
■階層別・能力開発
新入社員・若手社員、マナー

No. タイトル 内　　　　　　　容
（制作年）
収録時間

A3384
（VHS）

ＳＴＡＲＴ　ＤＡＳＨ
新入社員トレーニングキット
ビジネススキル　パワーアップ編
（１）セルフマネジメントのスキル

●ＰＤＣＡ　～成果を上げる仕事の基本～
●仕事にドライブをかける目標の立て方
●行動計画と時間管理
（DVD：A3398）

（2006）
30分

A3385
（VHS）

（２）ビジネス会議のスキル

●会議の事前準備をする
●会議に参加する
●会議の成果をまとめる
（DVD：A3399）

（2006）
30分

A3386
（VHS）

（３）ビジネス
　　コミュニケーションのスキル

●確かな仕事はホウレンソウから
●正しく伝えるコミュニケーション
●相乗効果を生み出すコニュニケーション
（DVD：A3400）

（2006）
30分

A3387
（VHS）

（４）ビジネス文書のスキル

●ビジネス文書の基本
●電子文書術
●企画書のポイント
（DVD：A3401）

（2006）
30分

A3388
（VHS）

（５）ビジネスマインド

●顧客中心主義
●グローバリゼーション
●キャリアデザイン
（DVD：A3402）

（2006）
33分

A3368
（VHS）

実践！ビジネスマナーのすべて
①ビジネスマナーの「こころ」編

●マナーには理由がある　●忘れられた社会のマナー
●洋の東西を問わないマナーの基本概念
●さまざまなハラスメントとマナー
　セクシャル・ハラスメント/ジェンダー・ハラスメント/
　パワー・ハラスメント
●コンプライアンスとマナー ●マナー実践者は格好いい
（DVD：H0294）

（2005）
約15分

A3369
（VHS）

②あいさつ・言葉遣い編

●あいさつは人に対してするもの　●言葉遣いは心遣い
●自分と他者の呼び方
　第三者の前での同僚の呼び方/自分の呼び方/社員間で
　の呼び方
●敬語を使うとき　尊敬語・謙譲語・丁寧語の使い分け
●敬語のチェックポイント
●相手を配慮した話し方　クッション言葉
（DVD：H0294）

（2005）
約15分

A3370
（VHS）

③立ち居振る舞い・身だしなみ編

●ビジネス人の立ち居振る舞い　姿勢/座り方/歩き方
●こんな動作には気をつけよう　あごの角度/足の動き
●お辞儀　会釈/普通礼/敬礼 ●ビジネス人の身だしなみ
（DVD：H0294）

（2005）
約15分

A3371
（VHS）

④職場のルール・仕事の進め方編

●職場のルールを知る　●執務中のマナー 離席するとき/
　廊下を歩くとき/エレベーターの乗降
●指示・命令の受け方　●報告のマナー
●仕事をうまく進めるコツ
　情報をさばく/情報を仕事に活用する
（DVD：H0294）

（2005）
約15分

A3372
（VHS）

⑤来客応対と他社訪問編

●お客様を迎える　来客の受付/来客の取り次ぎ
●お客様を案内する　●飲み物の接待
●面談中の用件の伝え方 同僚への用件の伝え方/
　来客への用件の伝え方　●来客の見送り
●他社訪問のマナー アポイントメントをとる/他社訪問
　の準備をする
●他社の受付・応接室でのマナー　遅刻しそうなとき/
　受付での名乗り方/コート・カバン・傘などの取り扱い
●名刺交換と名刺の取り扱い　●他社訪問の締めくくり
　商談が終わるタイミング
（DVD：H0294）

（2005）
約15分

A3373
（VHS）

⑥電話・携帯電話編

●会社のイメージを高める電話応対　●電話のかけ方・
　受け方　電話の受け方/電話のかけ方
●電話の取り次ぎ方　名指し人がいる場合/名指し人は
　なく用件で取り次ぐ場合
●伝言の受け方、伝え方　伝言メモの取り方
●注意したい電話特有の言葉遣い
●携帯電話のかけ方・受け方　携帯電話の受け方/携帯
　電話のかけ方/携帯電話の特有の注意点
（DVD：H0294）

（2005）
約15分

※制作年降順
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新入社員・若手社員、マナー

No. タイトル 内　　　　　　　容
（制作年）
収録時間

※制作年降順

A3374
（VHS）

⑦電子メール・ＰＣ・ネチケット編

●電子メール利用の心構え　ネチケットを守る
●電子　メールのマナー メールの容量/宛先の設定/件名の付け方
●電子メール文書の書き方　結論から始める/用件は
　手短に/文書のレイアウト/携帯メールに送るとき
●引用・転載に気をつける　●コンピューターウイルス
　とスパイウェア　●携帯メールのマナー
（DVD：H0294）

（2005）
約15分

A3375
（VHS）

⑧冠婚葬祭・贈答・接待
（会食とパーティー）編

●パーティー・会食での心得
　招待されたとき/訪問前の準備/会場での注意点
●慶事のマナー　招待状への返事/祝儀袋など
●弔事のマナー　訃報への対応/服装/香典など
●お見舞いのマナー　●贈答のマナー
●食事のマナー 洋食の場合/中国料理の場合/和食の場合
（DVD：H0294）

（2005）
約15分

A3376
（VHS）

⑨国際人としてのビジネスマナー編

●握手とアイコンタクト  ●サイレント-スマイル-スリーピング
●レディーファースト　  ●外国人との食事
●外国人へのプレゼント　●洋の東西を問わないマナー
（DVD：H0294）

（2005）
約15分

A3378
（VHS）

ＳＴＡＲＴ　ＤＡＳＨ
新入社員トレーニングキット
ビジネスベーシック編
①信頼をつくる５つの基本行動

●時間を守る　　　　●まずは挨拶
●整理・整頓・清掃　●公私の区別をつける
●法律や規則を守る
（DVD：A3396）

（2005）
25分

A3379
（VHS）

②好印象を与える身だしなみ
●第一印象はこれで決まる　●身だしなみの基本
●立ち居振る舞いの基本
（DVD：A3396）

（2005）
21分

A3380
（VHS）

③正しい言葉のつかい方
●ビジネス基本用語10　●敬意を示す話し方
●好意をもたれる話し方
（DVD：A3396）

（2005）
19分

A3381
（VHS）

④来客時・訪問時の応接応対

●来客時のマナー1　～お迎えとご案内～
●来客時のマナー2　～応接と名刺交換～
●訪問時のマナー
（DVD：A3397）

（2005）
37分

A3382
（VHS）

⑤ビジネス電話の受け方・かけ方

●電話を受ける1　～名指し人に取り次ぐ場合～
●電話を受ける2　～名指し人が不在の場合～
●電話をうける
●電話をかける
（DVD：A3397）

（2005）
33分

B3223
（VHS）

ＩＴリテラシーシリーズ
（１）情報管理とコンプライアンス

インターネットにＥメール、携帯電話。ＩＴ技術には便利さの反面、様々な
リスクが潜んでいます。情報管理に関する個人のちょっとした不注意や
理解不足が、所属している企業や組織の信用失墜や、大きな損害にま
でつながることもあります。このビデオでは、今求められる情報管理のポ
イントを解説していきます。
（DVD：B3228）

（2004）
11分

B3224
（VHS）

（２）信頼されるＥメールのマナーとルール
　　<作成・送信編>

コミュニケーションとビジネスのツールとして欠かせないＥメール。この
ツールはお互いの顔が見えないため、何かマナー違反があった場合、
そのことに気づき、壊れた関係を修復することは大変難しいことになりま
す。このビデオでは、Ｅメールを作成し、送信するときのマナーとルール
を解説していきます。
（DVD：B3228）

（2004）
12分

B3225
（VHS）

（３）信頼されるＥメールのマナーとルール
　　<受信・返信編>

コミュニケーションとビジネスのツールとして欠かせないＥメール。この
ツールはお互いの顔が見えないため、何かマナー違反があった場合、
そのことに気づき、壊れた関係を修復することは大変難しいことになりま
す。このビデオでは、Ｅメール受信時の注意点、そして返信時のマナーと
ルールを解説していきます。
（DVD：B3228）

（2004）
9分

B3226
（VHS）

（４）今すぐはじめるウイルス対策

パソコンとインターネットの普及に伴い、コンピュータウイルスの被害が
急増しています。ウイルスの基礎知識や対策を知らずにパソコンを使用
しているのでは、自分だけでなく周囲にも迷惑をかけることにもなりかね
ません。このビデオでは、コンピュータウイルスの基本的な対処法を解
説します。
（DVD：B3228）

（2004）
12分
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新入社員・若手社員、マナー
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B3227
（VHS）

（５）ＦＡＸのマナーとルール

いつでもどこにでも、こちらの都合のいいときに情報を送ることができるＦ
ＡＸ。非常に便利なツールですが、情報が紙という形で残ってしまうため
に、情報漏えいやプライバシーの侵害といった、重大な問題の原因にも
なりかねません。このビデオでは、ＦＡＸを送受信する時のマナーとルー
ルを解説していきます。
（DVD：B3228）

（2004）
10分

A2158
（VHS）

ビジネスに生かす話し方のマナー
①ビジネスにおける話し方の基本

●言葉と態度の基本
●受付・応接の応対
●報告のポイント

（2000）
30分

A2159
（VHS）

②ビジネス会話の実践ポイント
●ビジネス会話の基本
●話を効果的に伝えるポイント
●聞き上手になる

（2000）
30分

A1001
（VHS）

TRY YOUR BEST！

元大関のKONISHIKIさんが、仕事は中途半端ではすまされないといった
話など、プラス志向の大切さを語る。
新入社員の方々には、強烈な印象とともに強い意識づけが図れる内
容。

（1999）
20分

A0442
（VHS）

実践！クレーム電話応対

このビデオは、豊富な会話例をもとに、何が相手を不愉快にさせるの
か？
どうすれば相手の気持ちをやわらげられるのか？などクレーム電話の
応対のポイントを、実践的に解説します。
●プロローグ　～一見よく見える応対と本当に良い応対
●そもそもクレーム電話とは何か
●まず、相手のニーズを素早くつかむ
●相手を不愉快にさせない応対
●クイックレスポンスが問題の半分を解決する
●ショートストーリー　～伝言ミス？あなたならどうする？

（1997）
30分

A0443
（VHS）

入門！ビジネス電話応対
1．電話を受ける

電話応対は会社の顔を映す鏡。新入社員にも、きちんとした応対を早く
身につけてもらいたいものです。そのためには、「～でございます」や「お
それいりますが～」など、電話でよく使うていねいな言い回しを覚え込ん
でしまうことが、一番の早道です。
●電話はビジネスの第一歩　●伝言の受け方
●やりとりの基本　　　　　●切り方
●取り次ぎ方              ●電話は会社を映す鏡

（1997）
20分

A0444
（VHS）

2．電話をかける

●電話をかける　●用件を話す
●かける前のチェックポイント
●最後のあいさつ
●電話のかけ方　●伝言の頼み方

（1997）
20分

A0445
（VHS）

新入社員ベストマナー講座

第1章～4章を1本に凝縮（A2112～A2115）
①言葉遣いと身だしなみ
●あいさつと返事　　●職場での言葉遣い　●おじぎ
●服装と見だしなみ　●持ち物チェック
②接客対応と訪問マナー
●訪問時のマナー　　●名刺の交換　　●座る場所
●面談時のマナー　　●応対とご案内の仕方
③電話の受け方とかけ方
●電話を受けるとき　●電話を取次ぐとき
●電話をかけるとき
④職場のルールとエチケット
●報告の仕方、命令の受け方　●ビジネス文書　●離席､
外出時の注意　●公私の区別　●機密保持　●自己啓発

（1997）
45分

A2112
（VHS）

新入社員ベストマナー講座
第1章　言葉遣いと身だしなみ

●あいさつと返事　　●服装と身だしなみ
●職場での言葉遣い　●持ち物チェック
●おじぎ

（1997）
12分

A2113
（VHS）

第2章
接客応対と訪問のマナー

●訪問時のマナー　　　●面接時のマナー　●名刺の交換
●応対とご案内の仕方　●座る場所

（1997）
12分

A2114
（VHS）

第3章　電話の受け方とかけ方
●電話を受けるとき
●電話を取り次ぐとき
●電話をかけるとき

（1997）
10分

A2115
（VHS）

第4章　職場のルールとエチケット
●報告の仕方、命令の受け方　●ビジネス文書
●離席、外出時の注意　　　　●公私の区別
●機密保持　　　　　　　　　●自己啓発

（1997）
12分

A0430
（VHS）

新頑張れ新入社員シリーズ
　（１）今日から社会人
　　　　　　～会社って何？
　　　　　　　　働くってどういうこと？～

新入社員に、「会社とは何か」「働くとはどういうことか」を改めて考えさせ
るとともに、これからの変革の時代に求められる人材とは？を理解させ
ます。また、各界著名人から新入社員への熱いメッセージでさらに｢仕
事｣に対するプロ意識を高めていきます。
（DVD：H0080）

（1996）
25分
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新入社員・若手社員、マナー

No. タイトル 内　　　　　　　容
（制作年）
収録時間

※制作年降順

A0431
（VHS）

　（２）的確な対応が最高の誠意
　　　　　　～ビジネス電話の受け方・かけ方～

●｢なぜ受話器は左手で取っているのか」
●｢なぜ上司なのに呼び捨てにするのか」
●｢伝言を頼んだ相手の名前を聞いても失礼でないのか｣
（DVD：H0080）

（1996）
25分

A0432
（VHS）

　（３）態度で示すおもてなしの心
　　　　　　～お客様への対応・応接～

お客様のお迎えのしかた、お茶の出し方から名刺の受け取り方まで、一
連の応対・応接のマナーと心がまえを、それがなぜ必要か考えながら身
につけさせます。
●｢なぜ約束の有無を確認するのか」
（DVD：H0080）

（1996）
25分

A0433
（VHS）

　（４）仕事を動かすコミュニケーション
　　　　　　～指示・報告・質問意見～

確実に命令を受け的確に報告することは、新入社員が仕事をすすめる
際に欠かせないことです。「作業」ではなく、自分自身の知恵を絞って「仕
事」をすすめていくためのコミュニケーションについて考えさせます。
（DVD：H0081）

（1996）
25分

A0434
（VHS）

　（５）自分で仕事を組み立てる
　　　　　　～行動計画・時間管理～

新入社員に具体的なやり方について「計画」と「実行」という側面から、考
え方と手順を提示し、考えさせます。
●「なぜ具体的な手順を提示してくれないときがあるのだろう｣
●「任された仕事なのになぜ報･連･相しなくてはならのだろうか」
（DVD：H0081）

（1996）
25分

A0435
（VHS）

君は朝、元気に出社できるか
　～自己管理を考える～
1．高須君の健康管理
　〔ドラマ・帰巣本能〕

ある日、同期入社の金子が住宅営業で初成果を出した。しかし、高須は
まだであった…。あせりを感じる高須はストレス解消にと、深酒・ギャンブ
ル・コンピュータゲームへとのめり込んでいく。そんな折、初めて受注をも
らうことができ、解放感からついつい習慣化してしまった深酒に。朝、目
を覚ますとそこは……

（1996）
20分

A0436
（VHS）

2．沢井さんの金銭管理
　〔ドラマ・シャボン玉〕

沢井にとってはあこがれが現実になった。初めての給料をもらい、服な
どを買った。その時初めてカードを使った。カードの便利さを知った沢井
は、東京での華やかで楽しい日々を展開していく。しかし、月を重ねてい
くうちに……

（1996）
20分

A0446
（VHS）

クレーム電話
　～上手な受け方・応え方～

●プロローグ～クレーム電話はコワーイ
●クレーム電話応対の基本姿勢
●これがクレームがクレームを生む電話応対
●クレーム電話応対の心構え～お客様第一が第一
●クレーム電話応対の基本技術
①聞く技術を身につけよう　②言葉づかいを身につけよう
●ケーススタディー・こんなときどうする？

（1996）
30分

A2105
（VHS）

すぐわかるビジネス文書の書き方
ビジネスの基本である文書作成のテクニックをドラマ形式で紹介。文書
の重要性、ビジネス文書の種類、横書き文書の基本形式の構造、簡単
明瞭な文書のポイントなどを解説します。

（1996）
30分

A2111
（VHS）

叱られっぱなし絵日記
あなたも知らずに失敗をしている

｢挨拶ができない」「言葉を知らない」「責任感がない｣など､新人教育の
悩みは多くの会社に共通していますが､彼らも押しつけ教育ではなく、彼
らが受け入れやすい形で教えれば、素直に学んで身につけていきます。
当ビデオでは、いろいろなケースにおける失敗例を取り上げ、一人前の
ビジネスマンになるための、基本的なマナー、心構えを学ぶことができま
す。

（1996）
25分

A0424
（VHS）

すぐわかる　会社の役割

このビデオは、新入社員が知っておくべき、会社の社会的役割とそれを
果たすための機能的な運営のしくみをわかりやすく解説します。
●会社とは何か？
●会社は必要なモノを提供します
●会社は利益を追求する組織です。

（1995）
30分

A0425
（VHS）

すぐわかる　会社の仕事

このビデオは親しみやすいドラマを通して､製造､営業､人事､経理など、
各部署のはたらきと役割を紹介します｡
●研究・開発部門はアイデアを生み出します。
●製造部門はアイデアを“モノ”にします。
●販売・営業部門は顧客を創造します。

（1995）
30分

A0426
（VHS）

すぐわかる
プレゼンテーションの基本

このビデオはビジネススキルとして重要になっているプレゼンテーション
技術をドラマで紹介します。
●プレゼンテーションとは何か
●プレゼンテーションの流れとは
●プレゼンテーションの５つの技術
●プレゼンターの心得

（1995）
30分

A0427
（VHS）

すぐわかる
会社の数字の読み方

このビデオは基本データから財務諸表まで､「会社数字｣を読む基礎の
基礎をやさしく紹介します。
●会社を調べるなら、まず数字から！
●何を見れば会社数字を調べられるか
●会社の“通信簿”、財務諸表を読む基本

（1995）
30分
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新入社員・若手社員、マナー

No. タイトル 内　　　　　　　容
（制作年）
収録時間

※制作年降順

A2096
（VHS）

魅力が輝く仕事のすすめ方
第1巻
　仕事上手のコミュニケーション

職場のエチケット・マナーのポイント
●あいさつ　●姿勢　●整理・整頓
●報告・連絡・相談　●社会人としての話し方

（1995）
20分

A2097
（VHS）

第2巻
　お客様を大事にする応対・応接

ロールプレイで学ぶ立居ふるまい
●お客様の迎え方　●お客様のご案内
●お茶の出し方　　●不意の来客（名指人会議中）
●不意の来客（名指人外出中）　他

（1995）
23分

A2098
（VHS）

第3巻
　インストラクター用応対・応接

ロールプレイのすすめ方
（1995）
17分

A2099
（VHS）

第4巻
　心が通じる電話の応対

ロールプレイで学ぶ応用表現
●受け方　●取り次ぎ　●取り次ぎ（名指し人不在）
●かけ方　●特殊な事例

（1995）
26分

A2100
（VHS）

第5巻
　インストラクター用電話応対

ロールプレイのすすめ方
（1995）
17分

A2101
（VHS）

ビジネスマナー入門
①職場のマナーと言葉づかい

ビジネスは相手の信頼を得ることから始まります。そのためには礼儀正
しい挨拶と正しい言葉づかいが欠かせません。仕事をスムーズに運ぶ
ためのマナーの基本ポイントを解説。

●身だしなみ
●お辞儀と挨拶
　　お辞儀のしかた／様々な場面での挨拶
●受命と報告
　　指示を受けるとき／報告するとき
●ビジネス敬語の実際
　　尊敬語／謙譲語／丁寧語
●こんなときどうしますか？
　　有給休暇はいつでも取れるか／勝手な残業は許されるか

（1995）
23分

A2102
（VHS）

②電話のマナー

簡単な連絡から込み入った商談、さらにはクレームまで、電話の応対
は、まさに“障害物競争”。ビジネスのフィールドを自信をもって走り抜く
ためのチェックポイントを解説。

●電話の受け方
●電話のかけ方
●電話の取り次ぎ方
●電話での言葉づかい
●こんなときどうしますか？
　　クレーム電話を受けたら／社員の個人的なことを聞かれたら

（1995）
23分

A2103
（VHS）

③訪問と応対のマナー

机にしがみついていては、いい仕事はできません。ビジネスチャンスを
広げるには、積極的に人と会い、顔を覚えてもらうこと。相手に良い印象
を残す洗練されたマナーを丁寧に解説。

●他社訪問のマナー
　　事前準備／訪問先に着いたら／訪問のしめくくり
●来客応対のマナー
　　受付のマナー／応接室での接客マナー／来客の見送り
●こんなときどうしますか？
　　上司を紹介するタイミング／約束を忘れて本人が外出したら

（1995）
23分

A2104
（VHS）

④接待とつきあいのマナー

接待やつきあいの場は、新入社員の意外な落とし穴。ちょっとした振る
舞いが、大事なビジネスに影響することも。ビジネス以外の場で失敗し
ないためのノウハウを紹介。

●接待のマナー
　・接待するとき／接待されるとき
●社内の人とのつきあい
●仕事を離れてのつきあい
●和食・洋食のテーブルマナー
●こんなときどうしますか？
　・接待客が酔って正体不明になった
　・得意先から家の新築を知らされた

（1995）
23分

A0413
（VHS）

入門・ビジネスマンの基礎知識
1．言葉づかいは仕事の基本

大袈裟な間違いと正解を対比させるスタイルではなく、日常つい犯してし
まうような間違いにスポットを当て解説します。
●敬語の種類としくみ　　　●尊敬語と謙譲語の使い方
●あいさつの基本　　　　　●社内での言葉づかい
●オフタイムの言葉づかい　●上司への報告
●上司への伝達　他

（1994）
30分
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新入社員・若手社員、マナー

No. タイトル 内　　　　　　　容
（制作年）
収録時間

※制作年降順

A0414
（VHS）

2．ビジネス会話のABC

●会話と言葉づかい　　●身だしなみと印象
●事前の情報収集　　　●アポイントの取り方
●訪問先の受付で　　　●応接室で
●初対面の会話 　　　 ●話がとぎれたときは
●話がそれてしまうときは…

（1994）
30分

A0415
（VHS）

3．好感を与える姿勢と動作

●正しい姿勢とは　　　　　　　●歩く姿勢
●第一印象を良くするポイント　●あいさつの姿勢
●お辞儀の基本　　　　　　　　●会釈のポイント
●ボディーランゲージの効用　　●表情の作り方

（1994）
30分

A0416
（VHS）

4．人づきあいは財産づくり

●学生時代との人づきあいの違い
●ちょっとした心づかいが人の輪を広げる
●よい人間関係の条件
●知っておきたい人間関係の基本ルール

（1994）
30分

A0417
（VHS）

社会入門シリーズ
1．ライフマネジメント

「仕事」「家庭」「趣味」などのフィールドでどのようなことをしたいのか、ど
のような責任と役割が生じるのか、新社会人としての船出にあたり、これ
からの人生航路を考えます。

（1994）
150分

A0418
（VHS）

2．マネーマネジメント
お金のもつ夢を実現するという創造的な側面と、カード破産、マルチ商
法などで失敗しないための危機管理的側面から解説いたします。

（1994）
15分

A0419
（VHS）

3．ヘルスマネジメント
健康管理の重要性を体の健康と心の問題(メンタルヘルス)の２つの側面
から解説いたします。健康は誰のためでもなく、自分自身のためである
ことを認識していただく教材です。

（1994）
15分

A0420
（VHS）

新入社員ステップアップ講座
1．あいさつ・返事のAtoZ

数あるビジネスマナーの中で、基本となるあいさつと返事に着目し、な
ぜ、きちんとしたあいさつと返事を身につけることが必要なのか､あいさ
つ・返事の基本から､親しみのあるあいさつ・返事ができるように解説し
ます。

（1994）
15分

A0421
（VHS）

2．これでカンペキ！人間関係
職場での役割と感情の２点から、人間関係について考えていきます。そ
して､上司とお酒の席を一緒にする場合､好きになれない人がいる場合
等の実際にありがちなケースも交え解説します。

（1994）
15分

A0422
（VHS）

3．今、仕事が面白い
仕事は一体何のためにするのか。新入社員のために、自分の人生を考
え、仕事を通して自分が成長するということに気付かせます。

（1994）
15分

A0073
（VHS）

坂川山輝夫の
　　「ハイパワーフレッシュマン！」シリーズ
1．社会への旅立ち

毎年の新入社員のタイプを名付ける名人として有名な坂川山輝夫先生
が、直接フレッシュマンたちに「社会とは何か」を語りかけます。具体例を
通して、社会人としての心構えを理解します。

（1993）
30分

A0074
（VHS）

2．職場のマナーとエチケット

仕事をしていく上で､人間関係を円満にする気くばりは､もっとも基本的な
ものです。
●職場のマナーとは 　●あいさつ、離席、外出
●時間の捉え方 　　　●会社のルール

（1993）
30分

A0075
（VHS）

3．職場の言葉遣いと電話応対
●ていねいな言葉づかいの必要性
●敬語のつかいかた 　　　●聞く時、頼む時のルール
●あやまる時、断わる時 　●電話のかけ方、受けかた

（1993）
30分

A0076
（VHS）

4．ビジネス実務への手引
●現地語を身につける　●上手な指示の受け方
●的確な報告のしかた　●会議への参加
●“文書”との対応

（1993）
30分

A0077
（VHS）

5．職場のチームワークと人間関係
仕事は、自分一人でしているわけではありません。
チームワークの重要性、コミュニケーションのとり方等について学びま
す。

（1993）
30分

A0081
（VHS）

きちんと聞いて、はっきり答える
  ～指示・命令の受け方と報告の仕方～

上司の命令をきちんと聞かないと、とんでもない失敗をしてしまう。
●聞き違い、伝え違いからトラブルを起こしたケースから
●報告の仕方　他

（1993）
19分

A0082
（VHS）

電話はビジネスの最前線
　～ビジネス電話の基本と心～

●電話をかける時の留意点
●電話を受ける時の注意
●電話応対の心得
●外部の人と接する場合、常に会社を代表して話している。他

（1993）
20分

A0083
（VHS）

ビジネストークをおしゃれに
　～職場敬語の基本ルール～

敬語は自分と相手との関係によって決まる。
●敬語の仕組み
●一日も早く、正しい敬語の使い方をマスターしよう。

（1993）
23分

A0086
（VHS）

こんな社員はいらない
　～新入社員・１５のべからず～

色々なケースを通して、「会社では決してしてはならないこと、それは何
故なのか」をしっかり学びとろう。

（1993）
21分

A0087
（VHS）

実力社員への道
　～自己管理と自己啓発～

立派な社会人、有用な社員になるには、健康管理と生活管理、自己啓
発が必要です。社会人はこうしたことを自分で決めなくてはなりません。

（1993）
22分
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新入社員・若手社員、マナー

No. タイトル 内　　　　　　　容
（制作年）
収録時間

※制作年降順

A0089
（VHS）

新入社員のためのビジネス全常識
1．経済の常識

●新入社員の基本姿勢　●ビジネスマナー　●組織の一員
●社員としての自覚　●フレッシュマンに送るキーワード
●外見で判断される　他

（1993）
20分

A0090
（VHS）

2．会社の常識
｢会社ってだれのもの？」｢株主総会って何をやるの？」わかっているよう
でわからない会社の仕組みをやさしく解説します。
●株式会社とは？　●会社は誰が動かしているのか？　他

（1993）
20分

A0091
（VHS）

3．マナーの常識

人はまず見掛けで評価されます。動作・態度、言葉づかいなど、あだや
おろそかにはできません。ビジネスマナーのABCをていねいに教えま
す。
●良い第一印象を作る　●社会人これが大事　他

（1993）
20分

A0092
（VHS）

4．仕事の常識

仕事を上手に進めるにはいろいろなコツがあります。
具体的なチェックポイントをミニドラマをはさんでわかりやすく紹介。
●上手な仕事の進め方
●指示・命令の受け方　●報告・連絡の仕方

（1993）
20分

A0093
（VHS）

5．取引の常識
仕事を始めると見慣れない書類や聞き慣れない言葉にとまどうことがよ
くあります。伝票の見方や初歩的な法律用語の意味を解説します。
●ビジネスの付合い ●書類の知識　他

（1993）
20分

A0400
（VHS）

15分で学ぶビジナスマナー講座
1．あなたを活かすビジネスマナー(講話)
　　～気配りとケジメを考える～

●人間としての魅力を磨く
●相手に感動を与え自分の魅力を伝える
●気配りとは関心をもって出会うこと
●ケジメとは自己コントロール能力を持つこと

（1993）
25分

A0401
（VHS）

2．美しい立居振舞い［Ⅰ］
　（モデル研修）
　　～魅力的な立ち方･歩き方･座り方～

●立居振舞いは心を形に表すこと
●魅力的な立ち方　　●魅力的な歩き方
●魅力的な座り方　　●魅力的な立ち上がり方

（1993）
15分

A0402
（VHS）

3．美しい立居振舞い［Ⅱ］
　（モデル研修）
　　～礼儀正しいお辞儀と挨拶～

●お辞儀３種類［会釈・敬礼・最敬礼］
●お辞儀のときの視線
●廊下・階段・路上でのお辞儀について

（1993）
15分

A0403
（VHS）

4．美しい立居振舞い［Ⅲ］
　（モデル研修）
　　～感じのよい案内の仕方～

●方向の示し方　　　●廊下・通路での案内
●階段での案内　　　●エレベーターでの案内
●応接室への案内

（1993）
15分

A0404
（VHS）

5．信頼を生む
   コミュニケーション［Ⅰ］
　（モデル研修）
　　～さわやかな言葉の世界～

●上手な話し方　　　●上手な聞き方
●尊敬語とは　　　　●謙譲語とは
●丁寧語とは　　　　●声の表情

（1993）
15分

A0405
（VHS）

6．信頼を生む
   コミュニケーション［Ⅱ］
　（モデル研修）
　　～大切にしたい報・連・相～

●指示を受ける
●報告する
●信頼につながる連絡と相談

（1993）
15分

A0406
（VHS）

7．好感を与える訪問・応対［Ⅰ］
　（モデル研修）
　　～心がけたい訪問時のエチケット～

●アポイントメントをとる
●応接室でのポイント
●名刺をだす
●座席の順位

（1993）
15分

A0407
（VHS）

8．好感を与える訪問・応対［Ⅱ］
　（モデル研修）
　　～心あたたまるおもてなし～

●お迎えする　　●相手の確認　　●用件をつかむ
●取り次ぎ方　　●案内する　　　●お茶の出し方
●見送りの挨拶

（1993）
15分

A0408
（VHS）

9．さわやかな電話応対の基本［Ⅰ］
　（モデル研修）
　　～電話の話し方のマナー～

●言葉はハッキリと明るく　　　●わかりやすい言葉を使う
●話す速度を考える　　　　　　●相づちを打つ
●メモをする習慣を身につける　●電話での言葉づかい

（1993）
15分

A0409
（VHS）

10．さわやかな電話応対の基本［Ⅱ］
　（モデル研修）
　　～電話のかけ方のマナー～

●電話をかける前に　●名乗りと挨拶
●取り次ぎを頼む　　●用件を話す
●終わりの挨拶

（1993）
15分

A0410
（VHS）

11．さわやかな電話応対の基本［Ⅲ］
　（モデル研修）
　　～電話の受け方のマナー～

●メモをとりながら用件を聞く
●自分の名前を名乗る
●名指人が不在のときの応対
●取り次ぎは迅速に正確に

（1993）
15分

A0411
（VHS）

12．ロールプレイの進め方
　（ロールプレイ）
　　～受付からお見送りまで～

●訪問者の名乗り
●迎えるときの挨拶
●名指人に報告し指示を受ける
●案内と茶菓の接待　　●見送り挨拶

（1993）
30分
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新入社員・若手社員、マナー

No. タイトル 内　　　　　　　容
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A0412
（VHS）

13．マナー講座の進め方（解説）
　　～インストラクターの心構えと指導ポイント～

●インストラクターの心構え
（ついてきてこそ指導ができる／進歩してこそ指導ができる／学ぶ心が
あってこそ指導ができる）
●研修でのビデオ活用法

（1993）
20分

A2067
（VHS）

いよいよあなたは社会人

新入社員にまず求められるのは、元気さ、さわやかさ、そして仕事に対
する積極的な取り組み姿勢です。本巻では、仕事に取り組む以前に確
認しておきたい｢働く意義｣と「会社と生活のルール」を学習します。
●会社のルールとエチケット
●新入社員への期待
●働くことの意義と目的

（1992）
25分

A2070
（VHS）

お客様をお迎えするとき

お客様は訪問した会社のイメージを、第一印象で決めてしまいます。だ
からこそ気持ちよくお迎えし、お見送りしたいものです。本巻では、気配
り、心配りの行き届いた対応とはどのようにするのかを具体的に紹介し
ます。
●お客様の迎え方　　　　　●案内の仕方
●応接室での接客ポイント　　●お茶の出し方

（1992）
25分

A2072
（VHS）

企業人と学生はここが違う

新社会人には、まず学生から企業人への意識の転換が必要です。本巻
では、学生の世界と企業社会との相違点を大きく５つのポイントに集約
し、ドラマを通して、企業人としての心構えが身につくよう、わかりやすく
構成してあります。

（1992）
25分
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