
あなたの常識・良識は大丈夫？
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今日から社会人だ！ 今日からここで
働くのね…

会議室 入社おめでとう！
今日から、我が社の一員として
がんばってほしい！

がんばらなきゃ さて、今日から社会人に
なるわけだが…

？
？

会社で働くということに
ついて、君たちにはしっかり
考えてほしい！

会社で働くということ1
会社は何のために存在するのか1

 
 経営理念とは

会社で働くために理解しておきたいことがあります。それは、何のために会
社が存在するのかということです。その答えを考えていきましょう。

経営理念という言葉があります。これはどこの会社にもあり、「自分たちの
会社は何のために存在するのか」という会社の存在意義や「自分たちの会社は
どういう目的で、どういう形で活動を行なっていけばいいのか」という会社の
活動の根本的な考え方が文章としてまとめられたものです。そして経営理念は、
会社や社員一人ひとりの日々の仕事の精神的な支えとして、どこの会社でも非
常に大切にされています。

また、どこの会社も、自社の商品やサービスを通じて社会に貢献することを
目的にしています。そのために、経営理念にもとづいてどのような商品・サー
ビスを提供していけばいいのかということを慎重に検討して決めています。

このように、経営理念は会社や社員が進むべき道を定めてくれるだけでなく、
会社のすべての活動の原点になります。いいかえれば、会社は経営理念を実現
するために存在しているといえるのです。

 
 全員がひとつになる

会社は経営理念を実現するために存在しています。では、実際に実現してい
くのはだれなのでしょうか。それはいうまでもなく社員一人ひとりです。つま
り、経営理念を実現していくためには、社員一人ひとりが経営理念にもとづい
た仕事をしていくことが必要になるのです。

しかし、入社したてのころは、大きな仕事を任されることが少なく、自分の
仕事が社会に与えている影響を感じにくく、「経営理念と、この仕事はどうい
う関係があるのか」と考えてしまう人がいるようです。

たしかに、社長と新入社員では、仕事の社会に与える影響は違います。しか
し、だれかひとりでも欠けてしまうと会社として機能しなくなり、経営理念を
実現することができません。つまり、経営理念を実現するためには、全員がひ
とつになって日々の仕事と向き合っていく必要があるのです。

社会人をはじめる前に章第1
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給料をもらうということ2
 
 給料の意味

社会人になると、毎月決まった日に給料をもらいます。その給料で、買い物
がしたい、旅行がしたいなど、それぞれ使い道を思い描いていることでしょう。
ところが、なんとなくもらっているだけで、給料の意味を理解できていない人
が多くいます。

給料は、仕事の成果にもとづいて支払われます。仕事の成果とは、営業部門
の人であれば営業成績、開発部門の人であれば新製品の開発などをイメージす
るでしょう。もちろん、それらも仕事の成果ですが、仕事とはそれだけではあ
りません。仕事に必要なスキルや社会人としての常識、正しいマナーを身につ
けること、会社の決まりを守ること、職場の人とチームワークを発揮すること
なども仕事の成果に含まれているのです。

これらすべてに一生懸命取り組んだ結果が仕事の成果であり、給料はその成
果にもとづいて支払われています。ひとつでも手を抜いてしまったら給料をも
らう資格はありません。給料をもらうことは、それだけ大変なことなのです。

 
 給料はだれからもらうものか

では、給料はだれからもらうものなのでしょうか。多くの人は、会社や社長
からもらうものだと考えているかもしれませんが、それは間違いです。

みなさんの給料は、会社があげた売上のなかの一部を使って支払われていま
す。売上とは、お客さまが会社の商品やサービスの対価として支払ってくれた
お金です。つまり、みなさんの給料は、お客さまからもらっているのです。

だからこそ、お客さまに満足してもらえる仕事をしなければいけません。そ
のためにどこの会社も必死になって活動しています。お客さまを満足させるこ
とができない会社は、いずれライバル会社などにお客さまを奪われてしまい、
売上が落ちてしまいます。そうなると、みなさんの給料も支払われなくなって
しまうでしょう。

お客さまのために一生懸命に仕事の成果をあげること。これが給料をもらう
ことなのです。

世代の違う人たちと仕事をする3
 
 会社はさまざまな人が集まる場所

会社には、さまざまな世代の人がいます。みなさんと同世代の人はもちろん、
みなさんの両親よりも年上の人などもいるでしょう。世代が違うということは、
育った時代や環境はもちろん、ものの見方や考え方も違います。会社では、そ
のような人たちと人間関係をつくり、仕事をしていかなければなりません。

こういう話をすると、「年上の人と話すのは気をつかうから嫌だ」という声
が聞こえてきそうです。しかし、年の離れた人たちと接する場面は、社会人と
して成長していくために重要な機会になります。

なぜなら、みなさんよりも年齢が上の人たちは、仕事や人生でさまざまな経
験をしています。その人の話を聞くことで、みなさんの視野がひろがり、仕事
や人生の参考になるでしょう。

会社は、さまざまな世代の人が集まる場所です。したがって会社は、その人
たちと積極的にかかわっていくことで、仕事の質を高めたり、ものごとの考え
方を深めていくことができるチャンスの場でもあるのです。

 
 さまざまな人をつなぐもの

「会社は何のために存在するのか（P.9）」で、会社は経営理念を実現するため
に存在し、そのために社員はひとつにならなければならないと学びました。し
かし、さまざまな世代の人たちが集まってひとつにまとまるのは難しいもので
す。なぜなら、経験の差や価値観の違いを埋めることは並大抵の努力ではでき
ないからです。

しかし会社では、全員がひとつにまとまって目標の実現に向かっていかなけ
ればなりません。そのために経営理念があります。つまり、会社の目標は経営
理念にもとづいて決められているのです。

そして、経営理念は、社員一人ひとりの精神的な支えになり、仕事で困った
り悩んだりしたことを解決するためのよりどころにもなります。さらに、働く
人をひとつにつなぐものでもあります。したがって、経営理念をしっかりと理
解することで、会社として大きな力を発揮することができるのです。

社会人をはじめる前に章第1



Case

NG!

OK!

山本くーん！
おはようー

おっ今日は気合い
入ってるねー

社会人だから
オシャレしないとね

いつもと違ってオシャレ
だからおどろいているんだわ

どうしてダメなんですか？
個性を大切にっていってくれたの
藤井さんじゃないですか！

おはよう
ございます

なにその格好！
ハデだし、アクセサリーもジャラジャラ
して！　そんなのダメよ！

たしかに
いったけど

意味が違う…

う

22 23

仕事の姿勢編

みなさんは、マンガを読んでどう思いましたか？　宮沢さんの言動の
悪いと思う点とその理由を具体的に書いてみましょう。

2
会社とプライベートを
いっしょにしない

章第

自分が好きな格好をしてもいいじゃない。
どうして注意されなくちゃいけないの？

会社は仕事さえきちんとしていれば、どんな身だし
なみでも問題ない

社会人としてふさわしい身だしなみをするのも仕事
のうち

  プライベート感覚は許されない

社会人になると、学生時代よりも使えるお金が増えます。自分の好きな服や
アクセサリーを買って、おしゃれをして働きたいと思う人も多いでしょう。し
かし会社では、自分の思いどおりの好きな服装や髪型は許されません。社会人
としてふさわしい身だしなみをすることが求められているのです。

このようにいうと、「会社ってうるさいところだな」と息苦しく感じたり、「仕
事さえきちんとしていれば、それでいいじゃないか」と不平や不満をいいたく
なるかもしれません。

しかし会社は、多くの人が集まって仕事をする「公」の場です。そういう場
では、「私」を優先したプライベート感覚で、自由に好き勝手な身だしなみを
することは許されないのです。ではなぜ、プライベート感覚の自由な身だしな
みをしてはいけないのか考えてみましょう。

・会社のイメージを保つため
一人ひとりが会社の看板を背負って働いています。身だしなみの善

よ
し悪

あ
しで、

みなさん自身はもちろん、会社の印象も変わります。

・お客さまに与える印象をよくするため
身だしなみがきちんとしていると、この会社は教育が行き届いて、「社員の
レベルが高いな」とよい印象をもってもらえます。

身だしなみは、印象を左右する大きな要素です。会社では、自分の好みで自
由な身だしなみをしてはいけないと覚えておきましょう。

2



藤井さん
おはよう
ございます

だれが見てもステキな
社会人ね

ありがとう
ございます

24 25

会社とプライベートはまったく別。個性個性というけれど、
プライベート感覚で会社に来られると困るわ

 
 個性を勘違いしていませんか？

宮沢さんは、「なにその格好？　アクセサリーもジャラジャラつけて」と藤
井さんから注意されました。それに対し宮沢さんは、「どうしてダメなんです
か？　個性を大切にっていってくれたの藤井さんじゃないですか！」とムッと
して、なぜ怒られているのかわからないといった様子です。藤井さんは、宮沢
さんの態度にあきれかえってしまいました。

なぜ、宮沢さんが藤井さんに注意されたのか考えてみましょう。それは宮沢
さんが、プライベート感覚の身だしなみで会社に来たからです。つまり、会社
が求める身だしなみを理解していなかったのです。

このように身だしなみを注意されると、「自分の個性を大事にしたいのに否
定された」「だれにも迷惑をかけていないからいいじゃないか」と不快に感じ
る人が多いようです。しかし、この考え方は間違っています。

会社では、会社にふさわしい身だしなみをしなければならないのです。そう
いうと、「会社では個性は必要ないの？」と思うかもしれませんが、そうでは
ありません。社会人にも個性は必要です。ただし、会社で求められる個性と、
プライベートの個性はまったく違うということを理解しておかなければならな
いのです。

 
 会社では好感をもたれることを一番に

会社で求められる個性とはどのようなものなのでしょうか。
たとえば男性の場合、スーツは紺、グレー、黒が一般的な色です。今日はさ

わやかな雰囲気を出したいからグレーのスーツを着る、落ち着いた雰囲気を出
したいから紺のスーツを着るなどのように、会社でふさわしい色のなかから、
自分に似合うものを選びましょう。

女性であれば、長い髪は会社ではたばねる、アクセサリーは、小さくて目立
たないものにするなどです。

服装や髪型以外にも注意するべき身だしなみのポイントがあります。化粧、
アクセサリー、爪の長さやマニキュア、靴のデザインや色、靴下の色や柄など
には気をつけましょう。気にすることが多く大変だと思うかもしれませんが、
どれも社会人に必要な身だしなみなのです。会社の基準がわからないのであれ
ば、上司や先輩に確認しましょう。

好きな身だしなみをできないことにストレスを感じるかもしれません。そう
だとすれば、会社でできないぶんは、プライベートで自分の個性を好きなだけ
楽しめばいいのです。そのように、会社での個性とプライベートの個性をうま
く使い分けができるようになりましょう。

よっぽどひどい身だしなみをしていないかぎり、上司や先輩は身だしなみ
のことを細かくいいません。だからこそ、会社にふさわしい身だしなみは
どのようなものか、わからなくなることもあるでしょう。そのようなとき
は、周りの人の身だしなみを見て参考にしましょう。

周りを見ればわかるはず

章第 仕事の姿勢編2



Case

NG!

OK!

ギリギリセーフ

おはよう
ございます！

え？

山本くんっ！
来るの遅いんじゃ
ないのか!?

？

９時に来たらいいって
就業規則に書いてありますよ？
ちょうどに来たらダメなんですか？

今日のスケジュール
はっと

38 39

章第 仕事の姿勢編

みなさんは、マンガを読んでどう思いましたか？　山本くんの言動の
悪いと思う点とその理由を具体的に書いてみましょう。

6
会社の規則は書いてある
とおりに守ればいい？

就業規則を守れっていうけど、あんなにたくさん
覚えられないし、全部守るのは無理だよな～

会社の規則は、かならずしもすべてを守らなくても
問題はない

会社の規則は、意味を理解し、きちんと守らなくて
はいけない

  守らなければ一発退場！

会社は、さまざまな人が仕事をしている場所です。その人たちが協力し合う
ことでまとまりが生まれ、会社として大きな力を発揮できます。そして、その
人たちの仕事を支えているのが会社の制度です。

会社の制度の代表的なものに就業規則があります。就業規則には、勤務時間
や勤務条件、休暇など、会社で働くうえでのルールがまとめられています。就
業規則は、経営理念や方針などをベースに、社員一人ひとりが心身ともに健康
でやりがいをもって働けるように定められているものです。そして、社員一人
ひとりには、就業規則を守る義務があります。

しかし、この就業規則について、「少しくらい守らなくても問題ない」と間違っ
た理解をしている人が少なくないようです。学生時代、校則を守らなくても許
してもらえたからという経験があるため、そう考えるようですが、それはいっ
さい通用しない甘い考えです。もし、就業規則違反をしてしまえば懲戒処分の
対象になります。重大な違反であれば、場合によっては解雇されてしまうこと
さえもあるのです。

入社したてのころは、就業規則の内容に理解できないこともたくさんあるは
ずです。しかし、わからないことは先輩や上司に聞き、就業規則の意味をきち
んと理解するようにしてください。

そして就業規則は、どんな小さな違反でも「守らなければ一発退場！」と考
え、絶対に守ると強く意識しておきましょう。

2



おはよう
ございます！

おはよう

今日はこれと
これと…

準備万端
さあやるぞ！

その調子

40 41

就業規則には９時始業だと書いてある。だからといって、
９時ちょうどに出社すればいいわけではないんだ

 
 始業時間の意味を知っていますか？

山本くんは、就業規則どおり９時ちょうどに出社しました。しかし、先輩の
太田さんから「もっと早く来るように」と注意を受け、「就業規則どおりに出
社したのにどうして？」と疑問を感じているようです。

どこの会社でも就業規則に始業時間が明記されています。フレックスタイム
など柔軟な勤務形態をとる会社も増えてきましたが、基本的には就業規則に明
記された始業時間に出社することが求められます。
「山本くんは就業規則どおりに出社したのだからいいのでは？」と思う人もい
るかもしれません。もしそう思ったのなら、正しく就業規則が理解できていな
いといわざるをえません。

なぜなら、就業規則に書かれている始業時間の定義は、全力で仕事をスター
トする時間だからです。通常、出社をしてから仕事を開始するまでの準備時間
が必要です。パソコンを起動する時間、その日にすることを整理する時間、制
服がある会社では着替える時間など、仕事がスタートできる状態になるまでに
少なくとも 15 分はかかるでしょう。

山本くんのように９時ちょうどに出社していたら、準備を終えて仕事がス
タートできるのは９時 15 分になってしまいます。就業規則に９時と書かれて
いるのであれば、８時 45 分には出社するべきだったのです。

昼の休憩時間のあとも同様に、決められた時間の５分前には席に戻り、頭を
切り替え、午後から全力で仕事ができるように準備をする習慣をつけましょう。

 
 ほかの制度も知っておこう

会社には就業規則のほかにもさまざまな制度があります。たとえば、給料の
基準や評価基準が定められた人事制度、保険や手当が定められている福利厚生
制度などがあります。仕事の進め方をまとめた業務マニュアルも会社の制度の
ひとつだといえるでしょう。これらは就業規則と違い、守らなければ罰せられ

るというものではありません。
しかし、これらをうまく活用していくことは、自身の仕事の成長や安定した

生活を送っていくために非常に役立ちます。
たとえば、評価基準を理解しておくと仕事の目標設定やキャリア形成に役立

ちます。また福利厚生制度は、安定した生活を送るために欠かせません。業務
マニュアルは、いうまでもなく仕事を効率的にミスなく進めるために必要です。

このように、会社にはさまざまな制度があります。充実した会社生活を送る
うえでどれも必要なものです。最初にすべてを覚える必要はありませんが、自
分に必要な制度については、覚えていく努力をするようにしましょう。

やむをえない事情で遅刻するときの連絡方法を知っておきましょう。①遅
刻とわかった時点で上司に電話を入れます。②事情とどのくらい遅れるか
を伝え、謝ります。③出社したら改めて上司や周りの人に謝ります。ただ
し、遅刻はしないことが基本です。時間に余裕をもって行動しましょう。

遅刻の連絡方法を知っていますか？

章第 仕事の姿勢編2



課長は今日中にほしいっていってた
けど、できるだけ早く仕上げよう

お願いしていたよりも早く
できたんだね。助かるよ

課長できました
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締め切りを守らないと迷惑がかかるってどうして
わからないんだろう。締め切りを守れない人は信用できない

 
 かならずだれかに迷惑がかかる

ある日の夜、黒木課長は「宮沢さんってもう帰ったの？　今日中に仕上げて
くれってお願いしていた明日の会議の資料まだなんだけど……」と藤井さんに
聞きました。「宮沢さんは帰りました」と答えた藤井さんに黒木課長は、「明日
の朝一番に必要な資料なんだ。悪いけど藤井さん、代わりにつくってくれるか
な」とお願いをしました。藤井さんは、宮沢さんの代わりに資料をつくるため
に残業をすることになってしまったのです。

仕事には前後の流れがあります。いいかえると仕事はひとりでしているよう
に思えても、チームとして、ひとつの仕事を完成させているということです。
したがって、だれかが締め切りを守らないと、チームのほかのメンバーにその
しわ寄せがきてしまいます。

このケースの宮沢さんは、それが理解できていません。黒木課長が「今日中
に資料をつくってくれ」とお願いをしたのは、その日のうちに資料を確認し、
翌朝の会議の段取りをつけたかったからなのです。

さらに、藤井さんにまで迷惑をかけてしまっています。藤井さんは、宮沢さ
んの代わりに会議の資料をつくることになり、残業しなくてはならなくなって
しまいました。

仕事はチームでしています。ひとつの仕事が遅れたら、チームの全員に迷惑
がかかってしまいます。締め切りを守ることは、チームワークの基本中の基本
なのです。

 
 締め切りに間に合いそうにないときは

指示された締め切りどおりに仕事を進めようと思っていても、急なトラブル
処理や電話応対、思っていたよりも時間がかかったなど、さまざまな理由で締
め切りに間に合わないことがあります。

それがわかった時点で、すぐに仕事を依頼してきた人に報告しましょう。締

め切りに間に合わない報告をすることで、「叱られたら嫌だ」と思う人もいる
かもしれません。しかし、報告もしないで締め切りに間に合わなかったらどう
なるでしょうか。ひとりが遅れたために、多くの人に迷惑をかけてしまい、大
きな問題になってしまいます。そして、厳しく叱られてしまうでしょう。

だからこそ、前もって締め切りに間に合わないという報告をすることがとて
も大切です。そうすることで、締め切りを延ばす、仕事をほかの人と分担する
などの解決策を考えることができます。したがって、締め切りに間に合わない
とわかった時点で報告する。これもチームワークのひとつなのです。

仕事には、電話応対やトラブル処理、急な来客対応など、予定外なことが
よくあります。だからこそ、いつ起こるかわからない“予定外”が発生し
ても、従来の仕事を遅らせなくてもすむように、仕事は常に予定よりも早
めに進めるようにしましょう。

仕事は“前倒し”で
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