
 

 

 

 

ビジネス実務マナー検定

３級講座 

〜問題編〜 

 
＊各回の講義終了後に、復習としてこの問題編

を解いてください。解答は本冊⼦の解答編にあ

ります。 



ビジネス実務マナー検定 3 級講座＜第 1 回＞〜問題編〜 
 
Q.1（47 回-2） 
就職活動をしている⼤⻄優美はビジネスマナーの本で「お酒の誘いの断り⽅」の項⽬を読んだ。そこには、
断るのに「お⾦がもったいないので」「飲みに⾏っても楽しくないので」などと正直にはっきり⾔うのは駄⽬で、こ
のような⼈は「×××」と烙印を押され、その後のコミュ⼆ケーションに⽀障を来すとあった。この「×××」とは
次のうちどれか。適当と思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１）ばか正直な⼈ 
（２）積極性のない⼈ 
（３）⾏動⼒のない⼈ 
（４）協調性のない⼈ 
（５）誠実さに⽋ける⼈ 
 
 
Q.2（４３回-４） 
次は⼈事課の⾼橋正貴が⼊社１カ⽉の新⼈に、仕事は慣れたかと声を掛けたとき返ってきた⾔葉である。
中から不適当と思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１）A 男：「失敗ばかりで、皆さんにはご迷惑の掛け通しです」 
（２）B 男：「ありがとうございます。徐々にではありますが・・・・・・」 
（３）C ⼦：「まだ全然慣れません。特に電話応対は緊張してしまいます」 
（４）D 男：「まだ責任ある仕事をしていませんので、何とも⾔えません」 
（５）E ⼦：「はい。最近では仕事の楽しさを感じられるようになりました」 
  

 

ビジネス実務マナー検定 3 級講座＜第１回＞ 



ビジネス実務マナー検定 3 級講座＜第 2 回＞〜問題編〜 
 
Q.1（47 回-4） 
次は坂上あやが、⾝だしなみのためにバッグに⼊れている物である。中から⾝だしなみのためのものではないと
思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１）頭痛薬 
（２）化粧⽤具 
（３）⻭磨きセット 
（４）エチケットブラシ 
（５）ソーイングセット 
 
 
Q.2（45 回-1） 
営業課の新⼈松尾晴彦は係⻑から、「⾝だしなみにもっと気を使うように」と注意された。次はこの後松尾がど
のようにすればよいか考えたことである。中から不適当と思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１）「汗をかくことが多くなったので、制汗スプレーを会社に置いておこうか」 
（２）「しばらく散髪に⾏っていないので、そろそろ散髪に⾏くことにしようか」 
（３）「楽だから社内ではサンダルを履いているが、やめた⽅がよいかもしれない」 
（４）「営業は⼈に接する機会が多いので、ポケットチーフでおしゃれに気を配ろうか」 
（５）「三⽇も同じネクタイをしているが、ネクタイは毎⽇換えた⽅が良いかもしれない」 
 
 
Q.3（43 回-3） 
⻘⽊若葉は先輩から、⾝だしなみに気を付けるようにと注意された。この「⾝だしなみ」とはどういうことか。 
次の中から適当と思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１）特に男性から好感を持たれるように、服装のおしゃれに気を使うこと。 
（２）流⾏を取り⼊れながらも、⾃分の個性が⽣きるよう服装を整えること。 
（３）他⼈に不快な感じを与えないように、作法を守りながら⾝なりを整えること。 
（４）周囲の⼈に違和感を与えないよう、地味めで⽬⽴たない服装をすること。 
（５）年相応に⾒えるように、同世代の社会⼈を参考にして⾝なりを整えること。 
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Q.4（47 回-5） 
⼤沢明伸は新⼈研修で、「社会⼈になったのだから⾃⼰管理を⼼掛けること」として次のような注意を 
受けた。中から不適当と思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１）体調不良で遅刻や不意の⽋勤をしないよう、健康に気を配ること。 
（２）休憩時間や昼⾷時間は仕事をしないなど、時間管理を徹底すること。 
（３）会社の備品を⾃宅に持ち帰らないなど、公私のけじめに気を使うこと。 
（４）翌⽇の仕事に影響しないように、お酒の飲み⽅も覚えるようにすること。 
（５）その⽇にする仕事は段取りを決めて、残業しなくて済むような仕事の仕⽅をすること。 
 
 
Q.5（45 回-3） 
⾼橋貴之の後輩酒井は、時間にルーズなところがある。このことについて⾼橋が酒井に注意するとき、 
時間を守ることが必要な理由としてどのようなことを⾔えばよいか。次の中から不適当と思われるものを⼀つ
選びなさい。 
 
（１）時間を守らないと信⽤されなくなるから。 
（２）時間を守ることが仕事の⽬的であるから。 
（３）時間は、守ることに決まっていることだから。 
（４）時間を守ってした⽅が、仕事がはかどるから。 
（５）時間を守れば、互いが気持ちよく過ごせるから。 
 
 
Q.6（43 回-5） 
新⼈の⾦⽯光⼀は先輩から「ビジネスマンは時間管理が⼤切」と⾔われた。次はこのとき⾦⽯が時間管理に
ついて考えたことである。中から不適当と思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１）仕事が重なったときは、急ぐものから順に取り掛かるようにしよう。 
（２）電話で話すときは、余計な時間をかけないように必要なことだけを端的に話すようにしよう。 
（３）昼休み時間内の電話は、今は昼休み時間であることを話して、折り返し電話すると⾔うようにしよう。 
（４）取引先を訪問するときは、往復の時間、⾯会時間など所要時間の⾒当をつけてから⾏くことにしよう。 
（５）その⽇のうちに終わらせないといけない仕事は、他の仕事をやりくりしてでもその⽇に終わらせよう。 
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ビジネス実務マナー検定 3 級講座＜第 3 回＞〜問題編〜 
 
Q.1（47 回-1） 
営業課の岡村裕也が取引先訪問のため外出の準備を急いでいると、課⻑から「昨⽇の S 社との商談はど
うだったのか」と聞かれた。係⻑には昨⽇詳しく報告してある。このような場合岡村は課⻑にどのように対応
すればよいか。次の中から適当と思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１）外出の準備をしていると⾔って、準備を続けながら詳しく報告する。 
（２）準備の⼿を⽌め、取引先に出掛けるところなので戻ったら報告すると⾔う。 
（３）準備を続けながら、報告していると取引先の訪問に遅れるがどうするかと⾔う。 
（４）準備の⼿を⽌めて⼿短に報告し、詳しくは外出から戻ってから報告すると⾔う。 
（５）準備の⼿を⽌め、その件は係⻑に報告済みなので係⻑から聞いてもらいたいと⾔う。 
 
 
Q.2（47 回-3） 
新⼈⼾倉しおりは通勤電⾞の⾞両トラブルで 20 分ほど遅刻してしまった。係⻑には電話で事情を連絡済
みである。このような場合⼾倉は朝のあいさつをどのようにしたらよいか。次の中から適当と思われるものを⼀
つ選びなさい。 
 
（１）皆の仕事の邪魔にならないように黙礼だけのあいさつをする。 
（２）係⻑に事情は連絡済みでも「電⾞のトラブルで遅れました」と皆にも告げる。 
（３）いつもと同じように「おはようございます」と皆に聞こえるようにあいさつする。 
（４）理由は何であれ遅刻は遅刻なので、「申し訳ありません、今後気を付けます」と皆に告げる。 
（５）そっと⼊室して⾃席に座るときに、周囲の⼈にだけ⼩声で「おはようございます」とあいさつする。 
 
 
 
Q.3（47 回-6） 
新⼈の原⼤介は係⻑から、取引先を訪問するので⾯会の予約をするようにと指⽰された。原は⾯会の予
約をしたことがなかったので注意することを先輩に尋ねたところ、次のように教えられた。中から不適当と思わ
れるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１）訪問の理由を簡潔に伝えること。 
（２）同⾏者がいる場合はそのことを⾔うこと。 
（３）⽇時は先にこちらの希望を⼆、三伝えること。 
（４）訪問の前に確認の電話を⼊れさせてもらうと⾔うこと。 
（５）「〇分ほどお時間を頂きたい」など⾯会時間の⽬安を⽰すこと。 

 

 

ビジネス実務マナー検定 3 級講座＜第 3 回＞ 



Q.4（46 回-1） 
資材課の⼤⼭俊⼀が電話を取ると取引⼯場の担当者 N ⽒からだった。係⻑に⼯場を案内するため最寄
り駅で待ち合わせているが係⻑が来ない、何か連絡がないかということである。次はこのとき⼤⼭が順に⾏っ
たことである。中から不適当と思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１）N ⽒にそのまま待ってもらい、周りの課員に係⻑から何か連絡があったか尋ねた。 
（２）連絡は⼊っていないということだったので N ⽒にそのことを伝え、駅のどこで待ち合わせているのかを尋ねた。 
（３）N ⽒の携帯電話の番号を教えてもらい、係⻑の携帯電話に連絡してみると⾔って 

いったん電話を切らせてもらった。 
（４）係⻑に電話したところ、待ち合わせの場所を間違えていたことが分かったので、 

正しい場所を伝えて早く⾏くようにと⾔った。 
（５）N ⽒に電話し、係⻑が待ち合わせ場所を間違えていて今向かっていると伝えた。 
 
 
Q.5（46 回-3） 
次は新⼈神崎隼⼈が先輩から、ルーティンワークについて指導されたことである。中から不適当と思われるも
のを⼀つ選びなさい。（※ルーティンワークとは、いつも⾏う決まり切った仕事のこと。） 
 
（１）ルーティンワークは簡単そうに⾒えるが、準備をして計画的に⾏わないと完全にはできない。 
（２）ルーティンワークは⽇課のように⾏う仕事だから、上司の指⽰をいちいち待たず⾃発的に⾏ってよい。 
（３）ルーティンワークはやり⽅が決まっているので、⼿順を覚えて早く正確に処理できるようになること。 
（４）ルーティンワークは単調な仕事と思われがちだが、間違いなく⾏うには気を抜かずにやることが必要だ。 
（５）ルーティンワークはやらなければいけないこととしてあらかじめ分かっている仕事なので、上司への 

報告はしなくてよい。 
 
 
Q.6（46 回-4） 
販売課の新⼈佐倉茂喜が電話に出ると、「市川さんをお願いしたい」と⾔う。販売課には市川という名前の社
員はいない。次はこのとき佐倉が順に⾏った対応である。中から不適当と思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１）相⼿に、販売課に市川という者はいないのでかけ間違いではないかと⾔った。 
（２）市川さんの名刺を⾒て電話していると⾔われたので、確認するので少し待ってもらいたいと⾔った。 
（３）先輩に聞いたところ市川は昨年退職したと分かったので、退職していると⾔ってわびた。 
（４）相⼿の名前と市川への⽤件はどのようなことかを尋ねた。 
（５）以前購⼊した W 製品について聞きたいことがあると⾔われたので、担当者に取り次いだ。 
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Q.7（46 回-5） 
次は新⼈の⻄原純⼦が、先輩から仕事の指⽰を受けたときに⾏っていることである。中から不適当と思わ
れるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１）指⽰された仕事の⼿順がよく分からないときは、その場で教えてもらっている。 
（２）同時に幾つかの指⽰を受けたときは、どの順番で⾏えばよいのかを確認している。 
（３）指⽰はメモを取りながら聞き、聞き終えてから数量や⽇にちを復唱して確認している。 
（４）今⼿掛けている仕事があるときは、それを終えてからになるがよいかと確認している。 
（５）指⽰された期限までにできそうもないときは、誰かに⼿伝ってもらってよいかと確認している。 
 
 
 
Q.8（46 回-6） 
野村俊也が勤務する会社では、今週⾦曜⽇の業務終了後に社員慰労パーティーが⾏われる。野村は最
近残業続きで疲れていることと、⼟曜⽇は家の法事で朝早く帰郷することから、参加についてどうしようかと
考えている。このような場合の対応について、次の中から不適当と思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１）係⻑に事情を話して、参加した⽅がよいかを尋ねる。 
（２）係⻑に事情を話し、できれば不参加にさせてもらいたいと頼む。 
（３）係⻑に事情を話し、パーティーの途中で退出してもよいかを尋ねる。 
（４）⽇曜⽇は休⽇で 1 ⽇休養できるから、多少の無理をしても参加する。 
（５）パーティーの幹事に不参加の許可をもらい、それを係⻑に知らせる。 
 
 
Q.9（45 回-4） 
阿部光治は、新⼊社員研修で次のことを教えられた。中から不適当と思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１）仕事には、多少丁寧さを犠牲にしても期限に間に合わせなければならないこともある。 
（２）幾つかの仕事を指⽰されたときは、優先順位は⾃分で判断せずに指⽰した⼈に確認すること。 
（３）仕事のミスを注意されて謝るときは、⼀⽣懸命やったことははっきり⾔うようにした⽅がよい。 
（４）仕事で指導されたことは、書き留めて覚えるようにし、同じ指導を何度もさせないようにすること。 
（５）⼀度に多くの仕事を指⽰されても、多少無理をすればできそうなら、何も⾔わずに引き受けるのがよい。 
 
 
  

ビジネス実務マナー検定 3 級講座＜第 3 回＞ 



Q.10（45 回-6） 
原⽥健太が昼休みに他部署の同僚と⼆⼈で近くの飲⾷店に⼊ったところ、係⻑が知らない⼈と⼀緒に⾷
事をしていた。原⽥たちの席は係⻑から少し離れている。このような場合、原⽥はどのようにするのがよいか。
次の中から適当と思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１）係⻑と⽬を合わせないようにし、合ってしまっても無視するのがよい。 
（２）係⻑と⽬が合ったら軽く会釈するが、合わなかったら特に何もしないのがよい。 
（３）係⻑のところに⼆⼈で⾏き、同席の⼈に断って、係⻑に他部署の同僚を紹介するのがよい。 
（４）係⻑のところに⾃分だけ⾏き、同席の⼈は取引先かと尋ね、そうであればあいさつするのがよい。 
（５）⾃分の席のところに⽴ち、係⻑の同席の⼈に向かって、係⻑の部下だと⾔ってあいさつするのがよい。 
 
 
Q.11（44 回-2） 
販売課の新⼈菊⽥康⼆は昨⽇先輩の吉岡と退社しようとしたところ、係⻑から居酒屋に誘われ⼆⼈とも
ごちそうになった。今⽇、吉岡は直接取引先に出掛け午後出社の予定である。このような場合菊⽥は、係
⻑への礼をどのようにしたらよいか。次の中から適当と思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１）午前中は何もしないでおいて、吉岡が出社したら⼆⼈で礼を⾔うのがよい。 
（２）居酒屋を出るときに礼を⾔っているので、あらためて礼を⾔わなくてもよい。 
（３）出社したらなるべく早く、朝のあいさつとともに⾃分だけ先に礼を⾔うのがよい。 
（４）係⻑にメールで、後で吉岡と共に礼に⾏くと伝えておいて、吉岡が出社したら⼆⼈で礼を⾔うのがよい。 
（５）先輩を差し置いてするのはよくないので、⾃分は礼を⾔わずに吉岡が出社したら 

吉岡から礼を⾔ってもらうのがよい。 
 
 
Q.12（44 回-4） 
新⼈の横⼭美穂は先輩から、「新⼈のうちは、分からないことは何でも尋ねるように」と⾔われた。次は横⼭
が先輩に尋ねたことである。中から不適当と思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１）「こんにちは」と課員に⾔いながら部⻑室にすっと⼊った⼈がいたので、「あの⼈は誰か」と尋ねた。 
（２）朝出社すると先輩たちが既に仕事を始めていたので、「もう少し早く出社する⽅がよいか」と尋ねた。 
（３）仕事中、友⼈から休⽇の予定についてのメールが来たので、先輩に事情を相談して「返信しても 

よいか」と尋ねた。 
（４）先輩から仕事を教えてもらっているとき、先輩が説明に使った⾔葉の意味が分からなかったので 

「どういう意味か」と尋ねた。 
（５）先輩たちの話に出てくる「S から来た」「S へ送って」は S ⽀店のことかと思ったが、念のため 

S というのは S ⽀店のことか」と尋ねた。 
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Q.13（44 回-5） 
営業課の島⽥将平は係⻑から、「君は気が利く」と⾔われている。次は島⽥が⽇ごろ⾏っていることである。
中から不適当と思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１）係⻑と得意先へ商談に出掛けるときは、資料類は⾃分が持っている。 
（２）係⻑が会議中でも、得意先から係⻑あてに急ぎの電話が⼊ったときは係⻑にメモで知らせている。 
（３）係⻑が出席した会議や課⻑との打ち合わせの資料は、係⻑に、勉強のためコピーをもらいたいと 

⾔っている。 
（４）係⻑と取引先へ出掛けるとき、経路が複数あるときは乗り継ぎの時間を調べておいて、電⾞の 

待ち時間を少なくしている。 
（５）係⻑と得意先に歳暮の菓⼦折りを届けるとき、菓⼦折りは応接室までは⾃分が持つが、 

渡すときは係⻑から渡してもらっている。 
 
 
Q.14（43 回-1） 
販売 2 課の畠⼭直⼈はオフィスの⼊り⼝で、⾒知らぬ客から「販売課の⽅ですね、先ほど注⽂した S 商品
を受け取りに来たのですが」と⾔われた。S 商品は 1 課で取り扱っている。1 課は⼀つ上の 5 階にある。この
場合畠⼭はどのように対応するのがよいか。次の中から適当と思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１）その商品を扱っている 1 課に案内すると⾔って、客を 1 課まで案内する。 
（２）ここは 2 課なのでよく分からない、その商品を扱っているのは 5 階の 1 課だと⾔う。 
（３）⾃分は課が違うので、担当する 1 課の者を呼ぶのでここで待ってもらいたいと⾔う。 
（４）⾃分は 2 課の者だが、よければ 1 課から商品を持って来させると⾔って、客の名前を尋ねる。 
（５）⾃分は 2 課の者だが、すぐに 1 課に取り次ぐので、誰に連絡すればよいか教えてもらいたいと⾔う。 
 
 
Q.15（43 回-2） 
営業部の宮⽥幸夫の携帯電話が鳴った。取引先との商談の帰りの電⾞の中である。電話はその取引先
からで確認したいことがあると⾔う。このようなことに宮⽥はどのように対応すればよいか。次の中から不適当
と思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１）電⾞の中にいるとは⾔わず、その電話で⼿短に対応する。 
（２）今電⾞の中なので会社に戻ったら電話するが、それでは駄⽬かと尋ねる。 
（３）今帰社途中の電⾞の中だが、よろしければそちらに戻るがどうかと尋ねる。 
（４）今電⾞の中なのですぐにこちらから電話すると⾔い、次の駅で降りてホームから電話する。 
（５）今電⾞の中なので後で電話すると⼤体の時間を⾔い、⾃社の最寄り駅に着いてから電話する。 
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ビジネス実務マナー検定 3 級講座＜第 4 回＞〜問題編〜 

 
Q.1（46 回-2） 
次は新⼈の渡辺まなみが⽇ごろ⼼掛けていることである。中から不適当と思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１）外線電話が鳴ったら、周りの⼈が受話器に⼿を伸ばす前に⾃分が進んで取るようにしている。 
（２）まだ誰が社員で誰が来客か分からないので、社内で出会った⼈には誰にでも会釈するようにしている。 
（３）初めてする仕事のときは、分からないことは分かるまで確認し、⾃分の判断で進めないようにしている。 
（４）書類のコピーを頼まれたときは、何に使う資料でなぜ必要かを尋ねて早く仕事を覚えるようにしている。 
（５）商品知識や専⾨⽤語など分からないことは先輩に教えてもらうが、詳しくは⾃分でも調べるように 
    している。 
 
 
Q.2（45 回-2） 
新⼈の⼩杉雄⼆は同僚の⽵内から、まだ誰にも話していないが、仕事が合わないので退職するつもりだと
聞いた。そのような折、係⻑から「⽵内君の様⼦がおかしいが、仲がよい君なら何か知っているのではないか」
と聞かれた。このような場合⼩杉は、係⻑にどのように対応するのがよいか。次の中から適当と思われるもの
を⼀つ選びなさい。 
 
（１）「近々、本⼈から話があると思う」と⾔う。 
（２）「知っているが、個⼈的なことなので話せない」と⾔う。 
（３）「退職するつもりと聞いたが、理由は分からない」と⾔う。 
（４）「何も知らないが、仕事の悩みでもあるのかもしれない」と⾔う。 
（５）「⾃分から聞いたと⾔わないでもらいたい」と⾔って、聞いたことを話す。 
 
 
Q.3（45 回-5） 
塚本賢介は新⼈研修で社⻑から、「君たちに求めるものは『やる気』である」と⾔われた。そこで塚本は、 
どのような⾏動が「やる気」を⽰すことになるのかを次のように考えた。中から不適当と思われるものを⼀つ 
選びなさい。 
 
（１）雑⽤と思われる仕事も、嫌な顔をせず進んで引き受ける。 
（２）電話が鳴ったら真っ先に取れるように、常に気を配っている。 
（３）呼ばれたときはすぐに返事をし、離れた所からなら、⾜早に⾏く。 
（４）朝は早めに出勤して、すぐに仕事に取り掛かれるよう準備をする。 
（５）上司や先輩が残業しているときは、⾃分も仕事を⾒つけて残業する。 
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Q.4（44 回-1） 
営業課の新⼈北沢美佐⼦のところに A 社と商談中の係⻑が来て、「A 社のファイルをすぐに応接室に持っ
てくるように」と⾔って応接室に戻った。北沢はファイルがどこにあるかを知らなかったが先輩がすぐに出してくれ
た。このような場合北沢は、係⻑にファイルを届けるときどのように⾔うのがよいか。次の中から適当と思われ
るものを⼀つ選びなさい。 
 
（１）「ファイルをお持ちしました」 
（２）「ファイルを探すのに⼿間取りました」 
（３）「ファイルがどこにあるかが分かりませんでした」 
（４）「ファイルの場所はまだ教えていただいていませんでした」 
（５）「ファイルの場所が分からなくて、出していただきました」 
 
 
Q.5（44 回-3） 
⼈事課の中沢初恵が電話を取ると製造課⻑からで、「製造課員の昇格試験の結果を急ぎ教えてもらえな
いか」と⾔う。今は昼休み中で、席には中沢しかいない。昇格試験の結果は明⽇通知する予定で、今、⼈
事課⻑の書類トレーの中にある。このような場合、中沢はどのように答えるのがよいか。次の中から適当と思
われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１）なぜ急ぐのかを尋ね、やむを得ない理由なら教える。 
（２）⼈事課⻑が席に戻ったら結果を聞いて連絡すると⾔う。 
（３）結果は明⽇通知する予定なので、今⽇は教えられないと⾔う。 
（４）今は⾃分しかいないので、⼈事課⻑が戻ったら連絡すると⾔う。 
（５）結果はまとまっているので、昼休みが終わったら⼈事課に来てはどうかと⾔う。 
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Q.6（44 回-6） 
営業部に配属された新⼈の⼤塚達彦は指導役の先輩遠藤から、「今は忙しい時期なので仕事を教えて
いる時間がない。取りあえず電話番をしているように」と⾔われた。遠藤は他の先輩たちよりも出張や外出が
多く、ほとんど席にいない。このような場合⼤塚はどのようにするのがよいか。次の中から不適当と思われるも
のを⼀つ選びなさい。 
 
（１）分からないことや聞きたいことで急がないものは、遠藤が帰社したときにまとめて尋ねるようにする 

のがよい。 
（２）指導を受けなければ仕事は覚えられないので、電話応対の指導役を別に付けてもらいたいと 

課⻑に頼むのが良い。 
（３）席にいる先輩たちの電話応対には⽿を傾けるようにし、分からないことは間を置かずに先輩たちに 

尋ねるのが良い。 
（４）電話をかけてくる取引先と担当者の名前を覚えれば取引の流れがつかめるので、受けた電話は 

記録しておくのがよい。 
（５）商品知識は営業の仕事に不可⽋だから、電話の合間に勉強し、不明な点があれば席にいる先輩

に教えてもらうようにするのがよい。 
 
 
 
Q.7（43 回-6） 
営業課の⼩島清美は係⻑から、明⽇の販売会議が延期になったので関係者に知らせてもらいたいと指⽰
された。この会議には代理店など社外からの出席者もいる。次は⼩島が係⻑に確認したことである。中から
不適当と思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１）議題に変更や追加はないか。 
（２）使⽤する会議室は前と同じでよいか。 
（３）開催予定⽇時はいつか決まっているか。 
（４）⽋席予定だった⼈にも連絡した⽅がよいか。 
（５）社外の⼈には電話で知らせるが、何⼈かで⼿分けしてよいか。 
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ビジネス実務マナー検定 3 級講座＜第 5 回＞〜問題編〜 

 
Q.1（47 回-7） 
⼤⽵義彦の部署では、得意先や新規顧客をプロ野球の観戦に招待している。⼀般的にこのようなことをす
る部署はどの部署か。次の中から適当と思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１） ⼈事課 
（２） 営業課 
（３） 経理課 
（４） 庶務課 
（５） 仕⼊課 
 
 
Q.2（47 回-9） 
庶務課の吉岡英樹が K 社から納品された商品を確認すると、注⽂した物とは違う物であった。納品書に
は、K 社販売部⾨の責任者と担当者の印、出荷部⾨の責任者と担当者の印が押されている。商品を配
達してきたのは W 運送である。このような場合吉岡は商品の違いを誰に連絡するのがよいか。次の中から
適当と思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１）W 運送の配達担当者 
（２）K 社販売部⾨の責任者 
（３）K 社販売部⾨の担当者 
（４）K 社出荷部⾨の責任者 
（５）K 社出荷部⾨の担当者 
 
 
Q.3（47 回-10） 
販売課の新⼈村上はるみが電話に出るとお客さまからで、「毎⽉ダイレクトメールが届くが、送るのをやめて
もらえないか」と⾔われた。このような場合村上はどのように対応したらよいか。次の中から適当と思われるも
のを⼀つ選びなさい。 
 
（１）要らないなら届いたら破棄してくれて構わないと⾔う。 
（２）上の者に電話を代わるので少し待ってもらいたいと⾔う。 
（３）⾃分は新⼈なのでそのようなことを⾔われても困ると⾔う。 
（４）申し訳なかった承知したと⾔って相⼿の名前などを尋ねておく。 
（５）送付は代⾏業者なのでそちらに電話してもらいたいと⾔って電話番号を教える。 
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Q.4（46 回-7） 
⼈事課の新⼈⼭中歩美が電話に出ると、「御社に 4 年前に納⼊させてもらったパソコンがそろそろ買い換
えの時期なので、新製品の紹介をさせてもらいたい」という内容であった。このような場合⼭中は、この電話
をどの部署に回せばよいか。次の中から適当と思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１） 営業課 
（２） 資材課 
（３） 総務課 
（４） 企画課 
（５） 広報課 
 
 
Q.5（46 回-9） 
営業課の中条加代⼦が得意先訪問のため外出しようとしていたところ、営業課⻑に来客があった。営業課
では来客にはお茶を出すことになっている。今、営業課員は全員出払っていて中条もすぐに出掛けないと約
束の時間に間に合いそうもない。このような場合中条はどのようにして外出するのがよいか。次の中から適当
と思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１）課⻑には後で事情を話すことにして、お茶は出さずにそのまま外出する。 
（２）隣の課の課員に事情を話し、お茶を出してくれるように頼んで外出する。 
（３）約束に遅れるといっても数分のことだろうから、お茶を出してから外出する。 
（４）得意先に電話して事情を話し遅れることを伝え、お茶を出してから外出する。 
（５）課⻑に、事情があってお茶を出せない申し訳ないと書いたメモを渡して外出する。 
 
 
Q.6（45 回-7） 
営業課の伊藤なつ実が電話を取ると取引先から鈴⽊あてだった。鈴⽊は先⽉企画課に異動したので、それ
を伝えて⽤件を尋ねると「前に注⽂した品の在庫があるかを知りたい」と⾔う。鈴⽊の後任は川上である。この
ような場合伊藤は、この電話にどのように⾔うのがよいか。次の中から適当と思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１）「企画課にお電話を回しますので、お待ちくださいませ」 
（２）「今は川上が担当しておりますが、いかがいたしましょうか」 
（３）「後任の川上という者に代わりますが、よろしいでしょうか」 
（４）「今回は鈴⽊に取り次ぎますが、次回から後任の川上にお願いします」 
（５）「鈴⽊と後任の川上のどちらにお電話をつないだらよろしいでしょうか」 
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Q.7（45 回-8） 
三島亜紀は就職活動を控えている⺟校の後輩から、会社の部署がそれぞれどういう業務を担当しているの
か教えてもらいたいと⾔われた。そこで三島は、ほんの⼀例だと⾔って次のように教えた。中から不適当と思
われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１） 社員教育の担当は「⼈事課」 
（２） 事務⽤品の購⼊担当は「庶務課」 
（３） 商品の販売業務の担当は「営業課」 
（４） ⾦銭の出し⼊れの担当は「経理課」 
（５） 社屋の維持管理の担当は「製造課」 
 
 
Q.8（45 回-11） 
次は新⼈の北岡みなみが、学⽣時代の友⼈に「私の会社は福利厚⽣が充実している」と⾃慢したときに
挙げた具体例である。中から不適当と思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１） 給料やボーナスは、能⼒給が⼿厚く加算されるので働きがいがある。 
（２） 歌舞伎鑑賞や⾳楽会など、従業員の家族も招待するイベントが催される。 
（３） 社員⾷堂のメニューが豊富で、しかも値段の半分を会社が補助してくれる。 
（４） 社員専⽤の託児施設が併設されていて、⼥性にとって働いやすい環境である。 
（５） 30 歳以上の社員には⼈間ドックを奨励していて、2 万円を上限として費⽤を 
     負担してくれる。 
 
 
Q.9（45 回-12） 
新⼈坂下あゆみが電話を取ると、「御社にコーヒーメーカーを設置（レンタルサービス）の案内をさせてもらい
たい」という内容であった。このような場合坂下は、この電話をどの部署に回せばよいか。次の中から適当と思
われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１） 経理課 
（２） 企画課 
（３） 総務課 
（４） 広報課 
（５） 営業課 
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Q.10（44 回-7） 
北島健介は係⻑から、「新卒採⽤者数と部署別の定着率」を知りたいので資料を借りてくるようにと指⽰さ
れた。このような場合、北島はどの部署に⾏くのがよいか。次の中から適当と思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１） 経理課 
（２） 総務課 
（３） 庶務課 
（４） ⼈事課 
（５） 企画課 
 
 
Q.11（44 回-8） 
総務課の宮本江⾥⼦は昼前に課⻑から、「急だが午後 1 時からの課⻑会議で使うので、資料を作成して
⼈数分とじてもらいたい」と指⽰された。資料はページ数が多く、昼⾷をとらずに取り掛かっても間に合わない
かもしれない。このような場合の対処として、宮本は課⻑にどのようなことを尋ねるのがよいか。次の中から 
不適当と思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１） 総務課の先輩たちに⼿伝ってもらうがよいか。 
（２） 営業課の同僚を呼んで⼿伝ってもらってもよいか。 
（３） 間に合わないので係⻑に⼿伝ってもらってもよいか。 
（４） どうしても間に合わなかったら出来た分だけ先に渡すのでもよいか。 
（５） どうしても間に合わなかったら会議が始まってから会議室に届けるのでもよいか。 
 
 
Q.12（44 回-9） 
仕⼊課の桜井慶太のところに T 社に注⽂した品が届いたが、桜井が T 社販売課に注⽂した数と届いた数
が違う。納品書には T 社販売課の課⻑印と倉庫課の検印、配送課の課⻑印が押してある。このような場合
桜井は、数の違いを誰に問い合わせるのがよいか。次の中から適当と思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１） T 社販売課の課⻑ 
（２） T 社配送課の課⻑ 
（３） T 社倉庫課の検印を押した担当者 
（４） 桜井の注⽂を受けた T 社販売課の担当者 
（５） T 社配送課で今回配送を⼿配した担当者 
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Q.13（44 回-10） 
営業課の新⼈松坂しおりは、経理課の浅尾と今⽇ 6 時に⾷事をした後コンサートに⾏く約束をしている。
ところが、松坂は退社間際に外出中の係⻑から電話で、「6 時に S 社から注⽂書がファックスで送られてく
るので、内容をすぐに私の携帯電話に知らせてもらいたい」と指⽰された。このような場合松坂はどのように
対応すればよいか。中から適当と思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１） すぐに S 社に電話して、注⽂書の送信を早めることはできないか尋ねる。 
（２） 係⻑に、S 社から係⻑に直接連絡してもらうわけにはいかないのかと尋ねる。 
（３） 浅尾に軽⾷を買ってきてもらって、営業課で⼀緒に⾷べながらファックスを待つ。 
（４） 浅尾に事情を話して、取りあえず 6 時過ぎまで経理課で仕事をしながら待ってもらう。 
（５） 浅尾に、仕事のため⼀緒に⾷事ができなくなったと⾔って、コンサート会場で待ち合わせることにしてもらう。 
 
 
 
Q.14（44 回-12） 
販売課の宮⾥裕⼦は、係⻑が売上集計を先輩の鶴⾒に指⽰しているのを⾒掛けた。売上集計は以前は
鶴⾒がしていたが今は宮⾥がしている。このような場合、宮⾥はどう対処すればよいか。次の中から適当と
思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１） 今指⽰されたのは鶴⾒で⾃分ではないのだから、余計な⼝出しはしないでおく。 
（２） 係⻑に、その仕事は⾃分が担当だから⾃分にやらせてもらいたいと⾔ってみる。 
（３） 係⻑に、以前の担当者の鶴⾒に指⽰したのは勘違いではないのかと尋ねてみる。 
（４） 係⻑に、⾃分が担当している仕事を鶴⾒に指⽰した理由を聞きたいと⾔ってみる。 
（５） 鶴⾒に、担当を戻すのか勘違いか分からないが、今⽇は私が集計しようかと⾔ってみる。 
 
 
 
Q.15（43 回-7） 
製造課の新⼈塩⾒隆明は係⻑から、課員の先⽉の勤怠状況が知りたいのでタイムカードを借りてくるように
と指⽰された。この場合塩⾒はどの部署に⾏けばよいか。次の中から適当と思われるものを⼀つ選びなさい。 
（※「タイムカード」とは、社員の出退勤時刻を（タイムレコーダーによって）記録するカード。） 
 
（１） 仕⼊課 
（２） 総務課 
（３） 経理課 
（４） ⼈事課 
（５） 企画課  
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Q.16（43 回-10） 
⻄川学は会社のホームページの作成と管理を担当している。ホームページは会社の業務を広く⼀般に知ら
せるためのものだが、新製品の紹介や新卒採⽤の案内なども掲載している。⻄川は次のどの部署に所属し
ているか。中から適当と思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１） ⼈事課 
（２） 営業課 
（３） 製造課 
（４） 厚⽣課 
（５） 広報課 
 
 
Q.17（43 回-11） 
宣伝課の⽴花勇気は、販売課が明⽇⾏う展⽰会を⼿伝うようにと課⻑から指⽰されていたが、家の急⽤
で⽋勤しないといけなくなった。次はこのとき⽴花が、順に⾏ったことである。中から不適当と思われるものを
⼀つ選びなさい。 
 
（１） 課⻑に、「明⽇急⽤で⽋勤したい、展⽰会の⼿伝いができなくなり申し訳ない」と⾔った。 
（２） そのとき、「⾃分の責任なので、⼿伝いができないことを販売課には⾃分が話す」と⾔った。 
（３） 課⻑からは展⽰会のことは気にしなくてよいと⾔われたが、「迷惑を掛けて申し訳ない」ともう⼀度謝った。 
（４） 係⻑に、「展⽰会のことがあるので課⻑には⾃分で話した」と⾔って、休暇の許可をもらった。 
（５） ⽴花の代わりに⼿伝うことになった同僚に、「急にすまない」と⾔った。 
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ビジネス実務マナー検定 3 級講座＜第 6 回＞〜問題編〜 

 
Q.1（47 回-8） 
次は渡辺修⼀の社内や社外の⼈に対する呼び掛け⽅である。中から不適当と思われるものを⼀つ選びな
さい。 
 
（１） 課⻑（⼭⽥⼀郎）は「課⻑」 
（２） 後輩（中⾕弘幸）は「中⾕君」 
（３） 顧客（福⼭克也）は「福⼭⽒」 
（４） 先輩（佐藤秋夫）は「佐藤さん」 
（５） 取引先の主任（⽊下春奈）は「⽊下主任」 
 
 
Q.2（47 回-11） 
⼀般的に「係⻑」という役職の⼈は、組織の中でどのような役割を果たしているか。次の中から不適当と思
われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１） 課⻑の補佐 
（２） 社員の採⽤ 
（３） 部下の指導 
（４） 業務の管理 
（５） 業務の指⽰ 
 
 
Q.3（47 回-12） 
販売課の⻘⼭由⾹が退社時間間際に電話を取ると、同僚の⼩泉からで「R 社との商談が終わったところだ
が直帰したい」と⾔う。このような場合⻘⼭は、この電話に「お疲れさま」と⾔った後どのように対応するのがよ
いか。次の中から適当と思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１） 電話を切り、⼩泉さんは R 社と商談後直帰したと係⻑に伝える。 
（２） 電話を切り、⼩泉さんは客先から直帰したと課員全員に伝える。 
（３） ⼩泉に、直帰するのは構わないと思うが念のため係⻑に聞いてみようかと⾔う。 
（４） ⼩泉に待ってもらい、⼩泉さんから電話が⼊っていると⾔って係⻑に電話を代わる。 
（５） ⼩泉に待ってもらい、⼩泉さんに伝⾔はないかと課員全員に尋ね、なければ電話を切る。 
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Q.4（46 回-8） 
川上拓郎が係⻑から午前中に終えるようにと指⽰された仕事をしていたところへ、担当している取引先から急
⽤の電話があり、すぐに来てもらいたいと⾔う。その様⼦を察して後輩の⾼⽥が、「係⻑からの仕事は、やり⽅を
教えてもらえば⾃分が代わる」と⾔ってくれた。このような場合川上はどのようにすればよいか。次の中から適当と
思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１） 係⻑に、取引先から急⽤ですぐに来るように⾔われたがどうすればよいかと尋ねる。 
（２） 係⻑に事情を話し、⾼⽥がやってくれると⾔うので仕事の仕⽅を⾼⽥に教えてもらいたいと⾔う。 
（３） ⾼⽥に、⾃分はすぐに出掛けないといけないので係⻑に事情を話して指⽰を仰いでもらいたいと⾔う。 
（４） ⾼⽥にやり⽅を簡単に説明して取り掛かってもらい、詳しいことは移動中に携帯電話で説明すると⾔う。 
（５） 係⻑に事情を話し、指⽰された仕事は取引先から戻ってからするので午後まで待ってもらいたいと⾔う。 
 
 
 
Q.5（46 回-10） 
販売課の飯塚絵美は、課内会議で課⻑が「⼀丸となって頑張ってもらいたい」と⾔うのを聞いた。 
この「⼀丸となる」とは、どのようなことか。次の中から適当と思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１） ⼀⼈⼀⼈が責任を⾃覚し、全員が当事者意識を持つこと。 
（２） 全員が⽬標に向かって⼀致団結した仕事の仕⽅をすること。 
（３） 細かいことも念を⼊れて確認し、ミスのない仕事をすること。 
（４） 課員が同じ情報を共有して、⼀⼈の顧客に全員で対応すること。 
（５） 全員が同じ仕事の仕⽅ができるように、皆が強い仲間意識を持つこと。 
 
 
Q.6（46 回-11） 
総務部経理課の新⼈⼭⽥美菜が電話を取ると鈴⽊係⻑からで、⾵邪のため病院に寄るので出社は昼ご
ろになるとのことである。この場合⼭⽥は、この電話にどのように対応するのがよいか。次の中から適当と思わ
れるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１） すぐに総務部⻑に電話を代わる。 
（２） すぐに経理課⻑に電話を代わる。 
（３） 電話を切り、聞いたことを課員全員に伝える。 
（４） 電話を切り、聞いたことを総務部⻑に伝える。 
（５） 電話を切り、聞いたことを経理課⻑に伝える。 
  

いちがん 
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Q.7（45 回-9） 
飯⽥哲郎の会社では、20 万円以上の備品購⼊については、所属部署の係⻑、課⻑、部⻑、担当役員の 4
名の承認が必要である。この場合購⼊申請に当たり、最初に誰の決裁印をもらうか。次の中から適当と思わ
れるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１） 係⻑ 
（２） 課⻑ 
（３） 部⻑ 
（４） 担当役員 
（５） 誰でもよい。 
 
 
Q.8（45 回-10） 
次は企業などで使われる⽤語とその意味の組み合わせである。中から不適当と思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１） 転職 ＝ 他の職に変わること。 
（２） 求職 ＝ 職を探し求めること。 
（３） 復職 ＝ ⼀度離れた職に再び戻ること。 
（４） 免職 ＝ 解雇を免れて職にとどまること。 
（５） 辞職 ＝ 今まで就いていた職を⾃分から辞めること。 
 
 
Q.9（44 回-11） 
次は新⼈の⾦村信⼀の、社内の⼈の呼び⽅である。中から適当と思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１） ⾃分（⾦村信⼀）は、「僕」 
（２） 係⻑（⼯藤英樹）は、「係⻑」 
（３） 同僚（望⽉礼⼆）は、「礼⼆君」 
（４） 先輩（阿部佑⼦）は、「阿部先輩」 
（５） 課⻑（飯塚和夫）は、「飯塚課⻑さん」 
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Q.10（43 回-8） 
Y 営業所の佐藤かすみが電話を取ると取引先からで、「井上係⻑に仕事のことで尋ねたいことがある」と⾔う。
井上係⻑は先⽉本社に異動していて後任は⼭⽥係⻑である。このような場合佐藤は、取引先に井上係⻑
の異動を伝えた後どのように⾔うのがよいか。次の中から適当と思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１） 「後任の⼭⽥に代わろうか」 
（２） 「本社の電話番号を教えようか」 
（３） 「よければ⾃分が⽤件を聞こうか」 
（４） 「井上から異動のあいさつはなかったか」 
（５） 「⾃分が連絡を取って井上から電話させようか」 
 
 
Q.11（43 回-9） 
⾵間愛⼦のところに課⻑が、⼿直ししてもらいたいと、30 分後の会議資料を持ってきた。⾵間は係⻑の指⽰で
急ぎの仕事をしているところである。このような場合⾵間は、どのように対応すればよいか。次の中から適当と思わ
れるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１） 課⻑に、今している仕事も急ぎなので他の仕事はできないと⾔ってわびる。 
（２） 課⻑に、今係⻑からの仕事をしているがどちらを優先したらよいかと尋ねる。 
（３） 課⻑に、すぐに取り掛かるがこのことを係⻑に話しておいてもらいたいと⾔う。 
（４） 係⻑に、課⻑から急ぎの仕事を指⽰されたので係⻑の仕事は後になると話しておく。 
（５） 係⻑に、課⻑から 30 分後の会議資料の⼿直しを指⽰されたと話してどうすればよいかと尋ねる。 
 
 
 
Q.12（43 回-12） 
営業課の中⾥誠治は、今⽇の伝票整理や報告書作成を 1 時間ほど残業して処理することにした。商談
が終業時間（5 時）近くまであったためである。次はそのときの中⾥の⼀連の⾏動である。中から不適当と
思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１） 係⻑は休みだったので課⻑に事情を話し、1 時間の予定で残業の許可をもらった。 
（２） 退社する先輩から酒の誘いがあったが、まだすることが残っていると⾔って断った。 
（３） 外線電話が鳴ったが、営業時間外の留守番電話メッセージが流れるので取らなかった。 
（４） 予定の時間になったが、処理が終わらなかったので、タイムカードを押して残業を続けた。 
（５） 残業を終えて帰るとき、まだ⼀⼈残っている先輩に、先に失礼するとあいさつした。 
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Q.13（46 回-12） 
次は企業の社会貢献の例である。中から社会貢献には該当しないと思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１） 災害に⾒舞われた地域へ義援⾦を寄付する。 
（２） ⼩学⽣などの⼯場⾒学を積極的に受け⼊れる。 
（３） 社員にボランティア休暇を与え活動を⽀援する。 
（４） 社員の健康増進にスポーツクラブの利⽤を援助する。 
（５） 会社が所蔵する絵画や彫刻などを⼀般に無償で公開する。 
 

ビジネス実務マナー検定 3 級講座＜第 6 回＞ 



ビジネス実務マナー検定 3 級講座＜第 7 回＞〜問題編〜 
 
Q.1（47 回-13） 
J 社営業課の沢村隆⽂が外出先から戻ると、事務室には誰もいなくて電話が鳴っていた。このような場合
沢村は、電話に出て最初にどのように⾔えばよいか。次の中から適当と思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１） 「はい、ご迷惑をお掛けしました。J 社営業課です」 
（２） 「⼤変お待たせしました。J 社営業課でございます」 
（３） 「もしもし、J 社営業課です。どちらさまでしょうか」 
（４） 「お電話ありがとうございます。J 社営業課でございます」 
（５） 「はい、J 社営業課です。留守にしていて申し訳ございません」 
 
 
Q.2（47 回-14） 
営業課の新⼈中野紀久は先輩から、名刺の扱いについて次のように教えられた。中から不適当と思われる
ものを⼀つ選びなさい。 
 
（１） 受け取った名刺は直接ポケットに⼊れず、名刺⼊れにしまうこと。 
（２） 縦書き横書きを問わず、名刺は相⼿が読める向きで差し出すこと。 
（３） 名刺は専⽤の名刺⼊れに⼊れるようにし、財布などで代⽤しないこと。 
（４） 名刺を受け取るときは「頂戴いたします」と⾔って両⼿で受け取ること。 
（５） 受け取った名刺の名前が読めないときは、その場で尋ねて読み仮名を書いてしまうこと。 
 
 
Q.3（47 回-16） 
伊東秀⼆が約束の時間に取引先担当者を訪問したところ、受付係から応接コーナーで待つように⾔われ
た。しかし 15 分待っても担当者が来ない。このような場合伊東はどのようにすればよいか。次の中から不適
当と思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１） 受付係に、忙しいようなら出直すがどうかと話してみる。 
（２） 受付係に、担当者に連絡してくれたのかどうか確かめてみる。 
（３） すぐに来られない事情があるのだろうから、もう少し待ってみる。 
（４） 受付係に、15 分待っているが何かあったのだろうかと尋ねてみる。 
（５） 直接担当者の部署に電話を⼊れ、どのくらい待てばよいか尋ねてみる。 
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Q.4（46 回-13） 
次は新⼈北野⼤地が先輩から教わった、名刺の受け⽅や渡し⽅である。中から不適当と思われるものを 
⼀つ選びなさい。 
 
（１） 受け取った名刺の名前が読めないときは、その場で相⼿に尋ねること。 
（２） 座っているときでも、名刺を交換するときは椅⼦から⽴ち上がってすること。 
（３） 縦書きの名刺でも横書きの名刺でも、名刺は相⼿が読める向きにして渡すこと。 
（４） ⼆、三⼈の相⼿と名刺交換をするときは、上位者と思われる⼈から順にすること。 
（５） 名刺を切らしたときは、名刺の内容をその場で伝え後⽇郵送すると⾔って詫びること。 
 
 
Q.5（46 回-19） 
次は新⼈北川まさみが、先輩に対して⽇ごろ⼼掛けていることである。中から不適当と思われるものを⼀つ
選びなさい。 
 
（１） ⼿が空いたときには、何か⼿伝うことはないかと⾃分から声を掛けるようにしている。 
（２） 雑⽤のような仕事でも、指⽰されたときは明るく返事をして引き受けるようにしている。 
（３） 仕事を教えてもらったときは、なるべく、なぜそのようにするのかも教えてもらうようにしている。 
（４） 注意されたときは「申し訳ありません」だけでなく、「これからは注意します」と⾔うようにしている。 
（５） 簡単な仕事の指⽰でも、新⼈らしく「出来るかどうか分かりませんがやってみます」と⾔うようにしている。 
 
 
 
 
 
Q.6（45 回-17） 
次は営業課の相沢和也が先輩から、商談のため取引先を訪問するときの⼼得として教えられたことである。
中から不適当と思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１） ⾯識のない⼈を紹介されることもあるので、名刺が切れていないかあらかじめ確認しておくこと。 
（２） 約束の時間より早く着いてしまった場合、30 分程度ならそのまま訪問しても構わない。 
（３） 応接室で待っている間に⽤意してきた資料を机上に準備し、かばんは⾜元に置いておくこと。 
（４） 相⼿が⼊室したら、それまで座っていても⽴ち上がってあいさつをすること。 
（５） お茶を運んでくれた⼈には、⾔葉で礼を⾔うか会釈程度の礼をすること。 
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Q.7（45 回-20） 
新⼈の上条かなえがエレベーターに乗ろうとしたところ、中に他部署の部⻑が⼀⼈乗っていた。上条はその
部⻑と話したことがない。このような場合上条はどのような対応をしたらよいか。次の中から適当と思われるも
のを⼀つ選びなさい。 
 
（１） 気まずいので乗らずに、「どうぞお先に」と⾔ってやり過ごすのがよい。 
（２） 乗らないと不⾃然なので黙礼して乗るが、次の階ですぐ降りるのがよい。 
（３） 「はじめまして」とあいさつして乗り、よい機会だから⾃⼰紹介するのがよい。 
（４） 「こんにちは」とあいさつしながら乗り、話題を⾒つけて話し掛けるのがよい。 
（５） 「失礼いたします」と⾔って乗り操作盤の前に⽴ち、⾃分からは話し掛けないのがよい。 
 
 
 
Q.8（45 回-22） 
次は新⼈⼭根照夫が先輩から、相⼿に物を渡すときの注意として教えられた具体例である。中から不適
当と思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１） ボールペンは、ペン先を⾃分側に向けて渡すこと。 
（２） 書類は、相⼿が⽂字を読める向きにして渡すこと。 
（３） カッターやハサミは、刃先を⾃分側に向けて渡すこと。 
（４） クリップや消しゴムなどの⼩さな物は、⽚⼿で渡すこと。 
（５） ⼿⼟産の菓⼦折りなどは、⼿提げの紙袋から出して渡すこと。 
 
 
Q.9（44 回-17） 
⼈事課の松下千春は係⻑から⼆つの仕事を⼀度に指⽰された。今までは⼀つずつ指⽰されていたので優
先順位を考える必要がなかったが、今回の場合、松下はどのように対処すればよいか。次の中から適当と
思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１） どちらも係⻑の指⽰なのだから、優先順位は気にせずに仕事に取り掛かればよい。 
（２） 係⻑に、「このような場合の優先順位の付け⽅を教えてもらいたい」と尋ねるのがよい。 
（３） 係⻑にそれぞれの期限を尋ね、「締め切りの早い⽅の仕事から始めるがよいか」と確かめるのがよい。 
（４） 係⻑に、「まだ優先順位の付け⽅が分からないので仕事は⼀つずつ指⽰してもらいたい」と頼むの

がよい。 
（５） 優先順位は松下の都合で決めることなので係⻑に聞くまでもないが、⾃信がないなら先輩に助⾔

を求めるのがよい。 
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Q.10（44 回-18） 
次は新⼈⼩川雄次が、先輩や上司に対して⽇ごろ⼼掛けていることである。中から不適当と思われるもの
を⼀つ選びなさい。 
 
（１） 呼ばれたら、仕事をしている⼿を休めてすぐに「はい」と返事をするようにしている。 
（２） ⾃分は新⼈だから、話し掛けられたときは話すが、⾃分からは話し掛けないようにしている。 
（３） 仕事で注意されたときは、事情があってそうなったとしても、⾔い訳はしないようにしている。 
（４） 仕事に関係があると思えない雑⽤であっても、指⽰されたときは間を置かずすぐにするようにしている。 
（５） 気安く声を掛けられたときでも、⾔葉遣いや態度に気を付け、礼儀をわきまえて応じるようにしている。 
 
 
 
Q.11（44 回-19） 
次は新⼈⾥村まどかが、退社時のあいさつについて⽇ごろ⼼掛けていることである。中から不適当と思われ
るものを⼀つ選びなさい。 
 
（１） 残業している同僚より先に退社するときは、同僚に「お先に失礼します」と挨拶をしている。 
（２） 残業して退社するときに会ったビルの警備員や清掃スタッフに、「お疲れさまです」とあいさつをしている。 
（３） 仕事を終えて退社する上司に、「失礼いたします。お疲れさまでした」と⽴ち上がってあいさつをしている。 
（４） 仕事を終えて退社する先輩から「お先に」とあいさつされたら、「どうぞお先に。お疲れさまでした」と 

あいさつしている。 
（５） 先輩が忙しそうにしていたら、退社のあいさつをする前に「何かお⼿伝いできることはありませんか」と 

⼀声掛けている。 
 
 
 
Q.12（44 回-21） 
次は営業課の新⼈中川菜々が先輩から、顧客にアポイントメント（※）を取るときの注意として教えられ
たことである。中から不適当と思われるものを⼀つ選びなさい。 
（※）「アポイントメント」とは、⾯談の予約のこと 
 
（１） ⽤件の⼤まかな内容と所要時間を伝えること。 
（２） 予約したら、やむを得ない理由がない限りは変更しないこと。 
（３） 中川以外の同席者がいるときには、そのことも伝えておくこと。 
（４） ⽇時はこちらの希望を⼆、三伝えて、その中から選んでもらいたいと⾔うこと。 
（５） 予約した⽇と⾯談⽇までに期間が空いているときは、⾯談の前⽇に確認の連絡をするとよい。 
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Q.13（43 回-15） 
営業課の新⼈秋⼭吾朗は先輩から、取引先を訪問するときの注意として次のように教えられた。中から 
不適当と思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１） パンフレットや資料は先⽅の⼈数が増えても対応できるように、多めに⽤意していくこと。 
（２） 約束の 30 分前には到着して待たせてもらうくらいに、時間に余裕を持って訪問すること。 
（３） ⽞関先に客⽤の傘⽴てがある場合はそれを使い、ぬれた傘を社内に持ち込まないこと。 
（４） 応接室では上座下座にかかわらず、先⽅が「どうぞ」と勧める席に座ること。 
（５） 先⽅が複数の場合、受け取った名刺は名前を覚えるまでテーブルに並べておくとよい。 
 
 
 
Q.14（43 回-16） 
新⼈の瀬⼾あやめは同僚から、「瀬⼾は⽣意気だと先輩が⾔っている」と聞いた。そこで瀬⼾は他部署の
先輩に、⽣意気と⾔われないようにするには今後どのようなことに気を付けたらよいかと相談したところ次のよ
うに教えられた。中から不適当と思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１） 職場で⼀⼈⽬⽴つような服装は避け、先輩たちの服装を参考にするとよい。 
（２） 新⼈のうちは⼝答えなどしないで、何事も先輩をおだてて機嫌をとるとよい。 
（３） 親しくなると先輩にもなれなれしい⾔動をしがちだが、最低の礼儀はわきまえて接すること。 
（４） 新⼈は先輩や上司から教えてもらって仕事を覚えるものだから、何事にも謙虚な姿勢を忘れない

こと。 
（５） 陰で同僚や先輩の⾔動は批判しないようにし、どうしても気になることがあれば上司に相談すること。 
 
 
 
Q.15（47 回-15） 
次は新⼈⾦⼦誠⼀が先輩に対して、⽇ごろ⼼掛けていることである。中から不適当と思われるものを⼀つ
選びなさい。 
 
（１） 昼⾷や飲みに誘われたときは、なるべく都合をつけてお供するようにしている。 
（２） ⼀緒に取引先に出掛けるときは、相⼿に渡す資料などの荷物は⾃分が持つようにしている。 
（３） 砕けた調⼦で話し掛けられたときは、会話の雰囲気を壊さないよう同じ調⼦で話すようにしている。 
（４） 仕事上で分からないことがあったら細かいことでも尋ね、教えてもらったら礼を⾔うようにしている。 
（５） 就業時間に⾃分の仕事が終わっていても、先輩が忙しそうにしていたら⼿伝うことはないか聞くよう

にしている。 
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ビジネス実務マナー検定 3 級講座＜第 8 回＞〜問題編〜 

 
Q.1（47 回-21） 
新⼈笠松直⼈は係⻑から「⾝なりに気を使うように」と注意された。しかし、社会⼈になって間もない笠松に
は具体的なことが分からない。そこで先輩たちに尋ねたところ次のようなアドバイスを受けた。中から不適当と
思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１） 先輩 A・・・ズボンの折り⽬がなくなっている。家でプレスするかクリーニングに出した⽅がよい。 
（２） 先輩 B・・・靴はいつも茶⾊だが茶はスーツの⾊を選ぶ。何⾊のスーツでも合う⿊の靴は必需品だ。 
（３） 先輩 C・・・⽩⾊のスポーツソックスは学⽣が履くものだ。社会⼈になったのだからやめた⽅がよい。 
（４） 先輩 D・・・細⾝のスーツを着ているが、ビジネスの場では流⾏を追うのはよくないのでやめた⽅がよい。 
（５） 先輩 E・・・⼤きな財布をスボンの後ろポケットに⼊れるのは⾒苦しい。上着の内ポケットに⼊れた 

⽅がよい。 
 
 
Q.2（46 回-16） 
⾦沢ちあきは課⻑に得意先からの電話を取り次ごうとしたとき、操作を間違えて電話を切ってしまった。 
このような場合⾦沢はどのようにすればよいか。次の中から適当と思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１） 課⻑に、間違えて電話を切ってしまったとわびて後の対処を頼む。 
（２） 課⻑に、すぐに得意先から電話が⼊るから電話が鳴ったら出てもらいたいと頼む。 
（３） すぐに得意先に電話をかけ、電話を切ってしまったことをわびて課⻑に取り次ぐ。 
（４） 得意先から再度電話がかかるのを待ち、かかってきたら⼀⾔わびて課⻑に取り次ぐ。 
（５） 課⻑に、得意先からの電話を切ってしまったことを伝えどうしたらよいかと尋ねる。 
 
 
Q.3（46 回-17） 
中原将太が昼休みにかかってきた電話に出ると取引先からで、「先週ファックスで注⽂した品物が、指定 
した今⽇になってもまだ届いていない」という苦情だった。次はそのとき中原が順に⾔ったことである。中から 
不適当と思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１） ご迷惑をお掛けして⼤変申し訳ありません。 
（２） あいにく、ただ今担当者は外出しております。 
（３） あと 10 分で昼休みが終わるので、すぐに戻ってまいります。 
（４） お急ぎでしたら、⾄急連絡を取って折り返しご連絡いたしますが、 
（５） いかがいたしましょうか。 
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Q.4（45 回-21） 
新⼈の⽊⼾修平は「まっせき（末席）」という⾔葉を⽿にした。⽊⼾は意味が分からなかったので先輩に尋
ねたところ、「しもざ（下座）」とも⾔い、複数の⼈がいる場合に地位が下の⼈が座る席のことで、例えば次
のような席だと教えられた。中から不適当と思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１） タクシーでは、運転⼿の隣の席。 
（２） 和室では、⼀般的に出⼊り⼝に最も違い席。 
（３） 列⾞や⾶⾏機では、出⼊りに不便な窓側の席。 
（４） 応接室では、⼀般的に出⼊り⼝に最も近い席。 
（５） 祝賀会場などでは、ステージから⼀番遠い席。 
 
 
Q.5（44 回-22） 
次は学⽣の⻘⽊愛美が、商社でインターンシップ（※）をしたとき服装などについて気を付けたことである。 
中から不適当と思われるものを⼀つ選びなさい。 
（※）「インターンシップ」とは、学⽣が就職前に⾏う企業などでの就業体験のこと。 
 
（１） 前髪が垂れて顔にかかるので、トイレに⾏って鏡を⾒ながらピンで留めた。 
（２） ストッキングが伝線したので、昼休みにコンビニに買いに⾏ってはき替えた。 
（３） 台⾵の影響で暴⾵⾬になりそうだった⽇に、帰りにぬれてもいいようにジーパンをはいた。 
（４） 昼⾷時にブラウスの袖がソースで汚れてしまったので、家に帰ってからクリーニングに出した。 
（５） ブラウスのボタンが取れかかったので、ソーイングセットを持っている⼥性社員に借りてボタンを付けた。 
 
 
 
Q.6（43 回-17） 
仕⼊課の岡村つよしは係⻑に同⾏して取引先に出張した。次はそのとき岡村が⾏ったことである。中から 
不適当と思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１） 列⾞では、係⻑は窓側、⾃分はその隣（通路側）の席に座った。 
（２） 発⾞してから係⻑と打ち合わせをしたが、その後係⻑が雑誌を読み始めたので、⾃分は仮眠を取った。 
（３） 駅に迎えに来た取引先の⾞では、勧められるまま係⻑が運転席の後ろに座ったので、⾃分はその隣に 

座った。 
（４） 案内された応接室では、係⻑が上座のソファ、⾃分はその斜め向かいに座って担当者を待った。 
（５） 担当者と商談中にあいさつに顔を出した担当者の上司には、係⻑が名刺交換するのを待って⾃分も 

した。 
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Q.7（43 回-19） 
沢⼝圭太は取引先の M ⽒から電話で外出中の⽥中課⻑への伝⾔を受けた。その後、何か催促するよう
な感じで「失礼ですが」と⾔われた。このような場合沢⼝はどのように応対するのがよいか。次の中から適当と
思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１） 「はい、どのようなことでしょうか」 
（２） 「はい、確かに⽥中に申し伝えます」 
（３） 「失礼いたしました。沢⼝と申します」 
（４） 「失礼いたしました。ご伝⾔を復唱いたします」 
（５） 「こちらこそ留守にいたしまして申し訳ござません」 
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ビジネス実務マナー検定 3 級講座＜第 9 回＞〜問題編〜 

 
Q.1（47 回-17） 
新⼈の東野京⼦は鈴⽊課⻑あての電話を受けることが多い。次は東野が、電話の相⼿に課⻑のことを
「鈴⽊は・・・」と呼び捨てにした例である。中から不適当と思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１） 得意先の担当者からのとき 
（２） 「鈴⽊の家の者ですが」と⾔う⼈からのとき 
（３） 「鈴⽊君の同郷の友⼈」と名乗る⼈からのとき 
（４） 課⻑が予約した本の⼊荷を知らせる書店からのとき 
（５） 「鈴⽊様はいらっしゃいますか」と⾔う⼈からのとき 
 
 
Q.2（47 回-18） 
次の「  」内は坂本哲也が電話で取引先の⼈に⾔ったことである。中から⾔葉遣いが不適当と思われるも
のを⼀つ選びなさい。 
 
（１） 相⼿の話が聞き取れなかったので 「今、何とおっしゃいましたか」 
（２） メールで問い合わせたが返事が来ないので 「メールはご覧くださいましたか」 
（３） 急いで確認したいことがあって 「お昼時にお電話して恐縮です、・・・」 
（４） 係⻑は席にいるかと⾔われて 「あいにく本⽇は外出なさっております」 
（５） 課⻑への伝⾔を頼まれたとき 「かしこまりました。確かに申し伝えます」 
 
 
Q.3（46 回-14） 
新⼈の松⽥直⼈が昼⾷に出掛けようとしたところ、通り掛かった課⻑から「⿂のおいしい店があるが⼀緒にどうか、
ごちそうする」と誘われた。松⽥は⿂が苦⼿で普段はほとんど⼝にしない。このような場合松⽥は、課⻑の誘い
にどのように対応するのがよいか。次の中から適当と思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１） ⿂が苦⼿なので別の料理でもよいか、と尋ねてからお供する。 
（２） 今⽇は別の物を⾷べたいと思っているので遠慮すると⾔って断る。 
（３） お供させてもらうと⾔って⼀緒に⾏き、⿂料理でないものを注⽂する。 
（４） 誘ってもらってありがたいが、⿂が苦⼿なので遠慮すると⾔って断る。 
（５） 今⽇は体調がよくないので別の⽇に誘ってもらえないかと⾔って断る。 
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Q.4（46 回-15） 
次は新⼈⼩峰勇作が電話で⾔ったことである。中から⾔葉遣いが不適当と思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１） 課⻑から内線電話で、すぐ会議室に来てもらえないかと⾔われたとき 

「承知致しました。すぐに伺います」 
（２） 外出中の吉⽥部⻑から課⻑はいるかと電話があったとき 

「はい、いらっしゃいます。すぐに代わります」 
（３） 取引先から、⼭本課⻑はいるかと⾔われたとき 

「⼭本でございますね。少々お待ちいただけますか」 
（４） 課⻑の奥さまから、⼭本をお願いしたいのですがと⾔われたとき 

「課⻑は席を外しておりますが、呼んでまいりましょうか」 
（５） 吉⽥部⻑が外出中、取引先から急いで部⻑に確認したいことがあると⾔われたとき 

「吉⽥は外出しております。課⻑の⼭本に代わってもよろしいでしょうか」  
 
 
Q.5（46 回-18） 
次は沢⽥美佐⼦が社外の⼈に対して⾔った⾔葉である。中から⾔葉遣いが不適当と思われるものを⼀つ
選びなさい。 
 
（１） ちょっと時間をもらえないかということを 「少々お時間を頂戴できませんか」 
（２） 明⽇の 2 時に来てくれないかということを 「明⽇の 2 時にお越し願えませんか」 
（３） 送った資料は⾒てもらえたかということを 「お送りした資料はご覧いただけましたか」 
（４） 承知した、⽊村課⻑に伝えるということを 「かしこまりました、課⻑の⽊村に申し上げます」 
（５） 返事はいつまでにすればよいかということを 「ご返事はいつまでに差し上げればよろしいですか」 
 
 
 
Q.6（46 回-22） 
次は⽮野健次郎が社内外の⼈のことを⾔うときの⾔い⽅である。中から不適当と思われるものを⼀つ選び
なさい。 
 
（１） 伊藤課⻑を社内で呼ぶときは、「伊藤課⻑」 
（２） ⾃分の⽗親のことを社内で⾔うときは、「私の⽗」 
（３） 井上係⻑のことを得意先で⾔うときは、「私どもの井上」 
（４） 先輩の加納を得意先の担当者に紹介するときは、「先輩の加納」 
（５） 得意先担当者にその得意先の増⽥⽒のことを⾔うときには、「御社の増⽥様」 
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Q.7（45 回-15） 
次は販売課の中村直⼦が⾔ったことである。中から⾔葉の使い⽅が不適当と思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１） 取引先で新製品の説明を求められたとき「それでは、お教えします」 
（２） 客に総務課の場所を尋ねられたとき 「よろしければ、ご案内いたします」 
（３） 外出していた課⻑が帰社したとき 「お帰りなさいませ、お疲れさまでした」 
（４） 客から尋ねられたことを知らないとき 「申し訳ございません、私は存じません」 
（５） 係⻑への報告が終わったとき 「以上ですが、何かご不明な点はおありでしょうか」 
 
 
Q.8（45 回-18） 
新⼈の森慎太郎は先輩から、「急ぎの仕事が⼊って⼀⼈では無理なので、ちょっと⼿伝ってもらえないか」と
頼まれた。このとき森はどのように⾔うのがよいか。次の中から適当と思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１） 「はい、賜ります、指⽰をお願いします」 
（２） 「はい、⼤丈夫です。すぐに取り掛かります」 
（３） 「はい、いいです。何なりと申し付けてください」 
（４） 「はい、承知しました。どのようなことでしょうか」 
（５） 「はい、了解です。こちらを⽚付けてすぐに参ります」 
 
 
Q.9（45 回-19） 
次は販売課の清⽔政史が得意先に電話で⾔ったことである。中から下線部分の⾔葉遣いが不適当と思
われるものを⼀つ選びなさい。 
 
「ただ今お時間よろしいでしょうか。お送りいただいた資料を拝⾒いたしました。・・・その件につきましては、 

（１）          （２）         （３） 
今すぐにはお答えいたしかねませんので、あらためてご連絡をさせていただきます」 
            （４）                  （５） 
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Q.10（44 回-14） 
次は営業課の⿊⽊⼀雄が、取引先の⼈に⾔ったことである。中から⾔葉遣いが不適当と思われるものを 
⼀つ選びなさい。 
 
（１） 今、何と⾔ったのかということを 「今、何と申されましたでしょうか」 
（２） あさってまでに返事をもらえないかということを 「明後⽇までにお返事を頂けませんでしょうか」 
（３） 資料を⾒て検討してくれないかということを 「資料をご覧の上ご検討くださいませんでしょうか」 
（４） 上司に確認しないと答えられないということを 「上の者に確認いたしませんとお答えできかねます」 
（５） 急ぐなら今から納品に⾏くが、どうかということを 

「お急ぎでしたら今からご納品に伺いますが、いかがでしょうか」 
 
 
 
Q.11（44 回-16） 
芝崎善美は先輩から、断りの⾔い⽅も、『  』の⾔葉を前に付けると柔らかく表現できると次のように教えら
れた。中から不適当と思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１） 「ご期待には沿いかねます」 の前に 『あいにく』 
（２） 「⽋席させていただきます」 の前に 『よろしければ』 
（３） 「今回はお断りいたします」 の前に 『せっかくですが』 
（４） 「本⽇はお引き取りください」 の前に 『申し訳ありませんが』 
（５） 「今回はご遠慮させていただきます」 の前に 『⼤変恐縮ですが』 
 
 
Q.12（43 回-18） 
⾼松英彦は同僚が係⻑から、「君は正直すぎる。うそも⽅便という⾔葉を知らんのか」と注意されているのを
⽿にした。この「うそも⽅便」とはどのようなことを⾔うのか。次の中から適当と思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１） 正直な性格のため、うそをつくのがうまくないこと。 
（２） うそのつもりで⾔ったことが、偶然事実となってしまったこと。 
（３） うそをつかないのはよいことだが、⽣真⾯⽬で⾯⽩みに⽋けるということ。 
（４） うそをつくのは悪いことだが、よい結果を得るに時には必要ということ。 
（５） 平気でうそをつくと、善悪の判断がつかなくなるのでやめた⽅がよいということ。 
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Q.13（43 回-20） 
次は、新⼈吉岡広⾏が先輩から⼈の呼び⽅で注意されたことである。中から不適当と思われるものを⼀つ
選びなさい。 
 
（１） ⾃分のことは「僕」ではなく、「私」と⾔うこと。 
（２） 先輩のことは「伊東先輩」ではなく、「伊東さん」と⾔うこと。 
（３） ⾃分の⺟親のことは「おふくろ」ではなく、「⺟」と⾔うこと。 
（４） 親しい同僚でも「麗ちゃん」ではなく、「麗⼦さん」と⾔うこと。 
（５） 取引先には課⻑のことを「佐々⽊課⻑」ではなく、「課⻑の佐々⽊」か「佐々⽊」と⾔うこと。 
 
 
 
 
Q.14（43 回-21） 
次の『  』内は、三上春奈のお客さまに対する⾔葉遣いである。中から不適当と思われるものを⼀つ選び
なさい。 
 
（１） 「どうするか」は、『どのようになさいますか』 
（２） 「何と⾔ったか」は、『何とおっしゃいましたか』 
（３） 「それを⾒てくれるか」は、『そちらをご覧くださいますか』 
（４） 「ぜひ来てもらえないか」は、『ぜひお越しいただけませんか』 
（５） 「熱いうちに飲んでくれ」は、『熱いうちに頂いてくださいませ』 
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ビジネス実務マナー検定 3 級講座＜第 10 回＞〜問題編〜 

 
Q.1（47 回-19） 
浅尾みのりは担当する取引先の役員が急逝したという連絡を受け、課⻑に報告したところ葬儀に参列する
ように指⽰された。葬儀の形式は分からない。このような場合、どのような上書きの不祝儀袋を⽤意すれば
よいか。次の中から適当と思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１） 御花料 
（２） 御経料 
（３） 御⾹典 
（４） 御霊前 
（５） 御仏前 
 
 
Q.2（47 回-20） 
新⼈⾦井学は先輩から「出張先で買ってきた。他の⼈には内緒だよ」」とその⼟地の特産物をもらった。この
ような場合⾦井はどのように対応したらよいか。次の中から適当と思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１） 新⼈の⾃分だけもらうわけにはいかないと⾔って遠慮する。 
（２） 先輩の好意だから礼を⾔ってありがたく受け取り、お返しはしない。 
（３） なぜ内緒なのかを尋ね、その理由によっては受け取るかどうか決める。 
（４） せっかくなので課の皆で頂くと⾔って受け取り、皆にお裾分けする。 
（５） 先輩が好意で買ってきてくれたのだから礼を⾔って受け取り、翌⽇何かお返しをする。 
 
 
Q.3（47 回-22） 
吉⽥茂喜は、係⻑が先輩に「君の厚顔さにはあきれる。そのようなことではよい⼈間関係は築けない」と注
意されているのを⼩⽿に挟んだ。この「厚顔」とはどのようなことをいうのか。次の中から適当と思われるものを
⼀つ選びなさい。 
 
（１） 情は厚いが無神経なこと。 
（２） 厚かましくずうずうしいこと。 
（３） 感情がすぐに表情に表れること。 
（４） 何事も消極的で頼りないこと。 
（５） ⾔動が⼤げさでわざとらしいこと。 
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Q.4（46 回-20） 
新⼈の富岡光⼆は、係⻑に仕事上で世話になったり⾷事をごちそうになることが多かった。そして年末も近くな
るある⽇、⽇ごろの感謝の気持ちとして係⻑にワインを贈ることにした。この場合、のし紙の表書きはどのようにす
ればよいか。次の中から不適当と思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１） 御礼 
（２） 粗品 
（３） ⼨志 
（４） お歳暮 
（５） 何も書かない 
 
 
Q.5（46 回-21） 
⼤⾕和彦は課の先輩の結婚披露宴に招かれたが、上司から、取引先の⼈も出席するので略礼服を着るよう
にと⾔われた。そこで⼤⾕は服装について次のように考えた。中から不適当と思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１） ネクタイ、ポケットチーフ、靴下は⽩⾊で統⼀しよう。 
（２） ネクタイピンとカフスのセットをこの機会に購⼊しよう。 
（３） ⿊の⾰靴までは新調できないが、せめてきれいに磨いておこう。 
（４） ワイシャツは⽩無地のものをクリーニングに出しておこう。 
（５） 服装だけ整えても駄⽬だから、散髪に⾏ってすっきりしよう。 
 
 
Q.6（45 回-13） 
⽯塚絵梨は取引先の部⻑の告別式（仏式）に、課⻑の代理で参列することになった。⽯塚はこのような
ことは初めてなので、どのようにしたらよいかを先輩に尋ねたところ次のように教えられた。中から不適当と思
われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１） 受付が「親戚」「⼀般」「会社関係」と分かれていたら「会社関係」に並ぶこと。 
（２） 受付の記帳は、課⻑の名前ではなく⾃分の名前を書くこと。 
（３） 知⼈に会っても、あいさつは⽬礼程度にして笑顔は⾒せないこと。 
（４） 焼⾹が済んだら、出棺を待たずに帰っても構わない。 
（５） 会葬御礼は、会社に持ち帰って報告とともに課⻑に渡すこと。 
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Q.7（45 回-14） 
野⼝智也は新⼈の⼤橋から、取引先を訪問するときの話し⽅について注意することを教えてもらいたいと⾔
われた。次はそのとき野⼝が教えたことである。中から不適当と思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１） ⾃分より年齢が下の⼈にでも、敬語で話すこと。 
（２） 誤解が⽣じないように、⾔葉を選んで話すこと。 
（３） 顔なじみになっても、なれなれしい話し⽅はしないこと。 
（４） 新⼈と思われないために、難しい⾔葉を選んで話すこと。 
（５） 相⼿から気さくに話しかけられても、砕けた調⼦で話さないこと。 
 
 
Q.8（45 回-16） 
次は祝い事とその意味の組み合わせである。中から不適当と思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１） 快気祝い   ＝ 病気やけがが全快したときの祝い。 
（２） 賀寿（祝い）＝ 新年を無事に迎えられたことの祝い。 
（３） 昇進祝い   ＝ 職場で地位が今より上がったときの祝い。 
（４） 開業祝い   ＝ 新しく事業や商売を始めることへの祝い。 
（５） 就任祝い   ＝ 団体の理事⻑や会社の役員などの任務に就いた祝い。 
 
 
Q.9（44 回-13） 
⾕⼭俊太は係⻑のお供をして得意先に新年のあいさつに⾏くことになった。その得意先には毎年、あいさつ
の印に菓⼦を持参している。そこで菓⼦を買いに⾏ったところ、店の⼈にのし紙の上書きはどのようにするかと
聞かれた。この場合⾕⼭は何と答えればよいか。次の中から適当と思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１） 寿 
（２） 内祝 
（３） 御祝儀 
（４） 御年賀 
（５） 寒中御⾒舞い  
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Q.10（44 回-15） 
販売課の新⼈⼭岸典⼦の歓迎会が催された。次はそこでの、⼭岸の⼀連のあいさつである。中から⾔葉
遣いが不適当と思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１） 本⽇は、このような歓迎会を催してくださいまして、ありがとうございます。 
（２） ⼼ならずも販売課に配属され、販売課の皆さまと⼀緒に仕事ができることをうれしく思っております。 
（３） まだまだ未熟ですが、持ち前の明るさと元気のよさで⽇々精進してまいります。 
（４） 課⻑をはじめ、先輩の皆さまにはご迷惑をお掛けすることもあるかと思いますが 
（５） どうかご指導くださいますよう、よろしくお願いいたします。 
 
 
Q.11（44 回-20） 
次は営業課に配属された江上⿇⼰⼦が、係⻑への報告はどのようなときにすればよいか考えたことである。
中から不適当と思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１） 指⽰された仕事が終わったとき。 
（２） ⾃分が仕事を間違えてしまったとき。 
（３） 同僚からミスの話を聞かされたとき。 
（４） 仕事が進まず期限に遅れそうなとき。 
（５） 取引先のよくないうわさを⽿にしたとき。 
 
 
Q.12（43 回-13） 
営業課の関根由⾹は係⻑の商談のお供で、お中元の菓⼦折りを持って得意先を訪問した。お中元の品
は包装された物を菓⼦店の⼿提げ袋に⼊れて関根が持った。これを得意先で渡すときどのようにすればよい
か。次の中から適当と思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１） 受付で担当者に取り次いでもらうとき、⼿提げ袋ごと関根が受付の⼈に渡す。 
（２） 応接コーナーで待つ間、お茶を出しに来た⼈に⼿提げ袋ごと関根が渡す。 
（３） 担当者が応接コーナーに来たら、あいさつの前に⼿提げ袋から出して関根が渡す。 
（４） ⼿提げ袋から出して係⻑に渡し、担当者とあいさつしたとき係⻑から渡してもらう。 
（５） 商談が済んで帰る間際に、⼿提げ袋ごと係⻑に渡し係⻑から渡してもらう。 
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Q.13（43 回-14） 
営業課の新⼈安部裕也は、課⻑が先輩の鈴⽊に「⼀席設ける必要があるな」と話しているのを⼩⽿に挟ん
だ。この「⼀席設ける」とはどのような意味か。次の中から適当と思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１） 酒席に招待すること。 
（２） 相撲の升席へ招くこと。 
（３） 担当部署を新設すること。 
（４） 商談の機会をつくること。 
（６） 会議室に上座を設けること。 
 
 
Q.14（43 回-22） 
中村俊和は、急⽤ができた係⻑の代わりに取引先部⻑の告別式に参列した。次はこのときの中村の服装
と⾏動である。中から不適当と思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１） ネクタイは総務課が常備している⿊無地のものを借りた。 
（２） その⽇来ていた濃紺のスーツ、⽩のワイシャツのまま参列した。 
（３） 受付で係⻑から預かった⾹典を渡し、「このたびはご愁傷さまでした」と⼩声で⾔った。 
（４） 「会葬者芳名録」への記名は、会社名と⾃分の⽒名、最後に（代）と書いた。 
（５） 焼⾹の作法が分からなかったので、他の⼈をまねて⾏った。 
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ビジネス実務マナー検定 3 級講座＜第 11 回＞〜問題編〜 

 
Q.1（47 回-23） 
次は仕⼊課の⼩林壮太の、名刺フォルダー（※）を使った名刺整理の仕⽅である。中から不適当と思わ
れるものを⼀つ選びなさい。 
（※）「名刺フォルダー」とは、「名刺整理簿」のことで、帳簿のような形状の各ページのポケットに名刺を 

差し込んで⼀覧できるようになっている。 
 
（１） フォルダー内は、企業名五⼗⾳順で整理している。 
（２） もらった名刺はためておかず、⼆、三⽇のうちに整理している。 
（３） フォルダーは、「資材関係」「物流関係」「その他」の 3 冊に分類している。 
（４） 不要になった名刺は、なるべく早い機会に抜き出して破棄するようにしている。 
（５） 肩書などが変わったと聞いたときは、新しい名刺を送ってくれるように電話している。 
 
 
Q.2（47 回-24） 
⼈事課の北村和之は係⻑から、採⽤試験の⼀次試験合格者に⼆次試験の案内をするように指⽰された。
電話をかけたうち1名は留守番電話になっていたため、北村は次のことをメッセージに残した。中から不適当
と思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１） ⼀次試験の結果 
（２） ⼆次試験の⽇時 
（３） ⼆次試験の⽅法 
（４） ⼆次試験の持ち物 
（５） ⼆次試験の受験者数 
 
 
Q.3（47 回-30） 
仕⼊課の夏⽊孝治は、新たな取引先 Y 社（メーカー）と仕⼊れについての事前交渉の場に同席した。次
は、この交渉で先輩が Y 社の担当者に確認したことである。中から不適当と思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１） 注⽂数に応じた割引はあるか。 
（２） 納品場所や時間は指定できるか。 
（３） 取引する製品の製造コストは幾らか。 
（４） 発注から納品までの期間はどのくらいか。 
（５） 発注時の運搬費⽤はどちらが負担するのか。 
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Q.4（46 回-24） 
営業課の新⼈⻑嶋俊作は先輩から、受け取った名刺には、後の営業に役⽴てられるように次のことをメモ
しておくとよいと教えられた。中から不適当と思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１） 「40 分間」など、⾯会に要した時間。 
（２） 「⻑⾝、⽩髪」など、⾝体的な特徴。 
（３） 「H25.11.12」など、名刺を受け取った⽇。 
（４） 「A 製品の紹介」など、会ったときの⽤件。 
（５） 「趣味はウオーキング」など、雑談で得た情報。 
 
 
Q.5（46 回-26） 
総務課の⻑池桃⼦が出社すると、電話が鳴った。電話は先輩志村の家族からで、志村が昨⽇帰宅途、
交通事故に遭い⼊院したという。まだ職場には⻑池しか出社していない。次はこのとき⻑池が家族に尋ね
たことである。中から不適当と思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１） ⼊院した病院。 
（２） どのような容体か。 
（３） ⾯会はできるのか。 
（４） このことは最初に誰に伝えればよいか。 
（５） こちらから連絡する場合の家族の連絡先。 
 
 
Q.6（45 回-23） 
仕⼊課の⻑池周作は、取引先の担当者との雑談中、「円安で原材料費が上がった影響で、製品の値上
げをお願いするかもしれない」と⾔われた。このような場合⻑池は、どのように対処したらよいか。次の中から
適当と思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１） かもしれない、という話なので、確定するまでは放っておく。 
（２） 取引先担当者から聞いたままを、会社に戻って係⻑に伝える。 
（３） 取引先の責任者に、値上げの話は本当かどうかを尋ねてみる。 
（４） 「そんな⼤事なことは、上の者に直接連絡してもらいたい」と⾔う。 
（５） ⼀⽅的な話なので、「値上げは取引数量に影響する」とくぎを刺しておく。 
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Q.7（45 回-30） 
次は営業課の⾹川考博が集めた新聞、雑誌の記事の⾒出しである。中から営業課と直接関係がないと
思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１） 『特集！セールストークの極意』 
（２） 『○○社、8,000 件の顧客情報流出』 
（３） 『冷夏で季節商品の需要は昨年⽐ 50%』 
（４） 『5 ⽉の失業率 4.1%、3 か⽉ぶり悪化』 
（５） 『消費税率アップ！駆け込み購⼊の損と得』 
 
 
Q.8（44 回-25） 
新⼈の布川翔太は、初めてプレゼンテーション（※）を⾏うことになった。次は布川が、⼼掛けとして先輩
から指導されたことである。中から不適当と思われるものを⼀つ選びなさい。 
（※）「プレゼンテーション」とは、計画、企画、⾒積もりなどの概要を説明すること。 
 
（１） 話し⽅の調⼦に強弱や抑揚をつけると聞きやすい。 
（２） イラストや写真、グラフなどを活⽤すると理解しやすい。 
（３） マーケティング⽤語やカタカナ語を多⽤すると分かりやすい。 
（４） 両⼿を使い、ジェスチャーなどを交えるとメリハリがあってよい。 
（５） 時々は聞き⼿を⾒回すと、どれくらい興味を持っているか確認しやすい。 
 
 
Q.9（44 回-28） 
次は、営業課の⽯井孝⾏の名刺の取り扱いと整理の仕⽅である。中から不適当と思われるものを⼀つ選
びなさい。 
 
（１） 相⼿の名前と顔を覚えるために、もらった名刺にはその⼈の特徴をメモしている。 
（２） 仕事柄もらう名刺の数が多いので、その⽇のうちに⽇付や⽤件を書き⼊れるようにしている。 
（３） 私的な知り合いの名刺も営業の役に⽴つかもしれないので、仕事のものと⼀緒に整理している。 
（４） 枚数が多いので名刺整理箱を使っているが、縦型の名刺も横型の名刺も区別せず整理している。 
（５） 相⼿の肩書が変わったことを知ったら名刺を訂正し、機会があれば新しい名刺をもらうようにしている。 
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Q.10（44 回-29） 
⼭本奈津⼦が出社してすぐ電話を取ると同僚の川⼝から係⻑あてで、川⼝の⽗親が亡くなったというもの
だった。係⻑はまだ出社していない。次はこのとき⼭本が川⼝に悔やみを⾔った後、係⻑に報告するために
尋ねたことである。中から不適当と思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１） 死因と享年（※）      （※）「享年」とは、亡くなったときの年齢のこと 
（２） 葬儀の⽇時、場所 
（３） 喪主の名前と続柄 
（４） ⾹典、弔電の要否 
（５） 葬儀の形式（仏式、神式、キリスト教式など） 
 
 
Q.11（44 回-30） 
⼤⽊貴光が電話に出ると取引先から先輩の井上あてだった。井上は会議中と伝えると、納品された S 商
品について確認したいので電話をもらいたいということだった。次はそのとき⼤⽊が書いた伝⾔メモの内容であ
る。中から不適当と思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１） 相⼿の会社名、名前と電話番号。 
（２） 電話のあった時間と⾃分の名前。 
（３） ⽤件（納品した S 商品についての確認）。 
（４） 相⼿に⾔った、井上が電話に出られない理由。 
（５） 相⼿が電話をもらいたいと⾔ったことと、希望の時間。 
 
 
Q.12（43 回-23） 
販売課の⽶倉ひとしは係⻑から、A 社から取引の照会があったので A 社の概要（※）を知りたいと⾔われ
た。このような場合⽶倉はなにによって概要を調べればよいか。次の中から不適当と思われるものを⼀つ選
びなさい。 
（※）「会社概要」とは、資本⾦、扱い商品、取引状況などの会社の⼤ざっぱな内容のこと。 
 
（１） 会社四季報 
（２） 職業別電話帳 
（３） A 社の会社案内 
（４） A 社のホームページ 
（５） 信⽤調査会社のネット配信情報 
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Q.13（43 回-24） 
次は仕⼊課の新⼈宇野聖司の、受け取った名刺の整理の仕⽅である。中から不適当と思われるものを 
⼀つ選びなさい。 
 
（１） 名前の読み⽅が難しいものは、仮名を振ってから整理している。 
（２） 受け取った名刺には、⽇付とそのときの⽤件を記⼊してから整理している。 
（３） 分類は会社名五⼗⾳順でし、分類した⾳（おん）の中では取引の古い順にしている。 
（４） 受け取ったばかりの名刺でも、使い道のなさそうなものは整理せず破棄している。 
（５） 肩書が変わったと分かったときは、整理してあるものでもすぐに抜き出して訂正している。 
 
 

 
Q.14（47 回-27） 
次は、新⼈の野崎研⼀が会議中に発⾔するときの注意として先輩から教えられたことである。中から不適
当と思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１） 具体的に述べること。 
（２） 結論を先に述べること。 
（３） 語尾をはっきり⾔うこと。 
（４） 反対意⾒は⾔わないこと。 
（５） 進⾏役の許可を得てからすること。 
 
 
Q.15（46 回-29） 
新⼈⾼橋友也は初めて課内会議に出席することになった。次は会議に出席するときの⼼掛けとして先輩か
ら教えられたことである。中から不適当と思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１） 意⾒は簡潔にまとめ、必要なこと以外は⾔わないこと。 
（２） 意⾒を求められ何も⾔うことがないときは、ないと⾔えばよい。 
（３） 意⾒があるときは、挙⼿して進⾏役の許可をもらってから発⾔すること。 
（４） 意⾒を求められ、前に発⾔した⼈と同じときは○○さんと同じと⾔えばよい。 
（５） 意⾒は会議の前に⽤意しておくのがよく、その場の思い付きで発⾔しないこと。 
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Q.16（45 回-27） 
新⼈の藤野かおりは、初めて課内会議に出席することになった。次は、会議出席に当たって藤野が考えた
ことである。中から不適当と思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１） 議題から外れた意⾒でも、意⾒は意⾒として尊重して聞くのがよいかもしれない。 
（２） 配布された資料にあらかじめ⽬を通して、意⾒を考えておくのがよいかもしれない。 
（３） 発⾔するときは、挙⼿をして進⾏役の許可をもらってからするのがよいかもしれない。 
（４） ⾃分だけが分かっていないようなことは、その場では質問せず後で先輩に聞くのがよいかもしれない。 
（５） ⾃分と違う意⾒を聞いていてもっともだと思ったら、途中で⾃分の意⾒を変えてもよいかもしれない。 
 
 
 
Q.17（43 回-27） 
新⼈の⽩⿃早苗は初めて会議に出席することになったので、どのようなことに注意すればよいか先輩に尋ね
た。次はそのとき先輩から教えられたことである。中から不適当と思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１） 事前に会議資料が配られたら、よく読んで意⾒をまとめておくこと。 
（２） 特に席を指定されていない場合は、会議室の⼊り⼝に⼀番近い席に座ること。 
（３） やむを得ず途中退席するときは、あらかじめ進⾏役に伝え、静かに退席すること。 
（４） 分からないことがあったら発⾔が終わるまで待ち、進⾏役に許可を得てから質問すること。 
（５） 意⾒を求められて特に⾔うことがないときは、今考えているので後で指名してほしいと⾔うこと。 
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ビジネス実務マナー検定 3 級講座＜第 12 回＞〜問題編〜 
 
Q.1（47 回-25） 
次の数に関する説明の中から不適当と思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１） 「係⻑ら 5 名」とは、全員で 5 名ということ。 
（２） 「課⻑ほか 6 名」とは全員で 7 名ということ。 
（３） 「7 ⽉ 1 ⽇以降」とは、7 ⽉ 1 ⽇からということ。 
（４） 「A 社をはじめ 10 社」とは、全部で 11 社ということ。 
（５） 「10 歳以上 30 歳未満」とは、10 歳から 29 歳までということ。 
 
 
Q.2（47 回-26） 
本社営業部の新⼈⽵上友⼦は課⻑から、幾つかのデータを⾒やすいグラフにするように指⽰された。次は
⽵上が作成したグラフである。中から不適当と思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１） 5 ⽉の販売店別売上⾼の割合を「円グラフ」にした。 
（２） 上半期の製品別販売数の⽐較を「棒グラフ」にした。 
（３） A 販売店の年齢層別来店客数の割合を「円グラフ」にした。 
（４） 過去 5 年間の製品別売上⾼の推移を「折れ線グラフ」にした。 
（５） 新製品 X の満⾜度アンケート調査の結果を「折れ線グラフ」にした。 
 
 
Q.3（46 回-25） 
池⽥⼀之は、業界団体が主催する研修会に参加して翌⽇、課⻑から受講報告書を提出するように⾔わ
れた。次は池⽥が報告書に書いたことである。次の中から不適当と思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１） ⽇時と会場名 
（２） 受講した感想 
（３） 研修プログラム 
（４） 名刺交換をした⼈数 
（５） 講師名とプロフィール 
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Q.4（46 回-23） 
総務課の新⼈堀⽥慎治は先輩から、社内⽂書のレイアウトを⾒せられ、（１）〜（５）の部分にはそれ
ぞれ次のことを書くと教えられた。中から不適当と思われるものを⼀つ選びなさい。 
 

 
 
（１） には、「発信⽇付」を書く。 
（２） には、「発信者名」を書く。 
（３） には、「表題（件名）」を書く。 
（４） には、「記」と書く。 
（５） には、「担当者名」を書く。 
 
 
Q.5（46 回-27） 
新⼈⼭下圭⼀は係⻑から、作成する書類に漢字の変換ミスが多いとよく注意される。次は最近⼭下が訂
正した⼀例である。中から不適当と思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１） 「新規算⼊」の算⼊を「参⼊」に。 
（２） 「経費の清算」の清算を「精算」に。 
（３） 「返信は不⽤」の不⽤を「不要」に。 
（４） 「思考錯誤しながら」の思考を「試⾏」に。 
（５） 「先⽇、⼝頭にて説明」の⼝頭を「⼝答」に。 
 

ビジネス実務マナー検定 3 級講座＜第 12 回＞



Q.6（45 回-24） 
次の「  」内の⽤字が正しいものを⼀つ選びなさい。 
 
（１） 就職試験で⾏われるのは「適性検査」 
（２） ⼿紙の書き出しの決まり⽂句は「拝敬」 
（３） 会社内で職務や地位が変わることは「⼈事移動」 
（４） ビジネス⽂書で使う⼀般的な⽤紙の⼤きさは「A4 番」 
（５） 総務課全員で祝いを贈るときの祝儀袋の差出⼈名は「総務課⼀堂」 
 
 
Q.7（45 回-25） 
⼈事課の辻元はるかは、産休を取って実家にいる北村真知⼦（旧姓、⽮部）に書類を送ることになった。
この場合、宛て名はどのように書けばよいか、次の中から適当と思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１） ⽮部様⽅ 

北村 真知⼦ 様 
（２） ⽮部様内 

北村 真知⼦ 様 
（３） ⽮部様宅 

北村 真知⼦ 様 
（４） ⽮部様宛 

北村 真知⼦ 様 
（５） ⽮部様気付 

北村 真知⼦ 様 
 
 
Q.8（46 回-26） 
次は、総務課の⽔嶋早紀が最近書いた社外⽂書の⼀部である。中から下線の⽤語の使い⽅が不適当と
思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１） 取り急ぎご報告申し上げます。 
（２） ご通知かたがたごあいさつ申し上げます。 
（３） 格別のご⾼配を賜り、厚く御礼申し上げます。 
（４） 資料を送付いたしましたので、ご笑納ください。 
（５） 領収書を同封いたしましたので、ご査収ください。 
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Q.9（43 回-28） 
新⼈加藤翔太は係⻑から、「君が提出した報告書に誤字が多いので直すように」と注意された。次は加藤
が訂正した箇所である。中から不適当と思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１） 「負荷価値を⾼める努⼒」の負荷を「付加」に 
（２） 「所期の⽬的を達するため」の所期を「初期」に 
（３） 「社員⼀堂、⼀丸となって」の⼀堂を「⼀同」に 
（４） 「衆智徹底して無駄をなくす」の衆智を「周知」に 
（５） 「新規事業への算⼊について」の算⼊を「参⼊」に 
 
 
Q.10（43 回-29） 
総務課の橋本⾠則は、社内の暑気払いの開催案内を作成することになった。次は、橋本が案内⽂にかこ
うと思った項⽬である。中から不適当と思われるものを⼀つ選びなさい。 
（※「暑気払い」とは、暑さを払いのけるための宴会などのこと。） 
 
（１） 幹事名 
（２） ⽇時と場所 
（３） 中締めをする⼈ 
（４） 会費と⽀払⽅法 
（５） 出⽋の連絡先と締め切り⽇ 
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ビジネス実務マナー検定 3 級講座＜第 13 回＞〜問題編〜 
 
Q.1（47 回-29） 
⼤塚⿇実は係⻑から物品受領書を渡され、「受領印を押して⾄急送るように」と指⽰された。この場合どの
ような郵送⽅法がよいか。次の中から適当と思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１） ⼀般書留 
（２） 簡易書留 
（３） 普通郵便 
（４） 速達の簡易書留 
（５） 速達の普通郵便 
 
 
Q.2（46 回-30） 
領収書に収⼊印紙を貼ったとき、その領収書と収⼊印紙に掛けて印を押すが、この印のことを何というか。
次の中から適当と思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１） 検印 
（２） 消印 
（３） 捨て印 
（４） 領収印 
（５） 認め印 
 
 
Q.3（45 回-26） 
次は、⽂書の名称と直接関係ある⽤語の組み合わせである。中から不適当と思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１） ⾒積書  －  価格 
（２） 領収書  －  ⾦額 
（３） 納品書  －  納税 
（４） 契約書  －  印鑑 
（５） 請求書  －  期限 
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Q.4（44 回-23） 
請求書を郵送するとき、封筒の宛て名の脇に内容表⽰をすることがある。その場合、⼀般的にはどのように書
くのがよいか。次の中から適当と思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１） 請求書発送 
（２） 請求書同封 
（３） 請求書封⼊ 
（４） 請求書添付 
（５） 請求書在中 
 
 
Q.5（44 回-24） 
営業課の岡⼭理⼦は、書きかけのメールを誤って取引先に送信してしまった。次は、そのときすぐに岡⼭が
送ったおわびのメールの本⽂を区切ったものである。中から不適当と思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１） 先ほどお送りしたメールは、途中で誤って送信してしまったものです。 
（２） ⼤変失礼いたしました。 
（３） あらためてメールを送信いたします。 
（４） 先ほどのメールは送り返していただけませんでしょうか。 
（５） 今後は⼗分注意いたします。 
 
 
Q.6（43 回-25） 
次の「  」内は、郵便の封筒の表⾯に書いて注意を促す語である。中から不適当と思われるものを⼀つ 
選びなさい。 
 
（１） 返事をもらいたい⽂書のときは「要返却」 
（２） 封筒を折られて困るときは「⼆つ折り厳禁」 
（３） 封筒の中に請求書を⼊れたときは「請求書在中」 
（４） 受取⼈本⼈に直接開封してもらいときは「親展」 
（５） 受け取ったらすぐ開封してもらいたいときは「⾄急」 
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Q.7（45 回-26） 
次は沖⽥尚美が、書類や資料などの扱いで⼼掛けていることである。中から不適当と思われるものを⼀つ
選びなさい。 
 
（１） 書類をファイルするときは、内容によって分類し添付資料も⼀緒に整理している。 
（２） 退社するときは、翌⽇すぐに使う書類でもキャビネットにしまって帰るようにしている。 
（３） ちょっと席を外すときでも、机の上に出ている作業中の書類は伏せてから席を⽴つようにしている。 
（４） 作成した書類や資料はいつ必要になるか分からないので、予備として別に印刷して保管するように

している。 
（５） 書類作成のための下書きやメモなどは⾃分で保管しておくが、完成した書類は共有キャビネットに

保管している。 
 
 
 
Q.8（47 回-28） 
次は事務機器とその⽤途の組み合わせである。中から不適当と思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１） コピー機 
（２） ファックス 
（３） プリンター 
（４） ナンバリング 
（５） プロジェクター 
 
 
Q.9（46 回-28） 
次はコンピューターに関する⽤語とその意味の組み合わせである。中から不適当と思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１） テキストファイル 
（２） 均等割り付け 
（３） ⽂字化け 
（４） 印刷プレビュー 
（５） ショートカット 
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―  複写 
―  電送 
―  印刷 
―  打番 
―  撮影 

＝  ⽂字データだけで記述されているファイル形式のこと。 
＝  ⼊⼒した⽂字を指定した範囲内に等間隔に配置する機能のこと。 
＝  ⼊⼒⽂字の変換ミスにより、同⾳の別の⽂字を表⽰してしまうこと。 
＝  印刷後の仕上がり状態を、確認のために画⾯に表⽰する機能のこと。 
＝  ⽬的のファイルやソフトウェアに素早くアクセスできるようにする機能。 



Q.10（45 回-28） 
次は新⼈前園さつきが先輩から、コピー機を使うときの注意として教えられたことである。中から不適当と 
思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１） 多量にコピーを取った後は使った⽤紙の残量を確認し、必要なら補充しておくこと。 
（２） 多量にカラーコピーを取った後は、インクトナーを新しいものに交換しておくこと。 
（３） データを⾃動保存するコピー機で秘⽂書をコピーした場合は、データを消去すること。 
（４） 拡⼤・縮⼩、両⾯コピーなど設定を変えて使った後は標準のモードに戻しておくこと。 
（５） 時間のかかるコピーをしているとき、少量のコピーをする⼈が来たら先に取ってもらうこと。 
 
 
Q.11（45 回-29） 
次はファイリング⽤品、⽤具の名称である。中から不適当と思われるものを⼀つ選びなさい。 
 
（１） ガイド 
（２） パンチ 
（３） バインダー 
（４） フォルダー 
（５） レターヘッド 
 
 
Q.12（44 回-27） 
次は新⼈⻑⾕部耕作が先輩から、ファックスの送信について教えられたことである。中から不適当と思われる
ものを⼀つ選びなさい。 
 
（１） 秘扱い⽂書は、原則として送信しないこと。 
（２） 急ぎ⾒てもらいたい場合は、送信したことを電話で伝えること。 
（３） 受信者名、送信者名、件名、送信枚数などを書いた送信状を付けること。 
（４） 数枚の⽂書を送ったときは、送信後電話して抜けがないかを確認してもらうこと。 
（５） 同⼀⽂書を不特定多数の客に⼀⻫に送信するときは、受信者名の欄は「お客様各位」とすること。 
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Q.13（43 回-30） 
総務課の新⼈峯岸あずさの席はファックスの近くにあるので、峯岸はファックスの担当者になっている。次は、
ファックス機や受信者⽂書の扱いで峯岸が⼼掛けていることである。中から不適当と思われるものを⼀つ選
びなさい。 
 
（１） 営業時間外でもファックスは届くので、週末の退出時には⽤紙を補充している。 
（２） 受信⽂書は宛て名ごとに分けておき、時間を決めてまとめて渡すようにしている。 
（３） 読み取り部分のガラス⾯を定期的に清掃して、発信⽂書に汚れが出ないようにしている。 
（４） 毎朝出勤したら、ファックスが正常に作動しているか、受信⽂書はないかを確認している。 
（５） 別の会社宛てのファックスが届いたら、発信した会社に間違って届いていたと連絡しその⽂書は 

破棄している。 
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 ビジネス実務マナー検定３級講座＜第 1 回＞〜解答編〜 
 
問題番号 解答・解説 
Q.1 
第 47 回 

2 問⽬ 

解答：（４） 
解説：ビジネスでは、良好な⼈間関係をつくり、周囲の⼈と協調して仕事をすることが基本
である。周囲の⼈との違いがあっても、思ったことをそのまま⼝にするのでなく、相⼿を気遣う振
る舞いが必要であり、それができていないこういった発⾔は、協調性がないと⾔える。 
尚、正直であることは悪いことではないが、この状況では⾃分本位の発⾔であるため（１）
は適当でない。（２）（３）（５）も全くの間違いではないが、出題の意図から考え、最
も適当な解答は（４）。 

Q.2 
第 43 回 

4 問⽬ 

解答：（４） 
解説：このように新⼈に声をかけるのは、ちょっとした気遣いからくるコミュ⼆ケーションの⼀つで
あり、新⼈として誠実に（素直に）答えているかどうかが出題の意図である。⼊社 1 カ⽉とい
う責任のある仕事をするはずのない⽴場で「していないから何とも⾔えない」と⾔うことは、誠
実さ（素直さ）に⽋け、かつ相⼿の質問にも答えていないため、（４）が不適当。 
しかしながら、実務において（３）のように「全然慣れません」という発⾔はネガティブであり、
まだ馴染んでいないのかと、相⼿を⼼配させることもある。また、（５）のように⼊社１カ⽉の
⽴場で「仕事の楽しさを感じられる」と⾔うのは、仕事を軽々しく受け⽌めていると思われるこ
ともあるため、（２）のような謙虚さと前向きな姿勢が感じられる発⾔が好ましい。 
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ビジネス実務マナー検定３級講座＜第 2 回＞〜解答編〜 
 
問題番号 解答・解説 
Q.1 
第 47 回 

4 問⽬ 

解答：（１） 
解説：⾝だしなみとは、服装・髪型などの⾝なりや⾔葉遣い、態度・振る舞いを整えることで
あるため、（１）は該当しない。 
尚、⾃分の体調に合わせた薬などを常備すること（例：頭痛持ちの⼈が頭痛薬を常備す
る）は、⾃⼰管理（体調管理）の⼀つである。 

Q.2 
第 45 回 

1 問⽬ 

解答：（４） 
解説：⾝だしなみとおしゃれは別物。⾝だしなみについて注意されたことに対し、おしゃれをし
ようと考えることは理解が違っており（４）が不適当。 
尚、⾝だしなみは、相⼿に不快な思いをさせないものであり、相⼿や社会が良いと思うかどう
かが基準になる。おしゃれは、⾃分の趣味や楽しみのためにするものであり、⾃分が良いと思う
かどうかが基準となる。 

Q.3 
第 43 回 

3 問⽬ 

解答：（３） 
解説：他⼈に不快な思いをさせないこと、そのための⼀定のルール（作法）のあるのが⾝だ
しなみであるため（３）が適当。 
（１）はおしゃれのためであり、特定の⼈から好感を持たれることを⽬的とするのは⾝だしな
みではない。（２）は、いくら服装を整えたとしても、流⾏や個性はおしゃれのことである。
（４）は周囲の⼈に違和感を与えないことは⾝だしなみの定義に近いが、単に地味な服装
をすればどんなものでも良いという訳ではない。（５）は、同世代の社会⼈が⾝だしなみに
気をつけているかどうかが明らかではないため、正解としては（３）が優先される。尚、年相
応であることも相⼿への気づかいの⼀つであり、例えば年齢以上に若すぎる格好をすると、相
⼿が違和感を持つこともあるため、注意したい。 

Q.4 
第 47 回 

5 問⽬ 

解答：（２） 
解説：ビジネスで時間管理を徹底するとは、仕事を効率よく⾏うことや、相⼿との約束や納
期・期⽇を守るという意味である。仕事が間に合わないような場合は、決められた休憩時間
や昼⾷時間であっても仕事を優先することもあるが、（２）では「休憩時間には⼀切仕事を
しない」というニュアンスで出題されているため、不適当である。 
ただし、企業は従業員に対し休憩を与える義務があり、また、従業員もその中で⼼⾝をリフレ
ッシュさせて次の仕事にかかることが原則である。ここで理解してほしいことは、決して、常に休
憩をとらずに働くことが美徳なのではなく、逆に、どんな緊急の⽤件がある時も、権利ばかり主
張して休憩をとることは、融通の利かない社会性の低い対応である、ということである。その辺
りのバランス感覚は⾝につけてほしい。 
（４）については、飲酒を積極的に勧めているのでなく、お酒を飲む機会があれば、翌⽇の
仕事に影響しない程度にしましょう、という意味である。当然のことながら、未成年であればお
酒は飲んではならず、お酒の席に誘われた場合は、ソフトドリンクで場を楽しむこと。 
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Q.5 
第 45 回 

3 問⽬ 

解答：（２） 
解説：仕事を遂⾏する際、⽬的を達成するために時間を守ることが必要なのであって、時間
を守ること⾃体が仕事の⽬的ではないため、（２）が不適当。 
尚、時間を守ることは、仕事を効率的に進めるだけでなく（４）、相⼿との約束であったりし
（５）、ビジネスでは当然守るべきことである（３）。ゆえに、時間を守らないと信⽤を落と
すことになる（１）。 

Q.6 
第 43 回 

5 問⽬ 

解答：（３） 
解説：時間管理が⼤切、とは、時間を効率的に使うことや、相⼿との約束や納期・期⽇を
守る、という意図である。（３）のような対応は、時間管理の理解が違っており、休み時間
の権利を主張していると思われるような⾏為であり、不適当。 
尚、昼休み時間に、休憩中の別の⼈に電話を取り次ぐ場合や、⾃分から相⼿に電話をかけ
る場合は、「休憩中に（お昼どきに）恐れ⼊ります」などと最初に⼀⾔添えると、相⼿にとって
も快く受け⼊れてもらえるスマートな対応となる。 
（３）以外の選択肢については、時間への意識ができている例として認識したい。 
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ビジネス実務マナー検定３級講座＜第 3 回＞〜解答編〜 
 
問題番号 解答・解説 
Q.1 
第 47 回 

1 問⽬ 

解答：（４） 
解説：前提として、何かをしながら相⼿に対応することは、相⼿に⼗分向き合っていないこと
を⽰し、マナーのある対応と⾔えないため（１）（３）は不適当である。準備をしながら報
告すること以外にも、パソコンを打ちながら（相⼿を⾒ずに）相⼿に対応することや、関係の
ない資料を⾒ながら電話をする、なども避けたい振る舞いである。加えて（３）は、「報告し
ていると訪問に遅れるがどうするか」という、挑戦的で、謙虚さや相⼿への敬意の感じられない
発⾔をしている。 
（５）についても、報告は既にしているから他の⼈にはしなくてよい、といった⾃分本位な考
え⽅であり、かつ課⻑が別途係⻑に聞きに⾏かなければいけない状況をつくることも、相⼿に
対する敬意や配慮の感じられない対応と⾔える。 
尚、⼀秒を競うような時間のない場合は（２）の対応も考えられるが、聞かれた相⼿に少し
でも応える（報告する）ことは誠実な対応であり、ここではその選択肢があるため、（４）が
最も適当である。 

Q.2 
第 47 回 

3 問⽬ 

解答：（３） 
解説：⼾倉は遅刻の理由を係⻑に連絡済みであり、必要のある⼈は係⻑に尋ねて知って
いることが考えられること、かつ遅刻の理由を関係のない⼈にまで伝えることは不要、という意
味で（３）が適当と⾔える。 
但し、電⾞のトラブルであっても、遅れたことは事実であり、遅れた時間の間に⾃分宛の電話
を受けてくれた⼈がいるかもしれない、などを考えると、当然のような顔で（３）の対応をする
のは避けたい。「おはようございます」と⾔いつつも、⾃席の周囲の⼈にはさりげなく「電⾞のトラ
ブルで遅れ、ご迷惑をおかけしました」「その間、何かありましたでしょうか」「すぐにとりかかりま
す」など配慮のある⼀⾔を添えると、相⼿からの印象も変わる。また、係⻑には、到着の報告
と、駅で発⾏している遅延証明を提出する。この場合にも「おはようございます。ただいま到着
しました。朝の忙しい時間に遅れてご迷惑をおかけしました。」と⼀⾔添えたい。 
尚、理由があっての遅刻であるため、（１）（５）のようにこそこそと振る舞う必要はない。 

Q.3 
第 47 回 

6 問⽬ 

解答：（３） 
解説：⾯会の予約はこちらからのお願いであるため、⽇時は相⼿の希望に合わせることが基
本であるため、（３）が不適当。 
（３）以外の選択肢は、⾯会予約の⼿順として抑えておきたい。 
尚、予約のやりとりをする相⼿が訪問先の秘書などならば、出題のように新⼈が予約の連絡
をしても良いが、訪問する相⼿に直接予約の連絡を⼊れる場合、係⻑が訪問するにも関わ
らず不慣れな新⼈に予約を取らせるというのは、相⼿に「軽々しく扱われた」と思われる可能
性もある。誰が予約の連絡を⼊れるかは、相⼿との関係性などを考え判断したい。 
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Q.4 
第 46 回 

1 問⽬ 

解答：（４） 
解説：選択肢（１）〜（５）にある⼤⼭の対応⾃体は概ね機転を利かせた対応と⾔え
るが、（４）について、「早く⾏くように」と⾔うのは余計なことであり、かつ上司に指⽰している
ことになるため不適当である。 

Q.5 
第 46 回 

3 問⽬ 

解答：（５） 
解説：ルーティンワークのような決まり切った仕事でも、会社の仕事である以上、会社の管理
すべき対象であるため、ルーティンワーク＝報告しなくてよい仕事、という指導は不適当であ
り、正解は（５）となる。 
尚、ルーティンワークの内容によっては、イレギュラーがあった場合のみ報告する、とされることも
ある。いずれにしても、決まりきっている仕事であっても基本を疎かにせず、⼗分な準備や計
画、正確性、⾃発的な取り組みを常に⼼掛けたい。 

Q.6 
第 46 回 

4 問⽬ 

解答：（１） 
解説：以前のことや会社の細かいことまで理解していない新⼈であるにも関わらず、確認もし
ないまま、相⼿にかけ間違いではないかと⾔った点で（１）が不適当である。新⼈でなくと
も、よほど熟知していない限り、⼀旦は確認する謙虚な姿勢を持ちたい。 

Q.7 
第 46 回 

5 問⽬ 

解答：（4） 
解説：仕事に優先順位をつけて取り組むことは必要だが、（４）では、⾃分勝⼿に優先
順位をつけている。特に新⼈であるため、優先順位を正確につける状態でないことが考えられ
るため、（４）が不適当。こういった場合は、どちらを先に⾏った⽅がよいかを確認することが
望まれる。 

Q.8 
第 46 回 

6 問⽬ 

解答：（５） 
解説：社員の慰労パーティーは会社が主催する⾏事であるため、参加についての相談は上
司である係⻑にすることが筋となる。幹事とはパーティーの運営担当者であり、業務上の縦の
ラインではないため、不参加の許可をもらうのは筋違いとなり、（５）が不適当となる。 
また、幹事が参加者の数を把握しなければならないこともあるため、⽋席する場合は、係⻑
に、幹事への報告は必要かと確認する配慮も持ちたい。尚、就業時間外に⾏われるパーティ
ーであっても、会社の⾏事であることを考えると、できるだけ参加することが望まれる。 

Q.9 
第 45 回 

4 問⽬ 

解答：（３） 
解説：本来、仕事は成果を出すことが⽬的であり、ミスをすること（仕事の成果）と、⼀⽣
懸命取り組むこと（仕事への姿勢）は別物である。ミスを注意されたら素直に謙虚に受け
⽌め、今後の改善につなげる姿勢が必要だが、⼀⽣懸命取り組んだことは関係のない話で
あるため、（３）が不適当。たとえ⼀⽣懸命取り組んだことを持ち出しても、⾔い訳にもなら
ず、かえって相⼿に悪い印象を残すだけである。 

Q.10 
第 45 回 

6 問⽬ 

解答：（２） 
解説：係⻑が社外で知らない⼈と⾷事をしている状況であり、しかも席が少し離れていること
から、（３）〜（５）のように変に関わっていくのは余計なことであり、この場は知らないふり
をして良い。しかし（１）のように⽬が合っても会釈をしないのは、⼀般的に考えても不⾃然
であるため、適当な対応は（２）である。 
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Q.11 
第 44 回 

2 問⽬ 

解答：（３） 
解説：このような場合、（２）のように既に昨⽇の内に礼を⾔っていても、あらためて翌⽇の
できるだけ早いタイミングで礼を⾔うのが礼儀である。先輩が不在であっても、朝⼀番に係⻑
に礼を⾔う（３）が適当である。もし、ごちそうになっていない（割り勘）だったとしても、誘っ
ていただいたことや、⼀緒に楽しい時間を過ごしたことに対するお礼を伝えると、その後のコミュ
⼆ケーションもスムーズになるというもの。尚、始業時刻直前に出社して礼を⾔うのもスマート
でないため、いつもより余裕を持って出勤すると尚良い。 

Q.12 
第 44 回 

4 問⽬ 

解答：（３） 
解説：私⽤で会社のメールを使わないことは⼤原則であり、何でも尋ねるようにと⾔われてい
たとしても、当然のルールを尋ねることは常識に⽋けるため（３）が不適当。尚、仕事時間
以外に返信すれば良いという訳でなく、仕事時間以外に、プライベート⽤アドレスからのメール
や電話などで友⼈に返事をすることが当然の対応である。そのことにより、友⼈にも、私⽤の
連絡は会社のメールアドレスに送らない、ということを暗に伝えることができる。 
また、（１）は会社関係者の名前と顔を覚えることができ、（５）は社内⽤語を正確に覚
えることができる。（２）については、このように尋ねても、労務管理上、業務時間外の労働
を強要できない場合が多いため、「時間通りに来れば良い」と⾔われるかもしれないが、周りの
状況を⾒て判断することも必要である（但し、⾏き過ぎた時間ならば、別の問題として捉え
ること）。（４）は仕事の理解を深めるには必要であるが、質問のタイミングは、説明の最
中ではなく、⼀通りの説明後や、区切りの良いところとし、話の腰を折らないこと。 

Q.13 
第 44 回 

5 問⽬ 

解答：（３） 
解説：資料の内容によっては、島⽥が⾒てはいけないものや、関係者以外のコピーを禁じて
いるものもあるため、いくら勉強のためとはいえ、（３）のようにコピーをもらうことは不適当であ
る。会社の情報管理としても、不必要なコピーは避けるべきである。 
（１）（４）（５）のように、⾃分にできることは何かを考えて動くことは、係⻑が得意先
との交渉などに専念できる環境をつくることになり、結果、会社（チーム）として良い仕事がで
きることにつながる。（２）については、会議の流れを⽌めないように会議室の⼊退室やメモ
の渡し⽅には注意すること。また、会議室への⼊室も避けた⽅が良い場合もあるため、少しで
も判断に迷う場合は、周りの⼈に聞いて⾏動した⽅が良い。 

Q.14 
第 43 回 

1 問⽬ 

解答：（１） 
解説：お客様が受け取りに来た、S商品は1課で扱っているため、1課へ案内することがスマ
ートであり（１）の対応を適当とする。 
但し、状況により他の選択肢も適当になる場合があるのが実際のところであり、判断が難しい
出題である。考え⽅としては、別の課の知らない内容であっても、お客様にとっては同じ会社
の⼈であるため「⾃分は知らない」という消極的な対応をしない、またはお客様をたらい回しに
するような状況を作らないことである。反⾯、別の⾓度から考えると、出題のように名前も名
乗らず、しかも⾒知らぬはずの⼈が「販売課の⽅ですね」と突然声をかけるのは不審な点も考
えられる。会社のセキュリティという意味でも、「失礼ですが」と添えて、相⼿の名前を尋ね、1
課担当者の名前をうかがった上で案内することも、⾏動の選択肢として持っておきたい。 

ビジネス実務マナー検定 3 級講座＜第 3 回＞



Q.15 
第 43 回 

2 問⽬ 

解答：（１） 
解説：取引先からの連絡であっても、公共の場所でのマナーを優先する。電⾞の中での電
話の着信に対し、この選択肢の中では、対応まで済ませてしまう（１）が⼀番不適当と⾔
える。 
尚、この選択肢は全て電⾞の中で⼀旦電話をとっているが、実際は、電⾞の中では電話に
出ないのがマナーである。急いで対応したいならば、電⾞の中では電話に出ず、次の駅で降り
るなどするのがスマートな対応と⾔える。電⾞の中で電話に出ていては、取引先からも、黙っ
て乗っている乗客にもモラルのない⼈（会社）と思われる可能性がある。 
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ビジネス実務マナー検定３級講座＜第 4 回＞〜解答編〜 
 
問題番号 解答・解説 
Q.1 
第 46 回 

2 問⽬ 

解答：（４） 
解説：この場合、頼まれた仕事はコピーであるため、尋ねるとすると、部数や出⼒⽅法などコ
ピーに必要なことになる。コピーを単なる作業にしないという意味では、書類の使⽤⽬的など
に関⼼を持つことは⼤切な⼼掛けであるが、コピーを頼んだ⽴場にとっては、早く正確にコピー
をしてほしいだけであり、新⼈にこのような質問をされるのは出過ぎたことと感じるであろう。 
コピーの資料の⽬的や、前後にある仕事の流れなどを知りたい場合は、コピーを頼まれたその
場でなく、タイミングを⾒計らって「差し⽀えなければ」と添えて尋ねるのも⼀つである。 
その他の選択肢は、まだできることの少ない新⼈としては、⼤切にしたい⼼掛けである。 

Q.2 
第 45 回 

2 問⽬ 

解答：（４） 
解説：同僚の、まだ他の⼈に話していない進退やプライベートに関する情報は、他の⼈に話
さないことが原則である。特に上司や先輩など業務の関わりの強い⼈ならば、⾃分が話してし
まうことで、同僚の⽴場や印象を悪くする可能性もある。 
出題の場合、⽵内は⼩杉が他の⼈に⾔わないことを信じて打ち明けているため、いくら係⻑
に聞かれたからといっても、⾃分から⽵内の情報を漏らすことは、⽵内の信頼を裏切ることにな
る。また、もし⽵内が退職の考えをやめた場合、⽵内の⽴場を悪くしたり、⼩杉の発⾔に関す
る周囲からの評価も落ちることが考えられる。 
（３）のように核⼼をさらりと⾔ってしまうことはもちろん不適当だが、（５）のように⾔ったと
しても、⾃分から出た情報は⾃分の知らないところで広まることを⼗分認識すべきである。ま
た、（１）や（２）のように含みを持たせるのも、余計に相⼿を⼼配させることになるし、含
みを持たせる⾔い⽅⾃体、⼩杉の品格を疑うところである。 
出題のように⽵内の状況と係⻑の⼼配が⼀致しており、何か知っているのでは、とまで聞かれ
ているため、答えるならば（４）程度に留めるのが適当と⾔える。 

Q.3 
第 45 回 

5 問⽬ 

解答：（５） 
解説：残業は仕事を期限に間に合わせるためにやむを得ず⾏うものであるため、⼈が残業を
しているという理由で、⾃分で仕事を⾒つけて残業をすることは不適当と⾔える。残業代が発
⽣する場合も多いため、コスト意識も持ちたい。但し、⾃分の仕事が先に終わりそうならば
「何かお⼿伝いできることはありますか」など⼀⾔かけることが望ましい。部署の仕事が早く⽚
付くだけでなく、相⼿への配慮を⽰すことができるからである。 

Q.4 
第 44 回 

1 問⽬ 

解答：（１） 
解説：係⻑の指⽰は、ファイルを持ってくることなので、（１）が適当である。 
持っていくまでに⾊々あったことは係⻑に関係のないことであり、（２）〜（５）はいずれも
不適当である。尚、持っていく際、係⻑が A 社の⽅と話し中であれば、話を邪魔しないように
「失礼します」と⾔って⼊室し、会話の途中ならば「お話し中、失礼いたします」、もし時間が
かかったならば「お待たせいたしました」など、場に合わせた⾔葉を添えたい。 
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Q.5 
第 44 回 

3 問⽬ 

解答：（４） 
解説：昇格試験は正式な⼈事の試験であるため、正式な⼿続きを踏んで通知するのが筋
である。知っているからといって（１）のように答えることはルール違反であるし、（５）のよう
に勝⼿に通知のルールを⾃分でつくるのも出すぎた対応である。かといって、中沢の知りえない
特別な事情がある可能性もあるため、（３）のようにルール⼀辺倒に答えることも控えたい。
よって、判断できないこの状況では（４）が適当である。 
尚、（３）は⼈事課⻑に確認しているように⾒えるが、⼈事上の重要な情報は、通常、責
任者クラスが扱うものであるため、中沢が連絡するという判断は適当でない。 

Q.6 
第 44 回 

6 問⽬ 

解答：（２） 
解説：仕事を覚えるには先輩の指導も必要だが、⾃分から周囲を⾒たり働きかけたりして学
ばなければならないことも多い。（２）は指導を受けなければ仕事は覚えられない、と依存
的な姿勢であり不適当。 
尚、（４）の表現について、関係者の名前を覚えれば取引の流れまでつかめる、というのは
やや⼤げさだが、取引の流れをつかむ上での助けにはなる。いずれにしても、新⼈であったり、
情報が少ない状況であっても、⾃分で考え、積極的に動こうとする姿勢を持ちたい。 

Q.7 
第 43 回 

6 問⽬ 

解答：（４） 
解説：（１）〜（３）は、延期後の情報が分かっていれば⼀緒に伝えるという意図での
確認、（５）は知らせるという仕事の⼿順についての確認となる。 
（４）について、明⽇⽋席予定の⼈は、別の⽇ならば参加できる可能性があることが常識
的に推測されるため、あらためて確認する必要はない、という意味で不適当とする。 
但し、全員の連絡には⼗分時間がない時などに、例えば「⽋席予定だった⼈は（緊急の連
絡を必要としないため）明⽇以降に連絡をしてもよいか」といった確認ならば適当と⾔える。 
また、特に社外の⼈に急な予定の変更をお願いするため、礼儀としては、事務的に誰が連絡
してもよいわけではなく、可能な限り、その代理店を担当している社員や、役職者から連絡す
るのが、お詫びの気持ちや相⼿への配慮・敬意を表すことになる。 
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ビジネス実務マナー検定３級講座＜第 5 回＞〜解答編〜 
 
問題番号 解答・解説 
Q.1 
第 47 回 

7 問⽬ 

解答：（２） 
解説：得意先や新規顧客を招待するといのは、⼀般的に、普段製品を買ってくれていること
や新たに買ってくれることへのお礼、今後のお願いなどのためである。このようなことは営業活動
の⼀環であるため、担当部署は（２）の営業課である。場合によっては他の部署が招待を
することもあるが、この出題では「得意先や新規顧客」とより営業要素が強く、かつ「⼀般的
に」とあるため、営業課が適当と⾔える。 

Q.2 
第 47 回 

9 問⽬ 

解答：（３） 
解説：注⽂は K 社販売部⾨にしているはずなので、注⽂と違う物が納品されたならば、まず
は窓⼝である（３）の K 社販売部⾨の担当者に連絡するのが適当。 
尚、連絡を受けた K 社販売部⾨の担当者は、状況により運送会社や出荷部⾨に確認をす
る可能性がある。 

Q.3 
第 47 回 

10 問⽬ 

解答：（４） 
解説：ダイレクトメールは相⼿の意向に関係なく、または相⼿の意向により送付するものであ
るため、相⼿にやめてもらいたいと⾔われたら停⽌する必要がある。また停⽌希望の相⼿が誰
か確定する必要があるため、名前などを把握する（４）の対応が適当である。 
但し、各会社でダイレクトメールの仕組みは異なるため、新⼈が勝⼿に判断することも好ましく
ない。全く状況が分からずこのような電話を受けたら、「失礼いたしました、確認いたしますので
少々お待ちください」と⾔って電話を保留にし、分かっている⼈に尋ねるか代わってもらうかの
対応が望ましい。 
尚、（２）については、ダイレクトメール停⽌希望で「上の者に電話を代わる」という対応が
⼤げさであり、相⼿を驚かせたり不審に思わせたりするため不適当。 
その他の選択肢が不適当な理由について、（１）はダイレクトメールを停⽌する意志がな
く、お客様の要望を受け⼊れていない。（２）は新⼈であろうと会社の代表として電話を受
けているにも関わらず無責任な返答であり、かつお客様にとって新⼈かどうかは関係ない情報
である。（５）も会社の都合をお客さまに押し付けていることと、通常、代⾏業者は発送の
みを代⾏しているので適切でない判断と⾔える。但し、ダイレクトメールの事務局が別途あり、
どうしても販売課で承ることができない場合は、お客さまにお⼿数をおかけすることを詫びなが
ら、連絡先を伝えるのがよい。 

Q.4 
第 46 回 

7 問⽬ 

解答：（３） 
解説：パソコンなどの事務機器は、会社のどの部署でも使うものであり、⼀括して購⼊するの
は会社全体のことを扱う総務課と考えられるので、この選択肢の中では（３）の総務課に
回すのが適当と⾔える。 
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Q.5 
第 46 回 

9 問⽬ 

解答：（２） 
解説： 営業課への来客は会社のお客様である。営業課員でお茶を出す⼈がいなければ、
（２）のように別の部署の⼈にでも頼むのが適当な対応と⾔える。お客様にとってお茶を出
す⼈の所属部署は関係がないことで、会社としておもてなしをする姿勢が⼤切である。 
尚、（１）や（５）は、お茶出しをしない事情を課⻑に伝えることがポイントになってしまっ
ており、果たすべきお茶出しのための⾏動が取れていない。また、（３）にあるように、数分
遅れてもよい、という考えは、訪問する得意先に失礼である。ましてや（４）のように、別の
お客様対応で遅れると話すのは、「あなた（訪問する得意先）の優先順位は低いです」と
⾔っているようなもので、たとえ遅れる旨の連絡を⼊れるとしても、事情など伝えるべきでない。

Q.6 
第 45 回 

7 問⽬ 

解答：（３） 
解説：異動した鈴⽊の仕事は、後任の川上に引き継がれており、⽤件は営業課の仕事に
関することであるため、（３）のように後任の川上に代わるのが適当である。 
よって（１）や（４）のように前任の鈴⽊に取り次ぐことは不適当であり、また、（２）や
（５）のように相⼿に判断を委ねても困らせるだけである。 

Q.7 
第 45 回 

8 問⽬ 

解答：（５） 
解説：製造課は、製品を製造する部署なので（５）が不適当。尚、社屋の維持管理の
担当は、⼀般的に総務課（＝会社全体の運営に関する事務を担当する部署）である。 

Q.8 
第 45 回 

11 問⽬ 

解答：（１） 
解説：福利厚⽣とは、従業員やその家族の⽣活向上のための施策のことである。給料やボ
ーナス、能⼒給は福利厚⽣でなく、賃⾦（処遇）であるため、（１）が不適当である。 
尚、解答に直接関係はないが、会社の様々な制度や仕組みについて、中には社外の⼈に
漏らさない⽅がよいこともある。ましてや単なる⾃慢のためならば、軽々しく⾔わないことをすす
めたい。 

Q.9 
第 45 回 

12 問⽬ 

解答：（３） 
解説：コーヒーメーカーの設置は会社の業務には直接関係なく、社内設備の充実のための
ことである。（３）の総務課で扱うことが⼀般的である。 

Q.10 
第 44 回 

7 問⽬ 

解答：（４） 
解説：⼈事課とは、その会社の社員の採⽤から退職までの、⾝分に関することを扱う部署で
あるため、（４）の⼈事課に借りに⾏くのが適当である。 

Q.11 
第 44 回 

8 問⽬ 

解答：（２） 
解説：課⻑から指⽰された資料の作成は、総務課の仕事であるため、総務課員で処理す
るものである。よって同僚といえども営業課員に⼿伝ってもらう（２）は不適当である。 

Q.12 
第 44 回 

9 問⽬ 

解答：（４） 
解説：注⽂は T 社販売課にしたので、注⽂と納品の内容が違っていたら、窓⼝である
（４）の T 社販売課の担当者に問い合わせることが適当である。 
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Q.13 
第 44 回 

10 問⽬ 

解答：（５） 
解説： まず、⾃分の都合で（１）や（２）のようにS社や係⻑の仕事を変更してもらうこ
とは筋違いである。また、浅尾にとっても関係のない仕事であるため、（３）や（４）のよう
に浅尾を巻き込むことも不適切である。さらに、部外者と⾃部署で⾷べながら業務を待つこと
も公私を混同していると⾔える。 
ファックスのタイミングとしても、⾷事が⼀緒にできないだけであると推測されるため、（５）の
対応が適当と⾔える。プライベートと仕事はしっかりと区別しつつ、新⼈であっても頼まれた仕
事は責任をもって⾏うプロ意識を持っていたい。 

Q.14 
第 44 回 

12 問⽬ 

解答：（１） 
解説：今は宮⾥が担当している仕事であっても、係⻑は鶴⾒に指⽰をしている。係⻑に何
か考えがあっての指⽰かもしれないため、ここは余計な⼝出しをしない（１）が適当である。 
また（３）のように⼈に「勘違いでは」と尋ねたり、（４）のように他の⼈に指⽰した理由を
聞くのは、よほど⾔い⽅に気を付けない限り、横柄で⾃⼰中⼼的な⼈と受け取られる可能性
があるので注意したい。 

Q.15 
第 43 回 

7 問⽬ 

解答：（４） 
解説：勤怠状況とは、出勤、⽋勤、超過勤務などの勤務状況のことを⾔う。タイムカードは
これらの勤怠状況が時刻で記録されているカードであり、勤怠状況把握のため⼈事課で保
管されている。よって（４）が適当である。 

Q.16 
第 43 回 

10 問⽬ 

解答：（５） 
解説：会社の活動や業務内容を⼀般に広く伝える仕事をしている部署は広報課である。そ
の⼿段にはホームページなども含まれるため（５）が適当と⾔える。 
尚、新卒採⽤など部分的に⼈事課が担当することもある。 

Q.17 
第 43 回 

11 問⽬ 

解答：（２） 
解説：展⽰会の⼿伝いは、販売課の要請を受けて宣伝課⻑が⽴花に指⽰したことである
ため、都合がつかなくなったなら、指⽰した課⻑に申し出て、後は課⻑が対処することになる。
⽴花が責任を感じたとしても、販売課に⾃分から話すのは筋が違うため、（２）が不適当で
ある。しかし、課⻑が販売課に⾔って当然、という態度ではなく、販売課に⾔わなければなら
ない課⻑に⼿数をかけることを詫びる⼀⾔があると、より配慮のある対応と⾔える。 
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ビジネス実務マナー検定３級講座＜第 6 回＞〜解答編〜 
 
問題番号 解答・解説 
Q.1 
第 47 回 

8 問⽬ 

解答：（３） 
解説：「⽒」は名前に付けて⽤いられる敬称だが、相⼿に呼び掛けるときには使わない⾔葉
であるため（３）が不適当。この場合は、「福⼭様」などと呼ぶのが適当である。 

Q.2 
第 47 回 

11 問⽬ 

解答：（２） 
解説：係⻑は⼀般的には監督職と⾔われ、（１）（３）（４）（５）のような役割を
果たしている。社員の採⽤は会社の経営⽅針に基づいて⾏われることであり、⼈事課や各部
の部⻑が関わることになるため、係⻑の役割としては（２）が不適当である。 

Q.3 
第 47 回 

12 問⽬ 

解答：（４） 
解説：商談が終了したことや、結果について係⻑に報告必要があり、また、直帰するにして
も係⻑の承認は必要であるから、（４）のように係⻑に電話を代わることが適当である。 

Q.4 
第 46 回 

8 問⽬ 

解答：（１） 
解説：川上に午前中にと仕事を指⽰したのは係⻑である。出題のように川上に急⽤が⼊っ
た場合、指⽰した仕事を調整するのは係⻑であるため、（１）のように状況を説明し、どの
ようにすればよいかを尋ねることが適当な対応である。 

Q.5 
第 46 回 

10 問⽬ 

解答：（２） 
解説：単に⽇本語の意味を問われている。 

Q.6 
第 46 回 

11 問⽬ 

解答：（２） 
解説：社員の勤怠管理は、直接の上役であり、経理課の課⻑の場合、管理者は経理課
⻑になるため、（２）が適当である。係⻑が午前中休むとなると、課⻑は勤怠管理だけでな
く、午前中の仕事の確認なども必要となる。 

Q.7 
第 45 回 

9 問⽬ 

解答：（１） 
解説：決裁印とは、権限のある上位者が部下の出した案を承認した証拠として押す印のこ
とである。決裁の順は、申請者→直属の上司→さらに直属の上司、、、という流れになるた
め、出題の場合、最初は直属の上司である（１）の係⻑が適当となる。 

Q.8 
第 45 回 

10 問⽬ 

解答：（４） 
解説：「免職」とは、職（特に公務員の職）を辞めさせることである。 

Q.9 
第 44 回 

11 問⽬ 

解答：（２） 
解説：⼀般的に、社内では上役を職位で呼ぶことが多い。従ってこの選択肢の中では
（２）が適当である。「⼯藤係⻑」のように名前+職位で呼んでもよい。 
尚、他の選択肢における適当な呼び⽅は、（１）⾃分＝「私」、（３）同僚＝「望⽉さ
ん」（×「君」。苗字で呼ぶことが⼀般的）、（４）先輩＝「阿部さん」、（５）課⻑＝
「飯塚課⻑さん」（×「課⻑」+「さん」） 
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Q.10 
第 43 回 

8 問⽬ 

解答：（１） 
解説：取引先の要望は、仕事のことで聞きたいとのことなので、井上係⻑の後任の⼭⽥係
⻑に代わる（１）が適当である。 

Q.11 
第 43 回 

9 問⽬ 

解答：（５） 
解説：どちらも急ぎの仕事であり、どちらを優先するかを決める必要があるが、まず尋ねる相
⼿としては、（５）のように直属の上司である係⻑（より⾃分に近い⽴場の⼈、職位が下
位の⼈）が適当である。 

Q.12 
第 43 回 

12 問⽬ 

解答：（４） 
解説：タイムカードは社員の出退勤の時刻を管理するものであるため、実際の時刻に押さな
いと意味がない。（４）のように、予定より時間がかかったからといって、先にタイムカードを押
すことは、勤怠について虚偽の申請となり、不適当である。 

Q.13 
第 46 回 

12 問⽬ 

解答：（４） 
解説：企業の社会貢献とは、社会の発展や繁栄に役⽴つことを企業として援助することを
⾔う。（４）はその会社の社員に限った福利厚⽣策なので、社会貢献には該当しない。 
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 ビジネス実務マナー検定３級講座＜第 7 回＞〜解答編〜 
 
問題番号 解答・解説 
Q.1 
第 47 回 

13 問⽬ 

解答：（２） 
解説：誰もいなくて電話が鳴っていたので、何回か鳴っていたことが推測される。⼀般的に、
3 回以上鳴った電話に出る場合は「（⼤変）お待たせ(いた)しました」と⾔ってでるのがよい
とされているため、（２）が適当。 
（５）のように、なぜすぐに電話に出られなかったのかを⾔う必要はない。（３）について、
「もしもし」はビジネスでは使わない。かつ「どちらさまでしょうか」というのは、相⼿が名乗らないと
きに⾔うのであって、電話に出ていきなり⾔うのは失礼である。 

Q.2 
第 47 回 

14 問⽬ 

解答：（５） 
解説：名刺の名前の読み⽅が分からないときはその場で尋ねてよいが、名刺に書き込むの
は後で⾏うこと。名刺はその⼈の分⾝でもあるため、本⼈の前で書き込む（⾒ようによっては
汚す）ことは失礼にあたる。その他の選択肢はマナーとして改めて覚えておきたい。 

Q.3 
第 47 回 

16 問⽬ 

解答：（５） 
解説：受付係を通して訪問を告げ待っているため、待ち時間の確認が必要ならば受付を通
すのが筋となる。 

Q.4 
第 46 回 

13 問⽬ 

解答：（５） 
解説：名刺は、相⼿に⾃分を紹介するためのものであるから、切らしたときはそのことをわびて
⾃⼰紹介をする。尚、⾃⼰紹介とは、名刺に書いてある社名や部署（担当していること）、
⽒名などを伝えればよく、名刺に書いてあることをつらつらと⾔うことでない。また、後⽇郵送す
るにしてもこの場で⾔うことではないため、（５）が不適当となる。 

Q.5 
第 46 回 

19 問⽬ 

解答：（５） 
解説：新⼈でもできる簡単な仕事を指⽰されているにも関わらず、「出来るかどうか分かりま
せんが」と⾔うのは、謙虚さを履き違えており、（５）が不適当。 
その他の選択肢にあるような積極性や素直さなどは、新⼈と⾔わずとも持ち続けたい。 

Q.6 
第 45 回 

17 問⽬ 

解答：（２） 
解説：訪問の約束がある場合は、先⽅もそれに合わせて仕事をしているため、早く着いたか
らといって⾃分のペースで訪問することは失礼であり、（２）が不適当である。 

Q.7 
第 45 回 

20 問⽬ 

解答：（５） 
解説：エレベーターは公共的なものであるため、他部署の部⻑が乗っていても遠慮せず乗っ
てよいが、単に居合わせただけなので、話し掛けたりしないのが⼀般的な対応である。振る舞
いとしては、（５）のように「失礼します」とあいさつし、エレベーターの開閉ができる操作盤の
前（エレベーター内の末席にあたる）に⽴ち、操作をするとよい。 
（１）や（２）のように変に避けるのも不⾃然であり、（３）や（４）のように話し掛け
るのは公共的な場としてはふさわしくなく、差し出がましい印象も与える。 
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Q.8 
第 45 回 

22 問⽬ 

解答：（４） 
解説：⼈に物を渡すときは両⼿でするのがマナーであるため、（４）が不適当。⼩さい物な
ど⽚⼿で持つ⽅が相⼿にとって受け取りやすいときは、もう⼀⽅の⼿を添えて両⼿の形にす
る。 
（１）〜（３）はいずれも、相⼿にとってどうか（取りやすい、危なくない等）を考えた⾏
動である。（５）については、⼿提げ袋は単に持ち運びのための袋であるため、品を渡す際
は袋から取り出して渡す。 

Q.9 
第 44 回 

17 問⽬ 

解答：（３） 
解説： ⼆つの仕事を⼀度に指⽰された場合、期限の近いものから処理するのが理にかなう
が、仕事の分量や内容、所要時間などを考慮すべき場合もあるため、（３）のように期限を
尋ねながらも、念のため確認するのが適切な対応となる。 
尚、頼まれた仕事の優先順位の判断は、頼んだ⼈にあるため、（１）と（５）のように勝
⼿に判断はせず確認すること。また、（２）は回りくどい質問と感じられたり、⼀からの質問と
なって相⼿の⼿を⽌めてしまう可能性もある。（４）は指⽰している⼈に指⽰をする、という
横柄な態度である。 

Q.10 
第 44 回 

18 問⽬ 

解答：（２） 
解説：特に新⼈は早く仕事を覚えるために、分からないことは⾃分から尋ねることが⼤切であ
る。また、周囲とよい⼈間関係を築くために積極的にコミュニケーションをとることが望ましい。よ
って⾃分から話し掛けない、という（２）が不適当である。 

Q.11 
第 44 回 

19 問⽬ 

解答：（４） 
解説：（４）の「どうぞお先に」と⾔った部分が不適当である。この⾔葉は、後から来た⼈に
先を譲るときなどに使う⾔葉であるため、ここで使うのは⽇本語としておかしい。この場合の返
す⾔葉は「お疲れさまでした」だけでよい。 

Q.12 
第 44 回 

21 問⽬ 

解答：（４） 
解説：⾯談の予約はこちらからのお願いであるため、⽇時は相⼿に合わせるのが基本である
ため（４）が不適当である。もし相⼿が「いつでもいい」と⾔う場合には、こちらから候補⽇時
を挙げてもよい。 

Q.13 
第 43 回 

15 問⽬ 

解答：（２） 
解説：時間に余裕を持って訪問先に向かうのはよいが、早く到着したからといって訪問する
（呼び出す）ことは、失礼にあたり（２）が不適当である。いくら「待たされてもいいから」と
⾔っても相⼿の都合を無視することになるため、時間まで（早くてもせいぜい５分前）は訪
問しないこと。早く到着したら、会社の近くなどで時間が来るのを待つこと。 
尚、（３）のようにテキストなどでも触れていない選択肢が出た場合、常識的に考えればよ
い。他社へ訪問する際の振る舞いの基準は、相⼿の都合に合わせること、相⼿の迷惑になら
ないことである。 
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Q.14 
第 43 回 

16 問⽬ 

解答：（２） 
解説：⽣意気と⾔われないよう節度のある振る舞いをすることは当然であるが、（２）のよ
うにおだてて機嫌をとることは、下⼼を持って相⼿を褒めあげることであるため、不適当である。
しかし、そもそも、後輩の協調性のない態度などを「⽣意気だ」とし、さらに陰で⾔っている先
輩の振る舞いが褒められたものではない。気になることがあれば、直接本⼈（後輩）にアドバ
イスをするなり、後輩の先輩・上司に相談する、先輩として恥ずかしくない態度を取りたい。 

Q.15 
第 47 回 

15 問⽬ 

解答：（３） 
解説：砕けた（気さくな）調⼦で話しかけられても、同じ調⼦で話すというのはけじめがない
対応になるため（３）が不適当である。先輩を⽴てる、という意味もあるが、同僚や後輩で
あっても、仕事においてはけじめのある態度をとりたい。 
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ビジネス実務マナー検定３級講座＜第 8 回＞〜解答編〜 
 
問題番号 解答・解説 
Q.1 
第 47 回 

21 問⽬ 

解答：（４） 
解説：この中では（４）が不適当である。ビジネスにおける流⾏もある程度あり、現在では
⼀般的になっている細⾝（細め）のスーツをやめるようアドバイスをしているからである。 
ビジネスにおいて流⾏は追いすぎるものではないが、例えば今の時代に、ダブルのスーツやスリ
ータックのズボンを新⼈に勧めてもふさわしくない服装になる。 

Q.2 
第 46 回 

16 問⽬ 

解答：（３） 
解説：電話が切れた場合、かけた⽅がかけ直すのが基本であるが、この場合は、相⼿は得
意先でしかも⾃分のミスで切ってしまったため、すぐにこちらから電話をかけるのがよい。電話が
繋がったらまずはわび、課⻑に取り次ぐ（３）を適当とする。 
しかし実際には、取り次ぐ⽴場としては、かかってきた⼈の電話番号がすぐに分かるとは限らな
い。そういった場合は、即座に課⻑に事情を話しつつ、そうしている内に相⼿からかかってくるこ
とも想定されるため、電話が鳴ったら率先して電話に出て、相⼿にわび、課⻑に取り次ぐ。 

Q.3 
第 46 回 

17 問⽬ 

解答：（３） 
解説：そもそも昼休みというのはこちらの都合であり、相⼿に伝えることではない。ましてや、
注⽂した品が届かないという苦情であるため、昼休みなど⾔う（３）は不適当であり、すぐに
対処する姿勢で対応すべきである。 

Q.4 
第 45 回 

21 問⽬ 

解答：（３） 
解説：列⾞や⾶⾏機では、窓側の席が奥になるため、出⼊りは不便でも⼀般的には上座と
されている。（３）が不適当。 

Q.5 
第 44 回 

22 問⽬ 

解答：（３） 
解説：学⽣のインターンシップであっても、ビジネスの現場で⾏われるため、服装も職場に合
ったものを⼼掛けたい。帰りに濡れそうであっても、ジーンズはふさわしくなく（３）が不適当。 
またここでは不適当とされていないが、（１）については、職場のトイレで直すのでなく、⾃宅
を出るときに⾝だしなみを整えておきたい。（２）も、ストッキングは伝線するものである。コン
ビニで買うことを前提とせず、常備しておくこと。 

Q.6 
第 43 回 

17 問⽬ 

解答：（４） 
解説：応接室では普通、客が上座に座り、迎える側はそれに向かい合う席に座る。客であ
る岡村が、上座の係⻑の斜め向かいに座ると、迎える側の席になってしまうため、（４）が不
適当。岡村は係⻑の横に座るのが適当である。尚、（２）についてはあくまでも係⻑の様⼦
を⾒ての⾏動とし、⾃分で勝⼿に寝始めるなどは控えること。 

Q.7 
第 43 回 

19 問⽬ 

解答：（３） 
解説：このような場合は、沢⼝が⾔うべきだったのに⾔わなかった名前を催促していることであ
り、（３）が適当である。「失礼ですが」は、名前を尋ねる際に使う⼀般的なフレーズである
ため、（３）以外の選択肢のように答えると、常識のない社員と思われかねないので注意。 

ビジネス実務マナー検定 3 級講座＜第 8 回＞



ビジネス実務マナー検定３級講座＜第 9 回＞〜解答編〜 
 
問題番号 解答・解説 
Q.1 
第 47 回 

17 問⽬ 

解答：（２） 
解説：呼び捨てにする際の原則は、外部の⼈に対して⾝内の⼈（社内の⼈）を⾔うときで
ある。社員の家族は、その社員にとっての「別の⾝内」にあたるため、呼び捨てにはせず、
（２）が不適当となる。 
尚、社員の家族から電話がかかってきた場合、「鈴⽊課⻑は」「鈴⽊さんは」など通常の敬意
を表す表現の他、例えば社員の妻からかかってきた際（本⼈が妻と名乗るなど明らかな場
合）は「ご主⼈は」など相⼿に合わせた呼び⽅をするのが⾃然である。 

Q.2 
第 47 回 

18 問⽬ 

解答：（４） 
解説：敬語の使い⽅の問題である。（４）の不適当な点は、社外の⼈に対し、社内の⼈
のことを「なさって」と尊敬語で表現していることである。「なさって（なさる）」は「する」の尊敬
表現であり、正しくは、謙譲表現である「外出（いた）しております」となる。 

Q.3 
第 46 回 

14 問⽬ 

解答：（１） 
解説：せっかく誘ってもらったことに対し、できるだけ応えるのが望ましいが、⿂がおいしいと⾔っ
て誘われ、その場所に⾏ってから（３）のように⿂料理でないものを注⽂すると、相⼿に気を
使わせてしまうことになる。（１）のように事前に伝えると、相⼿も了承した上でその店に⾏く
ことができ、または店を変えるなど別の対応ができるようになる。ただし⾔い⽅には⼗分に気を
つける必要があり、「誘っていただいて本当に嬉しいのですが、実は私は⿂がどうしても苦⼿
で・・・」など、誘ってくれた相⼿の気持ちに配慮する⼀⾔を添えたい。もしアレルギーなどでどう
しても店に⾏けない場合は（４）のように予め断ることも考えられるが、その場合も同様に断
り⽅に注意したい。尚、嘘をついてまで断る必要はないため（２）と（５）は不適当。 

Q.4 
第 46 回 

15 問⽬ 

解答：（４） 
解説：（４）の「席を外しております」が不適当である。相⼿は課⻑の家族なので、謙譲語
でなく尊敬語を使う。「席を外していらっしゃいます」などが適当な⾔葉遣いとなる。 

Q.5 
第 46 回 

18 問⽬ 

解答：（４） 
解説：（４）の「申し上げます」は、⾝内の課⻑を⾼める⾔い⽅になるため、社外の⼈に⾔
うには不適当。「申し伝えます」などが適当な⾔い⽅となる。 

Q.6 
第 46 回 

22 問⽬ 

解答：（４） 
解説：社外の⼈に社内の⼈を⾔うときは、基本的には姓だけを⾔えば良い。役職を⾔う必
要があれば、例えば「課⻑の○○」という⾔い⽅になる。先輩後輩は個⼈の関係であり、公
のことではないため（４）のように「先輩の」と紹介したのは不適当な⾔い⽅となる。 

Q.7 
第 45 回 

15 問⽬ 

解答：（１） 
解説：（１）の「教える」という⾔葉は、上から物を⾔うような印象がある。たとえ「お教えい
たします」と謙譲表現を使ったとしても、取引先や⽬上の⼈に対しては失礼に聞こえるため不
適当である。「それでは、ご説明申し上げます」などが適切な⾔い⽅である。 
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Q.8 
第 45 回 

18 問⽬ 

解答：（４） 
解説：⾔葉遣いと仕事を引き受ける姿勢から（４）が適当と⾔える。「承知しました」は
「分かりました」の改まった⾔い⽅であり、「どのようなことでしょうか」は、引き受けることを前提に
具体的に指⽰を得ようとする姿勢を⾒せる⾔葉となる。 
その他の選択肢は、全く間違いという訳ではないが、少しずつ違和感がある。 
（１）の「賜る」は「もらう」の謙譲語であるが、「⼿伝ってほしい」と⾔われて「はい、もらいま
す」という返事は少し意味がずれることになる。また「指⽰をお願いします」と⾔わなくても、この
後の指⽰はあるはずであり、わざわざ⾔うと少し嫌味に感じる⼈もいる可能性がある。 
（２）の「⼤丈夫です」や（３）の「いいです」は少し砕けた⾔い⽅である。また、（２）の
「すぐに取り掛かります」や（５）の「こちらを⽚付けて〜」は、先輩の指⽰を待つ前に、⾃分
の都合を⾔っており、やや⾃分勝⼿な印象を与えることになる。素直に相⼿の依頼に応じる
姿勢としては（４）が適当ということになる。 

Q.9 
第 45 回 

19 問⽬ 

解答：（４） 
解説：⽇本語の意味として（４）が不適当。この場合は、「（答えることが）できない」と
⾔いたいので、「お答えいたしかねますので」が適当な⾔い⽅になる。尚、「いたしかねる」とは、
「いたす（『する』の謙譲語）」と「かねる（『できない』の婉曲表現）」という意味である。 

Q.10 
第 44 回 

14 問⽬ 

解答：（１） 
解説：（１）の「申され」が不適当。「申さ（申す）」は、謙譲表現であるため、「れ
（る）」の尊敬表現は付かない。この場合は、「何とおっしゃいましたでしょうか」などが適当な
表現となる。 

Q.11 
第 44 回 

16 問⽬ 

解答：（２） 
解説：「よろしければ」は、相⼿に了承を得て何かをするときの⾔葉である。（２）は「⽋席
する」という、相⼿の誘いを断るときの⾔葉が必要になるため、「よろしければ」は不適当とな
る。代わりに「申し訳ございませんが」「残念ではございますが」など、相⼿の誘い（相⼿の好
意）を気遣う⾔葉を添えたい。 
尚、こういった表現をやわらげる“クッション⾔葉”は、相⼿の気持ちを尊重したり、⾔いにくいこ
とをやわらげる役⽬があるため、⽇常でも使っていきたい。 

Q.12 
第 43 回 

18 問⽬ 

解答：（４） 
解説：ビジネスに限らず⽇本語の意味を問われる問題である。 

Q.13 
第 43 回 

20 問⽬ 

解答：（４） 
解説：職場での⼈の呼び⽅は姓が原則である。親しい同僚であっても、（４）のように「麗
⼦さん」のように名で⾔うのは不適当である。 

Q.14 
第 43 回 

21 問⽬ 

解答：（５） 
解説：（５）の「頂いて」は謙譲表現となるため、お客様の⾏為を指すには不適当となる。
「召し上がってください」「お召し上りください」などの表現が適当である。 
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ビジネス実務マナー検定３級講座＜第 10 回＞〜解答編〜 
 
問題番号 解答・解説 
Q.1 
第 47 回 

19 問⽬ 

解答：（４） 
解説：葬儀は宗教により形式が違い、供え物の名称も違うが、宗教の形式が分からず⾦銭
を供える場合、相⼿が死者の例であることは共通であるため（４）の「御霊前」が適当とな
る。 

Q.2 
第 47 回 

20 問⽬ 

解答：（２） 
解説：先輩の好意は素直に受け取っておくのが良い。好意による⼟産であるため、儀礼的
なお返しの必要はなく、その場で礼を⾔えば⼗分であるため（２）が適当。 
検定問題としては以上の回答で良いが、実際の職場において、このようなことが⾃分だけ頻
繁にあったり、⾼額な品であったりなど⾏き過ぎていれば、あまりにも過ぎていて遠慮したい旨
を伝えたり、または上司に相談したりなど、⾃分を守るための適切な⾏動をとりたい。 

Q.3 
第 47 回 

22 問⽬ 

解答：（２） 
解説：ビジネスに限らず⽇本語の意味を問われる問題である。 

Q.4 
第 46 回 

20 問⽬ 

解答：（３） 
解説：「⼨志」とは、少しの気持ちという意味で、⼼ばかりの謝礼を⽬下の⼈に贈る際の表
書きであるため（３）が不適当。 

Q.5 
第 46 回 

21 問⽬ 

解答：（１） 
解説：不適当な点は、（１）の靴下まで⽩にすることである。靴下は洋服や靴に合わせて
⿊にするのが⼀般的である。⽩⾊の靴下は、慶弔事だけでなく、ビジネスにおいてもふさわしく
ない。 

Q.6 
第 45 回 

13 問⽬ 

解答：（２） 
解説：課⻑の代理参列であるため、受付での記帳は課⻑名にするべきであり（２）が不
適当。このような場合、代理参列であることが分かるように、課⻑名の下に（代）と書くのが
⼀般的である。 

Q.7 
第 45 回 

14 問⽬ 

解答：（４） 
解説：（４）の難しい⾔葉を選んで話すというのは、取引先に限らず、⼈とのコミュニケーシ
ョンにおいても不適当である。ましてや「新⼈と思われないために」という理由が、⾃分本位で
ある。ここでは、取引先であることと、新⼈である⾃分に対して相⼿は業界の先輩であることを
理解し、敬意を持ち、⽬上の⽅として相⼿を⽴てる話し⽅などが望ましい。 

Q.8 
第 45 回 

16 問⽬ 

解答：（２） 
解説：「賀寿」とは⻑寿祝いを指す。⻑寿の節⽬に関係者が集まって祝うことである。 
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Q.9 
第 44 回 

13 問⽬ 

解答：（４） 
解説：新年を祝うあいさつや贈り物のことを「年賀」と⾔う。上書きなど多くの場合、「御」を付
けて（４）のように「御年賀」と⾔う。 

Q.10 
第 44 回 

15 問⽬ 

解答：（２） 
解説：（２）にある「⼼ならずも」とは⾃分の気持ち（望み）に合っていないという意味で
あるが、後半の「うれしく思っております」と意味が⽭盾しており、⽇本語として間違っているた
め不適当。また、歓迎してくれる皆に対し、その部署の配属を「⼼ならずも」と表現するのは相
⼿の歓迎の気持ちをそぐ表現となり、避けたい。 

Q.11 
第 44 回 

20 問⽬ 

解答：（３） 
解説：同僚がミスをしたら、係⻑に報告するのは同僚⾃⾝であるため（３）が不適当。 

Q.12 
第 43 回 

13 問⽬ 

解答：（４） 
解説：菓⼦折りは、主体者である課⻑から訪問した得意先の担当者に渡すのが原則であ
る。（１）と（２）は渡す相⼿が、（３）は渡す⼈が間違っている。関根さんはあくまで係
⻑のお供であるため、係⻑が渡しやすいように整えるのが役⽬となる。また、⼿提げ袋は単な
る持ち運び⽤の道具であり、⼿提げ袋から出して渡すものであるため、（４）が適当となる。

Q.13 
第 43 回 

14 問⽬ 

解答：（１） 
解説： 「⼀席を設ける」とは宴席を設けることを⾔う。 

Q.14 
第 43 回 

22 問⽬ 

解答：（４） 
解説：係⻑の代理で参列しているため、形の上では係⻑が参列したことと同じになる。このよ
うな場合、記帳は会社名と係⻑名で⾏い、代理の参列と分かるように係⻑名の下に（代）
と書くのが⼀般的である。よって⾃分の⽒名を書いた（４）が不適当である。 
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ビジネス実務マナー検定３級講座＜第 11 回＞〜解答編〜 
 
問題番号 解答・解説 
Q.1 
第 47 回 

23 問⽬ 

解答：（５） 
解説：肩書きが変わったときは、訂正しておけば済むことであるため、わざわざ送ってくれるよう
連絡する（５）が不適当である。 

Q.2 
第 47 回 

24 問⽬ 

解答：（５） 
解説：⼆次試験に来てもらうために必要なことを伝えれば良いため、関係のない受験者数を
伝えた（５）が不適当である。尚、留守番電話でなくても、受験者数などは企業内部の情
報であり、関係者以外に伝えるべきではない。 
また、⼆次試験に必要な情報を留守番電話に残したとのことだが、本来、このような⼤切な
情報は本⼈を確認しながら伝えるべきである。理由は、留守番電話だと本⼈がそれを聞いた
か確認できないだけでなく、場合によっては本⼈の受験の意志や都合が合わない可能性もあ
るからである。留守番電話に残すならば「⼆次試験についてお伝えしたいため、またご連絡し
ます/折り返しご連絡ください」程度に留めるか、または⽇時など具体的な内容を留守番電話
に⼊れたとしても、追って直接連絡をとるようにすることが⼀般的である。 

Q.3 
第 47 回 

30 問⽬ 

解答：（３） 
解説：製造コストというのは取引先にとっては企業秘密であり、（３）が不適当である。 
尚、この場合、もし価格について事前確認するならば、仕⼊価格について交渉すべきである。

Q.4 
第 46 回 

24 問⽬ 

解答：（１） 
解説：メモをしておくのは、後にその⽅を思い出しやすくしたり、営業活動に役⽴つようにする
ためであるので、（１）の⾯会の所要時間はメモをしても意味がなく、不適当である。 

Q.5 
第 46 回 

26 問⽬ 

解答：（４） 
解説：最初に誰に伝えるかは社内の状況によることであり、家族にとっては関係のないことで
ある。よって（４）が不適当である。 

Q.6 
第 45 回 

23 問⽬ 

解答：（２） 
解説：仕⼊れる製品が値上げするとなれば⾃社の事業にも影響を及ぼすことになるため、は
っきりしない情報であっても、はっきりしない情報として、聞いたことをそのまま上司に伝えるべき
であり（２）が適当である。 
その他の選択肢は、（１）のように情報を放置しては経営の判断が誤ったものになる可能
性があり、逆に（３）（４）のように相⼿に依頼しても、取引先にとってもまだ不確かな情
報であるため断られることが予想される。また、（５）のような発⾔は、相⼿との関係性や取
引条件に関わってくる可能性があるため、容易にすべきでない。 

Q.7 
第 45 回 

30 問⽬ 

解答：（４） 
解説：⼀般的に、営業として関係する記事は、⾃社の販売活動に直結するものであり、ここ
では（４）の失業率が直接関係ないと考えられる。ただし、⼈材ビジネスなどの分野での営
業ならば、失業率なども営業活動に関係してくる可能性がある。 
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Q.8 
第 44 回 

25 問⽬ 

解答：（３） 
解説：⼈に理解してもらうためのプレゼンテーションであるため、聞き⼿が理解しやすい⾔葉
や内容、話し⽅、表現が求められる。（３）のように専⾨的なマーケティング⽤語や、カタカ
ナ語を多⽤することは、相⼿にとって分かりにくくなる可能性があるため、不適当。 
尚、（４）にあるジェスチャーも過剰になると⽬障りとなる可能性があるため、効果的で意味
のあるジェスチャーを⼼掛けたい。 

Q.9 
第 44 回 

28 問⽬ 

解答：（３） 
解説：企業や組織に属する⼈であれば、公私の区別として、仕事関係の名刺と私的な名
刺は分けて管理するのが良い。 

Q.10 
第 44 回 

29 問⽬ 

解答：（４） 
解説：社員の家族に不幸があった場合、⼀般的には会社に規定があり、それに従って⾹典
や弔電を⼿配する。また、⾹典や弔電は出す側の意思によるものであるため、相⼿に要否を
尋ねるのは礼儀に反し（４）が不適当となる。 

Q.11 
第 44 回 

30 問⽬ 

解答：（４） 
解説：相⼿に伝えた電話に出られない理由を伝⾔メモに書いても意味がないため（４）が
不適当である。 

Q.12 
第 43 回 

23 問⽬ 

解答：（２） 
解説：電話帳は、電話番号が職業別に載っているだけであるため、会社概要を調べること
はできず、（２）が不適当。 

Q.13 
第 43 回 

24 問⽬ 

解答：（３） 
解説：名刺の整理は、⼀定の規則にのっとり、よく使うものを探しやすく・使いやすくすることが
原則である。よって、（３）のように取引の古さなど記憶に頼るような分類は適当でない。ま
た、取り出した情報は、（１）（２）（５）のように使いやすい状態にしておくことが⼤切
である。 

Q.14 
第 47 回 

27 問⽬ 

解答：（４） 
解説：会議は議題に対して意⾒を出し合い、どのようにするのかを決める場である。新⼈で
も反対の意⾒があれば⾔うべきであり（４）が不適当。その場で意⾒を⾔わないのは出席
の意味がなくなる。 

Q.15 
第 46 回 

29 問⽬ 

解答：（５） 
解説：会議は意⾒を交換しながら結論を出すため、発⾔は事前に⽤意したものだけでなく、
会議中に思いついた意⾒も述べて良い。よって思い付きで発⾔しないと⾔った（５）が不適
当である。尚、思い付きといっても、あくまで議題に即していることが原則であり、⾃分勝⼿に
議題に関係のないことを思い付いて発⾔することではない。 

Q.16 
第 45 回 

27 問⽬ 

解答：（１） 
解説：議題をどのようにするのか意⾒を出し合って決めるのが会議の⽬的であるため、議題
から外れた意⾒は、その会議では意味にないことであるため、重々しく受け⽌めている（１）
が不適当となる。とはいっても、⼈の話を聞く基本姿勢は礼儀としてわきまえ、また、脱線した
話の中に重要な事項が含まれる場合もあることを認識しておくこと。 
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Q.17 
第 43 回 

27 問⽬ 

解答：（５） 
解説：会議で意⾒を求められたらその時点での意⾒を⾔うことが基本であり（５）が不適
当である。後で意⾒を⾔っても既に論点が移動していたり、事項が決定したりしている可能
性があるためである。また、「後で指名してほしい」とは⾒⽅によっては横柄な発⾔であるため、
意⾒を求められた時点でないときは、特にない旨をはっきり伝え、その後で意⾒が出てきたら
議⻑の許可をもらって発⾔すると良い。 
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 ビジネス実務マナー検定３級講座＜第 12 回＞〜解答編〜 
 
問題番号 解答・解説 
Q.1 
第 47 回 

25 問⽬ 

解答：（４） 
解説： 
（１）「係⻑ら 5 名」は、「係⻑たち（係⻑を含んだ）5 名」であり合計 5 名 
（２）「課⻑ほか 6 名」は、「係⻑のほかに 6 名」の意味であり合計 7 名 
（３）「○⽇以降/以前」…○⽇を含む。「○⽇より前/後」…○⽇を含まない 
（４）「A 社をはじめ 10 社」の「はじめ」は、その中の代表、ということであり合計 10 社 
（５）「○歳以上/以下」…○歳を含む。「○歳より上/下」…○歳を含まない 

Q.2 
第 47 回 

26 問⽬ 

解答：（５） 
解説：満⾜度のアンケートは通常、「満⾜」「ふつう」「不満⾜」などに分けられる。これをグラ
フにする場合、「割合」の⽐較をすることになるため、円グラフ（⾯の⼤きさで⽐較する）が⾒
やすい。折れ線グラフは、「推移」を表すときに使うため、（５）が不適当となる。 

Q.3 
第 46 回 

25 問⽬ 

解答：（４） 
解説：研修会の受講報告書を提出する⽬的は、研修の成果を会社が把握するためであ
り、主に研修内容に関することが求められる。よって、（４）の名刺交換をした⼈数は研修
内容に関係ないため、不適当と⾔える。 

Q.4 
第 46 回 

23 問⽬ 

解答：（５） 
解説：（５）には「以上」と書く。発信者からの連絡はこれで終了であることを意味する。
尚、担当者名は、⼀番右下（（５）の下）に記す。 

Q.5 
第 46 回 

27 問⽬ 

解答：（５） 
解説：「⼝答」は質問などにその場で答えることを意味する。よって意味として成り⽴たず、
（５）が不適当。 

Q.6 
第 45 回 

24 問⽬ 

解答：（１） 
解説：（１）以外の正しい⽤字は以下の通り。 
（２）「拝啓」、（３）「⼈事異動」、（４）「A4 版」、（５）「総務課⼀同」 

Q.7 
第 45 回 

25 問⽬ 

解答：（１） 
解説：北村さんは⽮部さん宅に寄宿している状態である。このように「⽮部さんの家にいる北
村さん」宛に郵送物を送る場合は、寄宿している家の⼈の姓に「⽅（かた）」をつけるのがル
ール。よって（１）の「⽮部様⽅」が適当である。 

Q.8 
第 44 回 

26 問⽬ 

解答：（４） 
解説：「笑納」とは、粗末なものを受け取ってくださいという意味で、通常は贈り物などに使う
⽤語であるため（４）は不適当となる。資料の場合は、「査収」「検収」「確認」などを使う。
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Q.9 
第 43 回 

28 問⽬ 

解答：（２） 
解説：「所期」とは、「そうしようと考えること」の意味であり、その後にある「⽬的を達するため」
に対して合う⾔葉であるため、訂正する必要がない。 

Q.10 
第 43 回 

29 問⽬ 

解答：（３） 
解説：中締めとは、宴会の半ばで⼀区切りつけるために⼿締めをすることである。それをする
⼈を事前に知らせる必要はないため、開催案内に⼊れるに不適当な選択肢は（３）であ
る。尚、開催案内には不要であるが、幹事は中締めをする⼈に、事前に中締めをして欲しい
旨を伝えておくと、相⼿も準備ができるし、会もスムーズに進むので良い。 
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問題番号 解答・解説 
Q.1 
第 47 回 

29 問⽬ 

解答：（５） 
解説：物品受領書とは、品物を受け取ったことを相⼿に知らせる伝票であり、特に配達の履
歴や破損時の賠償など不要であるため、書留にする必要はない。送付するならば⼀般的に
は普通郵便であり、この場合は⾄急の指⽰なので（５）の速達にするのが適当である。 

Q.2 
第 46 回 

30 問⽬ 

解答：（２） 
解説：収⼊印紙は税⾦の代わりとなるものである。収⼊印紙を貼って領収書に掛けて押す
印を（２）のとおり「消印」と⾔うが、これにより領収書に課せられる税⾦を納めたことを意味
する。 

Q.3 
第 45 回 

26 問⽬ 

解答：（３） 
解説：「納品書」とは、商品などを注⽂先へ納⼊する際、商品の明細、数量、単価、合計
⾦額を記して伝えるための⽂書のことである。「納税」とは税⾦を納めることで、納品者とは直
接関係がないため、（３）が不適当である。 

Q.4 
第 44 回 

23 問⽬ 

解答：（５） 
解説：封筒に内容物を表⽰するときは「○○（内容物）在中」と書く。よって（５）が適
当である。 

Q.5 
第 44 回 

24 問⽬ 

解答：（４） 
解説：誤って送信したメールは、謝って削除を依頼すればよい。郵便物とは違い形のあるも
のではないため、送り返してもらっても意味がなく（４）が不適当である。 

Q.6 
第 43 回 

25 問⽬ 

解答：（１） 
解説：「要返却」とは、送ったものを送り返してもらいたいという意味であり、かつ、封筒の表
⾯に書く⾔葉（外脇付け）でもないため（１）が不適当である。返事をもらいたい⽂書の
ときは、外脇付けでなく、内容に「返信お願いします」など書くと良いでしょう。 

Q.7 
第 43 回 

26 問⽬ 

解答：（４） 
解説：作成した書類や資料は、その組織のルールに従って集中管理している場所に保管す
れば良いため（４）が不適当。予備として別に印刷・保管すると、余計な書類が増えてオフ
ィスのスペースを有効活⽤できなくなるほか、万が⼀修正や更新をした場合にどちらが正しい
か分からなくなったりする。また、機密情報や個⼈情報ならば尚更、必要以上にコピーを持つ
ことは、情報漏洩の可能性が⾼まるなど管理上もリスクが⾼くなるため、基本、⾏わないこと。

Q.8 
第 47 回 

28 問⽬ 

解答：（５） 
解説：「プロジェクター」は、パソコン画⾯やビデオ画像などをスクリーンに投影する機器であ
る。「撮影」するものではないため（５）の組み合わせが不適当である。撮影をするのは、カ
メラやビデオである。 

  

ビジネス実務マナー検定 3 級講座＜第 13 回＞



Q.9 
第 46 回 

28 問⽬ 

解答：（３） 
解説：「⽂字化け」とは、コンピューターで⽂字が他の⽂字や意味不明な記号に変化して表
⽰・出⼒されることを指す。同⾳の別の⽂字が表⽰されることではないため、（３）が組み
合わせとして不適当である。 

Q.10 
第 45 回 

28 問⽬ 

解答：（２） 
解説：⼤量にカラーコピーを取っても、インクトナーがなくなるとは限らない。インクトナーは残り
が少なくなったらコピー機が知らせてくれるものであるため、（２）が不適当。その他の選択肢
は、他の⼈への配慮や情報の管理という点で⼼がけたい。 

Q.11 
第 45 回 

29 問⽬ 

解答：（５） 
解説：ファイリング⽤品、⽤具とは、書類などを整理して保存するときに使うものである。「レタ
ーヘッド」とは、便箋の上部に印刷されている会社名・所在地などのことを⾔い、ファイリング⽤
品ではないため（５）が不適当である。 

Q.12 
第 44 回 

27 問⽬ 

解答：（４） 
解説：ファック送信の際は、送信枚数などを書いた送信状を付けるため、特に電話で確認し
なくても良い。ただしファックスが途中で詰まって2回に分けて送信した場合などは、ページが重
複または抜けてしまう可能性もあるため、念のため確認の電話をしておいた⽅が確実である。

Q.13 
第 43 回 

30 問⽬ 

解答：（２） 
解説：ファックスは送信後すぐに届くので、急ぎの⽤件に使われる場合が少なくない。そのため
届いた都度、宛て名の⼈に渡すのが良く（２）が不適当である。 
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