
仕事の基本となるスキルを確認し、振り返ることで、
職場での応用力を高めます。

①《不安の解消》

仕事の基本となるスキルを、eライブラリの活用によって、いつでも確認することができます。

②《振り返りの機会の提供》
仕事の基本となるスキルを、eライブラリの活用によって、社員の入社年次に関わらず確認できること
で、誰でも、基本に立ち返る姿勢を身につけていただきます。

③《基本から応用へ》

ビジネススキル分野にラインナップ！

テーマ１テーマ１・電話応対編・電話応対編

テーマ２テーマ２・敬語編・敬語編

テーマ３テーマ３・訪問・応対編・訪問・応対編

テーマ４テーマ４・文書作成編・文書作成編

テーマ５テーマ５・ホウ・レン・ソウ編・ホウ・レン・ソウ編

★★仕事の遂行にあたって基本となる５つのテーマを選定仕事の遂行にあたって基本となる５つのテーマを選定

エッセンス＆ドリルで確認！エッセンス＆ドリルで確認！ 仕事の基本シリーズ仕事の基本シリーズ

◆想定学習時間 各テーマ２時間
◆最短実行時間 各テーマ２５分
◆教材構成

・Webによる教材配信
・ドリル演習 35～45問
・テスト数 １回 （20問から10問を

シャッフルして出題）

本シリーズの受講対象者本シリーズの受講対象者

教材概要教材概要

●仕事のスキルの各テーマごとに、押さえておいてほしいエッセンスを示します。
●ドリル解くことで、基本の確認とともに応用力につなげます。
●ドリルは難易度を表示し、習得度に関する目安としています。
●ドリルは３択式で、選択肢は解答のたびにシャッフルされるので、繰り返し取り組むことができます。

本シリーズの特色本シリーズの特色

③《基本から応用へ》

仕事の基本をドリルで演習することで、職場での応用力を身につけます。

●仕事のスキルのポイントを押さえたい人、特に内定者、新人から若手・中堅層のビジネスパーソン
●仕事の基本スキルを、再確認したいビジネスパーソン
●eライブラリ「ビジネスマナー基本」受講修了者、若年次教育（社内研修及び通信教育）の受講修了者

（ただし、受講修了が前提ではありません）

エッセンスを確認する

ドリルを演習する

反復

テストで仕上げる



●電話応対の基本５ポイントをおさえます。
●状況別（電話を受けるとき・かけるとき）の電話

応対について、おさえておいてほしいエッセン
スを学びます。

●状況別の電話応対の基本を、ドリル４５選で確
認します。

特色特色

オープニング 電話応対 キホンのキ
１ 電話応対は積極的に
２ 第一印象は名乗りから
３ あいさつは心をつなぐ
４ 相手の顔はどんな顔
５ 終わりは次の始まり

カリキュラムカリキュラム カリキュラムカリキュラム

特色特色

テーマ１・電話応対編テーマ１・電話応対編 テーマ２・敬語編テーマ２・敬語編

オープニング 敬語 キホンのキ
１ 敬語の役割を知る
２ 「時・場所・場面」を考えて使う
３ 尊敬語は目上の人、社外の人に使う
４ 謙譲語は自分がへりくだることで相手に敬意を示す
５ 丁寧語は敬意を表し丁寧に表現する

●敬語を使うときの基本５ポイントをおさえます。
●状況別（社内・主に職場、社外・主にお客さま

応対・商談など）の敬語の使い方について、お
さえておいてほしいエッセンスを学びます。

●状況別の敬語の使い方基本を、ドリル４５選で
確認します。

エッセンス＆ドリルで確認！エッセンス＆ドリルで確認！ 仕事の基本シリーズ仕事の基本シリーズ

後藤 啓子氏
キャリア・ネットワーク 代表取締役

監修監修

１．電話を受けるとき
1-1 最初の15秒間で好印象を与える
1-2 内容を聞き取る
1-3 効率よく取り次ぐ
1-4 取り次げない電話応対の基本をおさえる

２．電話をかけるとき
2-1 準備を完璧に！
2-2 目的を簡潔に伝える
2-3 取次ぎを依頼する
2-4 名指し人が電話に出られないときの対応の

基本をおさえる

監修監修

青木 テル氏
タクト＆アクト 代表取締役

エッセンス＆ドリル

エッセンス＆ドリル

１．毎日の職場で話す敬語
1-1 職場で話す敬語の基本
1-2 上司へのホウ・レン・ソウで使う敬語
1-3 社内での状況別で使う敬語

２．お客さまと話す敬語
2-1 来社されたお客さまに応対するときの敬語１
2-2 来社されたお客さまに応対するときの敬語２
2-3 お客さまを訪問するときに話す敬語
2-4 お客さまとの商談・打合せで話す敬語

エッセンス＆ドリル

エッセンス＆ドリル



●訪問・応対の基本５ポイントをおさえます。
●状況別（社内・来社されたお客さま、社外・訪

問時）の応対について、おさえておいてほしい
エッセンスを学びます。

●状況別の訪問・応対の基本を、ドリル３５選で
確認します。

特色特色

カリキュラムカリキュラム カリキュラムカリキュラム

特色特色

テーマ３・訪問・応対編テーマ３・訪問・応対編 テーマ４・文書作成編テーマ４・文書作成編

オープニング 訪問・応対 キホンのキ
１ 不快感を与えない身だしなみを身につける
２ 適切な言葉づかいを身につける
３ 好感のもてる立ち居ふるまいを身につける
４ あいさつの基本を身につける
５ 顧客満足を常に考える

オープニング 文書作成 キホンのキ
１ 書式やレイアウトの基本を知る
２ 必要な要素を押さえる
３ 体裁や書体を整える
４ 事実関係を整理し要点を絞って伝える
５ 提出前の最終チェック・ポイントをおさえる
★ 社内文書と社外文書の違い

●文書作成の基本５ポイントをおさえます。

●状況別（主な社内文書、主な社外文書）の作
成について、おさえておいてほしいエッセンスを
学びます。

●状況別の文書作成の基本（メールを含む）を、
ドリル３５選で確認します。

エッセンス＆ドリルで確認！エッセンス＆ドリルで確認！ 仕事の基本シリーズ仕事の基本シリーズ

下條 一郎氏
現代経営研究会 代表取締役

監修監修 監修監修

下條 一郎氏
現代経営研究会 代表取締役

１．来社されたお客様に応対する

1-1 応接室へ案内する
1-2 応接室で応対し、お見送りする

２．お客さまを訪問する
2-1 アポイントをとる
2-2 名刺交換する
2-3 紹介する
2-4 乗り物を利用する
2-5 接待する・接待を受ける

エッセンス＆ドリル

エッセンス＆ドリル

★ 社内文書と社外文書の違い
★ メールの基本書式
★ FAX送付状の基本

１．社内向けにビジネス文書を作成する

1-1 業務報告書を作成する
1-2 参加報告書を作成する
1-3 会議報告書を作成する
1-4 議事録を作成する

２．社外向けにビジネス文書を作成する

2-1 通知書を作成する
2-2 依頼書・照会書を作成する
2-3 回答書を作成する
2-4 お礼状/お見舞い状/お詫び状

を作成する

エッセンス＆ドリル

エッセンス＆ドリル



●報告・連絡・相談（ホウ・レン・ソウ）の基本５ポイン

トをおさえます。

●状況別（報告、連絡、相談の場面別）に、おさえて
おいてほしいエッセンスを学びます。

●状況別のホウ・レン・ソウの基本を、ドリル４０選で
確認します。

特色特色

カリキュラムカリキュラム

テーマ５・ホウ・レン・ソウ編テーマ５・ホウ・レン・ソウ編

オープニング ホウ・レン・ソウ キホンのキ
１ ホウ・レン・ソウとは
２ ホウ・レン・ソウの必要性を理解する
３ こまめな報告を行う
４ 早めの連絡を行う
５ 自分で考えてから相談する

共通の教材見本（「電話応対編」より）

▽エッセンス

▽キホンのキ

エッセンス＆ドリルで確認！エッセンス＆ドリルで確認！ 仕事の基本シリーズ仕事の基本シリーズ

今井 繁之氏
シンキングマネジメント研究所
代表取締役所長

監修監修

１．仕事のキレ味をよくする報告

1-1 報告事項は整理してから臨む
1-2 結論から先に端的に話す
1-3 悪い報告こそ早めに

２．仕事のスピードがアップする連絡

2-1 相手の立場に立つ
2-2 事実を的確に伝える
2-3 早め早めの連絡を心がける

３．職場も自分もイキイキする相談

3-1 相談の用件を明確に
3-2 疑問や不安や早めに解消
3-3 自分の責任や役割を明確

にする

エッセンス＆ドリル

エッセンス＆ドリル

エッセンス＆ドリル

▽ドリル


