのに慣れている
方も今回始めてといった方も、どなたにも参考

私たち も研修 の打 ち合わ せを する ときに 、

になると思います。

これら は欠か すこ とがで きま せん 。特に ア

教える技術の合い言葉は、「お客さん」にせず、

フター、私たちはよく「研修が終ったとき、

「参加者」にさせろ。

この会場を出るときにどうなっていた

講師の話をただ聞くだけにしない。一人ひとり

い？」というような話し方をしています。

の名前を呼んで、質問に対して考えさせ、実習
で体を動かして、どんどん参加させて、自分で
「あ、そうなんだ！」気付くようにしていくの
が理想。
そのために必要なこととして、すぐに使えるの
が「教え上手のレシピ」。
１から７まであるのですが、とくに重要なもの

この本 はたい へん 具体的 で、 実際 に指導 を
すると きの環 境の 整え方 、ど んな 言葉か ら
入るの がいい のか 、わか りや すく しっか り
伝える ための ７つ の方法 、相 手に 答えて も
らうた めの質 問の バリエ ーシ ョン 等々、 明
日から使えるノウハウ満載です。

だけあげるとするならば、この３つ。

指導以外でも使えますので、「これは！」と

●趣旨、理由：そもそも、なぜ今、教えること

思った ところ に付 箋をつ け、 すぐ に実行 す
るのが おすす めで す。私 も早 速打 合せに 使

が求められているのか？
●アフター：教える相手に、どうなってもらい

新人指 導や後 輩指 導、と にか く指 導する 側

たいのか？
●ビフォー：教える相手の、今の状態はどう

になっ たら、 一度 この本 を手 に取 ること を
おすすめします。

か？

スタッフのひとりごと

わせてもらいました。

ブログ書いています
今月の担当

鈴木ゆかり

ダイエットも続かない。ペン習字の本もヨガのＤＶＤもほ
こりをかぶっている・・・。
そんな私が唯一続けているのが、土日のウォーキング。
自宅 か ら 近い 馬 込 川の 川 沿い を 午 前中 １ 時 間歩 いて いま
す。
ウォーキングを続けられている理由は、朝起きたときに歩
ける服装に着替えているから。それと雨だと中止する。単
純だけど、 これが続けられている理由だと思います。
スポーツジムも行ったら楽しいのですが、行くまでがめん
どう。そんな理由でいつしか行かなくなってしまうんです
よねぇ。
さて、歩いているときの楽しみは音楽。息子の ipod を借
りたりしていますが、ふだん聞かない音楽を聞くのも楽し
いです。
最近のお気に入りは「ブルーハーツ」 と「ＫＡＲＡ」。調
子よく歩けるのでおすすめです♪

SＳＢの女性スタッフが、日々の出来
事や気付いた事などを書いています。
ぜひご覧ください。
http://ssb123.hamazo.tv/

株式会社エスエスブレーン
〒430-0901

静岡県浜松市中 区曳馬 ６ 丁目 ２ ５－３６
ＴＥＬ：０５３－４７４－３１７８
ＦＡＸ：０５３－４７４－６８５５
メール： ss-brain@ss-brain.com
ホームページ：http://www.ss-brain.com/
ブログ： http://ｓｓｂ１２３．hamazo.tv/

