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この「自立と社会生活」は高等部卒業後の社会参加・自立に向けて、必要と思われる

学習の内容をまとめたものです。本科、専攻科の「自立活動」、あるいはＬＨＲ、各教科 

でも関連事項に関して学習を進めてください。 

 聴覚障害者を雇用した企業主との懇談の中で、よく指摘されるのは、常識の欠如です。

もちろん一部の卒業生のことですが、通常では考えられないことを平気で行う、何回説

明しても理解や改善の様子がないなどの話しをよく耳にします。 

また、周りに人がいないときは仕事をサボったり、無断欠勤を繰り返したり、自分で

体調管理出来ず、欠勤・早退・遅刻を繰り返したりする人もいるそうです。ほかにも遊

びに行く目的で平気で仕事を休み、しかも仕事当日の朝、欠勤の連絡をするなど、とて

も信じられないようなことが実際に起こっているのです。 

それだけでなく、詐欺にひっかかり、数十万円の被害にあっただけではなく、暴力団

から長期にわたり脅され続けたという例もありました。 

そのような実態から、卒業後本当の意味で自立して生きていくために、在学中から社

会生活を送る上での常識や基礎的な知識を身につけ、進路学習を一歩一歩進めていくこ

とが大切ではないかと考え、この冊子を作成しました。 

 生徒によっては理解しにくい部分があると思いますが、その場合はそのまま使用せず

に内容を変更・修正して指導してください。 

 

 この冊子は、具体的な場面を想定して、学習が進められるような構成になっています。 

まず、生徒にプリントを配布して１問ずつ考えさせます。生徒が書いたことについて

一緒に考えて下さい。そして、必要に応じて生徒が書いたこと以外についても、「こんな

場合はどうする？」という問いかけを行い、どのようにしたらよいかを考えて下さい。 

また、最後に解説のプリントを配って、再度確認をして下さい。生徒の理解が難しい

場合は、最初に解説のプリントで説明してもよいかと思います。 

 

進路学習をするにあたり、先に結論を教えるのではなく、生徒に考えさせることが大

切です。いろいろな場面に直面した時に困らないように、自分で判断する力をつけてい

かなければなりません。 

 自立活動の内容として「健康の保持」「心理的な安定」「人間関係の形成」「環境の把握」

「身体の動き」「コミュニケーション」の６項目が示されています。これに関係する項目

を１２項目、雇用に関係する項目を４項目、社会生活を送る上での知識を８項目、マナ

ーについて２項目を挙げています。もちろんこれがすべてではありませんので、生徒の

実態に応じて、新しく作成をして下さい。 

 

利 用 の 手 引 き  
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１．生活のリズムをつくる（その１） 

 
１．現在の自分の生活のリズムを考えてみよう。（朝起きてから、夜寝るまでの生活） 

 

 

 

 

２．会社に入ったらどのような生活のリズムになるだろう。勤務時間が８時から１７時 

までとして考えてみよう。 

 

 

 

 

３．生活のリズムを壊す原因を考えてみよう。どのような場合に生活のリズムが壊れま 

すか。 

 

 

 

 

 

 

４．生活のリズムが壊れると、どのような問題が生じますか？ 

 

 

 

 

 

５．生活のリズムを壊さないためにはどのようなことに注意したらよいでしょうか。 

 

 

 

 生活のリズムとは何でしょうか？朝起きて朝食を食べ、学校に行き、学校が終わっ

たら家（寄宿舎・あけぼの）に帰るというような、規則正しい毎日を送っていると思

います。これが生活のリズムなのです。夜遅くまで起きていると、このリズムが壊れ

ますね。健康で快適な生活を送るにはこの生活のリズムを壊さないように注意しなけ

ればなりません。 
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資料：生活のリズムをつくる（その１） 
 

現在の生活のリズム 

 学校があるときの生活を考えて見ましょう。 

（例） 6:00 6:30 7:00   7:20     8:00       16:00       16:15       17:00 

    起床⇒朝食⇒家を出る⇒バスに乗る⇒学校に来る⇒学校を出る⇒バスに乗る⇒家に帰る 

        18:30    19:00～20:00           20:00     20:30      23:00 

    夕食⇒テレビを見たり勉強する⇒風呂に入る⇒勉強する⇒床につく（寝る） 

生活のリズムを壊す原因 

 朝食を食べない、夜遅くまで遊ぶ、テレビゲームを長時間する･･･など 

 

生活のリズムが壊れたら 

 病気になる、学校に来て眠くなる、元気がなくなる、けがをする、事故に遭う･･･など 

 

生活のリズムを作るには 

●朝食は毎日食べましょう 

朝食は一日のスタミナ源です。朝食を毎日食べる習慣は、規則正しい生活のリズムにつながります。 

「朝ごはんを食べなくたって…」、なんて思っていませんか。社会人にとって健康管理も大切な仕事の

一つです。しっかり朝食を取って元気に働きましょう。 

 

●十分に睡眠をとりましょう 

人はどうして毎晩同じ頃に眠くなるのでしょう。それは脳の神経組織のなかに時を刻む体内時計が

あるからです。体内時計は、覚醒や体温、ホルモン生産を管理していて、朝になると体温があがって

目が覚め、夜になると体温が下がって眠くなる生活のリズムを作っています。 

 平日と休日とで起きる時間や寝る時間が違っていたり、仕事が不規則な交替勤務だったり、飛行機

で時差のある国へ移動したら、体内時計はどうなるのでしょう。寝起きする時刻が大きく変わるので

リズムが狂い、眠ろうとしても眠れなくなります。不規則な睡眠が続くと体調を崩して他の病気を招

いたり、事故を起こす原因となる恐れもあります。 

 

人の一生は３分の１が眠っている時間に費やされるといいます。十分な睡眠は健康を保ち、生活の

リズムを作るために最も大切なことです。どんなに健康に自信がある人でも、寝不足が続いたら健康

な生活は送れません。ここちよい睡眠をとって明日の元気につなげましょう。 
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１．生活のリズムをつくる（その２） 

 

交替勤務表（トヨタの交替勤務表を参考にしました。） 

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 

６時

25分 

６時

25分 

６時

25分 

６時

25分 

６時

25分 

６時

25分 

休 休 

15時 

45分 

15時 

45分 

15時 

45分 

15時 

45分 

休 休 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 

15時 

15分 

15時 

15分 

15時 

15分 

15時 

15分 

15時 

15分 

15時 

15分 

０時

25分 

０時

25分 

０時

25分 

０時

25分 

 

 

１．最初の1週間（１直）と次の1週間（２直）の寝る時間（布団に入る時間）を考えて 

みよう。 

    最初の1週間（１直）の寝る時間---（      ）時ごろ 

    次の1週間（２直）の寝る時間 ---（      ）時ごろ 

 

２．最初の1週間（１直）と次の1週間（２直）の起きる時間を考えてみよう。 

    最初の1週間（１直）の起きる時間---（      ）時ごろ 

    次の1週間（２直）の起きる時間 ---（      ）時ごろ 

 

３．２交代制のいいところを考えてみよう。 

 

 

 

 

 

４．２交代制の困るところを考えてみよう。 

 

 

 

 

 

５．交替勤務で生活のリズムを壊さないためには、どのようなことに気をつけたらよい 

ですか。 

工場で働くとき交替勤務があります。交替勤務には２交替、３交替があり、会社に

よってその時間は異なっています。２交替を例として交替勤務について考えてみまし

ょう。 
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資料：生活のリズムをつくる（その２） 
 

交替勤務の特徴とリズム 

● 交替勤務についてのいいところ、困るところ 

〈いいところ〉 

○給料がいい（手当てがつくから） 

○１直は早く帰れる 

○２直は時間を有効に使える 

○２直は昼間まで寝られる 

○飽きずに気分転換できる 

○平日でも銀行や郵便局に行きやすい 

○一週間置きなので生活のリズムがとりやすい 

〈困るところ〉 

○１直は早起きしないといけない 

○身体のリズムを作るまでが大変 

○２直から１直になるとき夜眠れない 

○世間の人と時間帯が違う 

○見たいテレビが見れない 

○寝る時間が遅いと１直は睡眠不足になる 

●１直２直の生活のリズム 

１直（６：２５～１５：０５） 

５：００ 起床 朝食をとる 

６：００ 出社 仕事の前に仲間と話しをして

眠気を覚ます 

６：２５ ミーティング 今日の作業の確認、

注意事項の把握 

６：３０ 仕事開始 

８：３０ 休息が１０分間ある 

１０：４０ 昼食１１：２５まで 

１１：２５ 仕事開始 

１３：２５ 休息が１０分間ある 

１５：０５ 仕事完了 

２１：００ 就寝 これより遅く寝ると朝がきつ

い 

２直（１５：４５～０：２５） 

１３：００ 起床 朝食をとる 

１５：３０ 出社 仕事の前に仲間と話しをして

眠気を覚ます 

１５：４５ ミーティング 今日の作業の確認、

注意事項の把握 

１５：５０ 仕事開始 

１７：５０ 休息が１０分間ある 

２０：００ 昼食２０：４５まで 

２０：４５ 仕事開始 

２２：４５ 休息が１０分間ある 

０：２５ 仕事完了 

４：００ 就寝 まわりが暗いうちに寝よう 

 

睡眠時間を確保しよう 

不規則な交替勤務が続くと、睡眠障害などの不調が起こりやすくなります。そんな状態が続くと、

免疫機能の低下、自律神経の失調なども生じやすくなります。十分な睡眠時間の確保が大切です。 

※免疫機能：病気を引き起こす外敵から自分自身の体を守る働き 

※自律神経：自分の意思とは無関係に、体表や身体の内部の刺激に反応して身体の機能を調整する働きをしてい

ます。 

次のような事柄に気をつけて生活してみましょう。 

①休日の夜間に不足分の睡眠時間を取り戻す。休日は仕事を忘れて遊びたいという人も多いかもしれ

ませんが、2週間以上睡眠不足が続くのは危険です。睡眠日誌などをつけるなどして、１週間単位で

十分な睡眠時間を確保するようにし、休日の夜はしっかり眠ること。 

②就寝の1時間前から照明を暗めにし、就寝の30分前にぬるめのお風呂に入る。 

③就寝前にトイレに行っておく。 

④就寝前には大量の食事、アルコール、カフェイン、ニコチンは避けること。 

⑤朝、起きるのがつらいという人は、窓をあけて外光を浴びる、顔を洗う、熱いシャワーを浴びる、

朝食を食べる、コーヒーなどのカフェインを飲む、軽く体を動かすといったことをしてみましょう。 

⑥なかなか眠れないという人は、5分程度の軽いストレッチ運動をしたり、眠りを誘う香りでリラッ

クスするよう心がけてみましょう。 



 8 

２．遅刻と欠勤について 

１．会社の勤務時間が８時からのとき、何時ごろ出社しますか？ 

 

  その理由は？ 

 

 

２．勤務時間は５時までです。５時になったらあなたはどうしますか。 

 

 

３．勤務時間が終了しても、勝手に仕事を止めて帰ってはいけません。なぜでしょう。 

 

 

４．朝起きて、熱があり仕事が出来そうにありません。どうしますか？ 

 

 

  会社へ連絡する文章を書いて下さい。 

 

 

５．朝起きたらお腹が痛くて、すぐに会社に行けそうにありません。どうしますか。 

 

 

  その時の会社への連絡する文章を書いてください。 

 

 

６．今日は５月７日です。６月３０日に兄弟の結婚式があり、参加しなければなりませ 

ん。会社を休むにあたりどうしますか。 

 

 

７．体調が悪くて急に会社を休んでしまいました。どのような迷惑がかかるでしょう。 

 

 

８．電車やバスの遅れで会社を遅刻しそうになったとき、すぐに会社に連絡します。 

そのときの文章を書いてください。 

 

遅刻と欠勤は職場の仲間や会社に大きな迷惑をかけます。どのような問題があるか

考えてみましょう 
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資料：遅刻と欠勤 
出勤時間 

始業時刻が８時だとしても、８時までに出社すればいいというものではありません｡８時にはきちん

と仕事がスタートできる態勢になっていなくては社会人としては失格です。一般的に仕事の開始時に

は仕事が始められる準備が出来ていなければなりません。仕事が始まる１０分から２０分くらい前に

出勤して、仕事の準備をしましょう。 

 

勤務時間終了後は 

 勤務時間が終わったとしても、自分から勝手に仕事を止めて帰ってはいけません。周囲の状況をよ

く見て、まだ仕事をしている人がいたら手伝ったり、お互いに声をかけ合ったり、上司に仕事を終わ

ってよいか尋ねましょう。場合によっては残業を頼まれるかもしれません。また、仕事が終わったら

片付けをしなければなりません。よく考えて行動しましょう。 

 

会社を休むとどうなるか 

会社ではチームワークが大切なので、一人でも欠けると大変です。あなたが休んだらその代わりに

誰が仕事をしますか。自分勝手に休暇をとり、早退したりするようでは職場での信頼を失います。ま

た、就業規則などにもとづくいろいろな届け出は、なるべく早めにするのが基本です。 

 

会社を休むときの手続き 

【休暇・欠勤の場合】 

◎時期の選択と早めの届け出：できるだけ早い時期に届け出ます。とくにまとめてとるときは、自分

の都合のみで期間を決めず、仕事に支障がなく同僚に迷惑をかけない時期を選びます。 

◎欠勤はチームワークを乱す：職場や同僚に迷惑をかけるので、申し訳ないという気持ちが大切です。 

【遅刻・早退の場合】 

◎事前の届出が原則：遅刻・早退の必要が生じた場合は、前日までに必ず直属の上司に届け出て許可

を得ます。緊急で当日になった場合は、遅刻なら電話（メール）を入れ、早退なら口頭もしくは届出

書に書いて申し出ます。事前にできる届け・連絡を事後にするのは、規律違反です。 

◎引き継ぎをしっかりする：緊急な私用で早退するときは、できれば仕事のケリをつけ、事後の手配

をして、まわりの人に「お願いします」とあいさつしてから帰ります。 

【その他】 

◎結婚するとき：結婚によって姓が変わる、あるいは扶養家族に異動が生じる場合は届け出ます。特

に結婚式の日程が決まったら、上司に相談し、休む日を早めに決めておきます。 

◎親族や兄弟の結婚式に出席するときも、できるだけ早く届けます。 

◎身内に不幸があったとき：家族に不幸があったときは、とりあえず上司に報告します。弔事はすべ

てに優先するので、忌引あけで出社してきたときに届け出をすればよいのです。 

【まわりの人に感謝の気持ちを】 

 休暇、欠勤、遅刻、早退などは、まわりの人に多かれ少なかれ仕事で迷惑をかけます。事後に、お

礼を言うのがエチケットです。 
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３．健康管理について 

 

１．なぜ、健康が大切なのでしょう。 

    

    

    

 

２．健康には大きく分けて体の健康と心の健康があります。健康を守るためには、どの 

ようなことに注意したらよいでしょう。 

【体の健康】 

   

 

   

   

   

 

【心の健康】 

    

    

    

    

 

３．健康を害する原因は何ですか？ 

【体の健康】 

   

   

   

   

【心の健康】 

    

   

   

   

社会生活を送る上で、最も大切なのは自分自身の健康です。病気をせずに健康を保つ

ために、自分で考え行動することが健康管理なのです。 
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資料：健康管理 
 

なぜ、健康が大切なのでしょう。 

・健康でないと仕事が出来ない。 ・仕事が出来なければ会社に迷惑をかける。 

・長期間仕事が出来なければ、収入がなくなり、生活が出来ない。 

 

健康を守るためには、どのようなことに注意したらよいでしょう。 

【体の健康】・よく食べ、よく眠る。 ・運動不足にならないようにする ・ジュースを飲みすぎない 

・朝食ぬきで仕事に行かない。・夜遅くまで遊ばない。・規則正しい生活をする。 

【心の健康】・不安を解消する。仕事のことや、生活面でどうしてよいかわからないときなど上司、先

輩、友達に相談する・不満の解消。→人に話したり、不満を意識しないようにする。 

      ・悩みの解消。→親しい友人に相談する。親に相談する。 

 

３．健康を害する原因は何ですか？ 

【体の健康】・不規則な生活（２交代勤務のリズムを早く作る）・偏った食事をする・睡眠不足 

       ・手を洗わずに食事をする等 

【心の健康】・けんかをする・人間関係が悪くなる・ストレスがたまる・うそをついて、信用されなく

なる等 

 

※健康の維持について 

 健康の維持は、まず自分のために必要なことですが、社会人になると会社にとっても、社員の健康

管理は大切です。健康を損なうと、気力や活動が低下し、病気がちになると周囲に迷惑をかけます。

健康な体をつくること、さらに心の管理も体と並行して行い精神的な強さも持つようにつとめること

が大切です。 

（１）規則正しい生活 

 暴飲暴食、徹夜、無理な運動などに注意し、定期的に健康診断を受けましょう。 

（２）適切な休養 

 十分な睡眠は、健康管理の上で最も大切なことです。睡眠不足で生活のリズムが乱れると疲労が蓄

積し体調をくずします。休養を優先させる生活態度が望まれます。 

（３）ストレスの除去 

 精神的な疲労も、早めに解消することが必要です。精神的な疲労は、精神的ストレスによって起こ

ります。このストレスは、いろいろな形で周囲の人にも悪影響を及ぼします。たとえば、関係のない

人に大声であたりちらすとか、ヤケ酒を飲んで他人に迷惑をかけたりするなどです。ストレスがたま

ってきたら、自分の好きなことに熱中することで、気分転換をはかったり、軽い運動で、汗を流した

り、たかぶった気持ちを発散させたりして、早く取り除くことが必要です。 
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４．けがをしないために 

 

１．仕事をしていて、どんなときにけがをすると思いますか 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．けがをしないために、どんなことに注意したらよいでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

３、次の図を見て何が危険かを考えてみよう。 

  （１）          （２）          （３） 

 

 

 けがをすると痛いだけではなく、自分の生活にかかわってきます。長期に入院をし

たりすると収入がなくなり、生活できません。けがをしないために考えてみましょう。 
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資料：けがをしないために 
 

どんなときに怪我をしますか、けがの原因を考えてみよう 

１．体調不良 

   ○疲れているとき ○睡眠不足 ○集中力がなかった 

２．精神的不安定 

   ○友達とけんかしている ○家の人とけんかした ○心配事がある 

３．間違った作業をした。 

   ○スイッチを間違って入れた ○わからないのに作業した ○作業の順番を間違った 

４．整理整頓が出来ていない 

   ○荷物が上から落ちてきた ○つまずいて転んだ 

５．ルールを守らなかった 

   ○服装が悪かった（ボタンを止めていなかった、タオルを首に巻いていた、帽子をかぶってい

なかった）○ヘルメットをかぶっていなかった ○危険な場所に勝手に入った 

   ○通路以外の場所を通行して事故にあった 

６不安全行動 

   ○２人で物を運んでいて、手が滑って落とした ○走ってはいけないところで走った 

   ○たくさんの荷物を運んでいて落とした 

 

けがをしないために心がけること 
１．素直な気持ちで真剣に教わることが大切です。よけいなことを考えていたり、いやいやながらで 

は、仕事を覚えることはできません。集中して真剣な心がまえを持って仕事を教えてもらいまし 

ょう。 

 

２．わからないことはどんどん質問して、わかるまで聞くことが大切です。工場や職場では、教わっ 

たことを土台に作業をするので、もし十分にわからないままで仕事をすると、事故を起こしたり 

不良品ができたりして、自分自身だけでなく職場の同僚や先輩、上役に迷惑をかけることになり 

ます。わからないことは何回でもわかるまで質問しましょう。仕事はいつでも１００点でなけれ 

ばなりません。 

３．危ない行動や間違ったことはしないことが大切です。けがの起こる原因をよく知り、危ない行動 

や間違った仕事のやり方をしないように心がけることが大切です。からだの調子が悪いと、間違 

いを起こしてけがをしやすいので、体調を壊さないように気をつけましょう。 

 

危険予知（ＫＹＴ＝危険Ｋ、予知Ｙ、訓練トレーニングＴ） 

 多くの会社では、事故防止のために危険予知訓練を行っています。前ページの図はその訓練資料で

す。絵を見て何が危険なのかを考えます。学校での実習中に何が危険かを考えて見ましょう。 
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５．人間関係について 

 

１．会社に入ったら、会社の人、特に同じ職場の人たちとの人間関係が大切になります。 

よい人間関係をつくるということはどのようなことでしょう。あなたの考えを書い 

て下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．意見の合わない同僚がいます。あなたはどうしますか。 

 

 

 

 

 

３．先輩から注意をされました。そのときはどうしますか。 

 

 

 

 

 

４．良い人間関係をつくるにはどんなことに注意したら良いでしょう。 

 

 

 

 

 

会社に入ったら、会社の人、特に同じ職場の人たちとの人間関係が大切になります。

同じ職場の人とけんかをしたら、どうでしょう。いやな思いをしながら仕事をしなけ

ればなりません。これが原因で会社を辞めた人もいます。どのようにしたら良い人間

関係を作ることが出来るでしょうか。考えてみましょう 

。 
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資料：職場での人間関係 

 

１．職場の人間関係 

  人間関係の悪い職場は、いやなものです。暗くつまらない毎日では、仕事をする気にはなりませ

ん。家族よりも長い時間をともに過ごし、同じ目的に向かって協力し合う仲間です。いい人間関係

をつくりたいものですね。 

  いい人間関係の中で、仕事ができるってことは、本当に幸せだなあと感じます。同じ仕事をする

なら明るく楽しくしたいものです。 

  しかし、職場の人間関係は、難しいと言われます。どうして、難しいのでしょうか。 

  それは、職場には、様々な人がいるからです。年齢・性格・考え方・性別・生活・趣味・学歴・

職歴・経験・担当職務・役割・立場-------すべてが違う人たちの集まり、それが職場なのです。そ

の中で人間関係をうまくつくっていかなければなりません。 

 

２．チームワーク（協調）が大切です。 

 チームワーク（協調）とは、お互いの相違点や利害の面では譲歩し合い、共通の目標に向って歩み

よることを意味します。特に、職場では、互いの立場や役割を尊重しつつ、進んで他の人を助けて仕

事をすることが大切になるのです。 

 

３．よい人間関係をつくるには 

仕事を楽しく、かつ能率良く遂行するためには、まず自分自身が上司や同僚の信頼を得ること、ま

た、これらの人に好かれることが基本です。 

 人に好かれるには、自分が他の人にされたくないことは、他の人に対してもしないこと。そして、

自分がしてほしいことは人にしてあげることです。 

 

＜上司に対する態度＞ 

○細かなことにも気を配る ○与えられた指示はすぐ実行する 

○仕事の結果は、正確に報告する ○指示や呼び掛けに対しては、明快な返事をする 

○仕事は、迅速・丁寧・正確に行動する ○身だしなみをキチンとする 

○仕事は自ら進んで実行する ○通路・階段・エレベーター・エスカレーターなどでも会釈をする

  

 

＜上手な人間関係をつくるには＞  

○人の悪口を言わない ○不平不満を言わない ○常に笑顔で明朗なこと  

○自分の家庭生活や外部の利害事項については多くを語らない ○職場の人に私用を頼まない 

 

＜同僚に好かれる態度＞ 

○あくまでも対等に接する ○人の悪口を言わない 

○手柄話をしない ○出退社時も上司と同様、同僚にもあいさつを交わす  
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６．職場の人たちとの付き合い方 

 
 

１．先輩から「休みの日に遊びに行こう」と誘われました。どうしますか。 

 

 

 

 

 

２．先輩から「夜、遊びに行こう」と誘われました。どうしますか。 

 

 

 

 

 

３．上司から仕事のことで注意を受けました。どうしますか？ 

 

 

 

 

 

４．後輩が困っています。どうしたらよいでしょう。 

 

 

 

 

 

５．上司や先輩・後輩との付き合いで注意することは何ですか。 

 

 

 

 

 職場の人間関係は、上司・部下、先輩・後輩と、たいへん複雑です。上司や先輩、

そして後輩たちとどのように接していけばいいのでしょうか。 
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資料：職場の人たちとの付き合い方 

 

①  上司との接し方 

 自分の親と同じくらいの人や、もっと年上の人と一緒に仕事をするのが職場です。すごく不思議な

ことかもしれませんが、それが職場なのです。 

 上司は、人生の先輩であり、仕事の上でも先輩です。私たちが学ぶべきものをたくさんもっていま

す。尊敬の気持ちをもって接するのは当然のことです。はじめから、どうせ何を言ってもわかっても

らえない！理解してもらえない！固い！古い！と上司のことを思っていたのでは、一歩も前には進み

ません。前に進めるよう努力しましょう！上司のことが大好きになると、職場は大きく変わります。

仕事をする気持ちも変わってきます。 

 あなたも、あなたの上司のことが好きになれるといいですね。上司と理解し合い、信頼し合い、協

力し合あえると、充実した気持ちで、仕事ができます。そのためにも、私たちの方から心を開いて、

上司を尊敬、信頼し、素直な気持ちで接していくことが大切です。 

 

② 先輩との接し方 

 心を開いた、素直な明るい後輩は、先輩から見れば本当にかわいい存在です。少しでも多くのこと

を教えてあげたいと思います。しかし、心を閉ざした、ガードのかたい暗く陰気な後輩や、生意気で

礼儀をわきまえない、けじめのない後輩を見ると、誰だって素直な気持ちで受け入れることはできな

くなります。先輩に対する態度や言葉づかいに注意しましょう。そして、自分の立場をわきまえた、

謙虚な気持ちをもって、先輩と接していくことが大切です。 

 しかし、優しく、楽しく、頼りになる先輩ばかりではありません。中には、厳しい先輩や、意地悪

な先輩、嫌みな先輩、とても人間的に尊敬できない先輩もいるでしょう。そのときは感情的にならず、

一歩引いて、上手に付き合っていくことが大切です。一度人間関係がこじれると、なかなか元に戻れ

ませんし、仕事も楽しくなくなってきます。いやな先輩とも上手に付き合っていくことが大切です。 

 

③ 後輩との接し方 

 後輩が入ってきたら、寮生活や仕事のアドバイスをしてあげましょう。仕事についてはゼロからの

スタート。わからないことだらけです。仕事の流れはもちろんのことロッカーや食堂の使い方から、

上司の名前、部署の名前、そして、マナーに関することなど、教えてあげることはたくさんあります。

悩みの相談や、プライベートな相談を受けることもありますが、親切に相談にのってあげましょう。

とても大変な役割ですが、やりがいもあり、先輩自身一まわりも、二まわりも成長できます。“後輩は、

先輩の背中を見て育つ”と言われますが、まさにそのとおり！後輩は、先輩と同じことをします。 

後輩ともいい関係を作っていきましょう。 

 

④ 付き合い方の基本 

 相手がいやと感じることを言ったり、けんかをしてはいけません。また、自分がいやなことを言わ

れたら、言い返さずにさらりと受け流しましょう。お互いの間にいやな関係を作らないようにするこ

とが一番大切です。 
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７.会社でのトラブルの対処法 

 
１．会社でいやなことがありました。あなたならどうしますか。 

 

 

 

 

 

２．同僚にお金を貸したら返してくれません。どうしますか。 

 

 

 

 

 

３．仕事で間違ったまま作業をしてしまいました。どうしたらよいでしょう。 

 

 

 

 

 

 

４．同僚とけんかになったとき、どうしますか。 

 

 

 

 

５．労働条件が入社の時に聞いた内容と違っていました。残業しても残業手当がもらえ 

ません。どうしたらよいでしょう。 

 

 

 

 困ったことがあったり、何かのトラブルに巻き込まれたらどうしますか。ひとりで

悩まないようにしましょう。 
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資料：会社でのトラブルの対処法 

１．会社でいやなことがあったら 

 いつまでも悩んだりしないこと、友達に話したりして発散することも大切。家族や同僚に話すだけ

でもストレスは解消されます。ストレスと上手につきあうこと、これは現代人が生きていく上で、大

切なことです。 

とにかくあまり考えすぎないのがベストだと思います。いやなことがあったらお酒で解消するとい

う人がいますが、そんな毎日のよくない習慣が、心身をいためつける原因となるのです。いやなこと

があったら、忘れて気にしないこと、これが一番です。 

 

２．お金の貸し借り 

 お金の貸し借りはしないようにしましょう。借りたことを忘れてしまったり、トラブルになる場合

が多くあります。少額とは言え、お金の貸し借りでせっかくの友情も台無しになる場合もあるのです。

友達をなくしたくないのなら、貸し借りをしないのがいちばんですが、どうしても頼み込まれると、

なかなか断り切れません。親友でも、必ず返すという口約束だけではあとでもめる種となります。も

ちろん口約束でも契約として立派に成立しているのですが、これを立証するのがとてもむずかしいの

です。金額が多い場合は、形式はどんなかたちでも、必ず日付、返済期日、金額を入れた借用書を作

るのが礼儀とも言えます。逆に返済するときも必ず受領書をもらうなり、銀行口座を利用したりして

証明可能にする必要があります。「お金を貸すと思うな、くれてやると思え」など、お金の貸し借りに

関することわざはたくさんあります。 

 

３．仕事で間違ったまま作業をして、迷惑をかけてしまったら 

 素直に謝ろう。なぜ間違ったまま仕事をしてしまったのか、その原因を考えてみよう。同じ間違い

を二度としないようにすることが大切です。 

 

４．けんかをしたら 

 社会人になると人間関係が大切になってきます。みんなそれぞれ考え方が違うということを念頭に

おいて、けんかをしないように気をつけましょう。考え方が極端に違う人たちとは お互いが傷つか

ない程度に距離をおいて付き合うのが良いと思います。けんかになったら、まず冷静に考えて、いつ

までも続くことのないようにしましょう。何か原因があるはずです。もし、自分に非があったら改め

ましょう。また、コミュニケーション能力不足が原因でけんかになることが多いので、日ごろからコ

ミュニケーションをとるように心がけましょう。 

 

５．労働条件が違うときは 

 大企業ではほとんどありませんが、中小企業ではよくある話です。まず、会社の人事担当者に聞い

てみましょう。それでも納得がいかない場合は、ハローワーク、労働基準監督署などに相談しましょ

う。 
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８．信頼される人になるためには 

 
１．信頼される人になるためには、どのようなことに気をつけたらよいだろう。 

 

 

 

 

 

 

 

２．仕事で失敗（ミス）をしました。まずあなたはどうしますか。 

 

 

 

 

 

 

 

３．ミスはどんなことが原因で起こると思いますか。 

 

 

 

 

 

 

 

４．仕事は「正確さ」「早さ」が大切です。正確に仕事をしないとどうなりますか。 

 

 

 

 

 社会人として、会社の一社員として信頼される人になることが大切です。信頼がな

いとよい仕事もさせてもらえません。では、信頼される人になるためにはどのような

ことに注意したら良いかを考えてみましょう。 
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資料：信頼される人になるためには 
 

信頼される人になるためには、どのようなことに気をつけたらよいだろう。 

・約束したことは絶対に守る ・うそを言わない ・自分の仕事に責任をもつ  

・不公平な態度をとらない ・上司に対し調子のいいことを言わない  

・同僚に対し常に対等に接する ・時間を守る ・言い争いをしない  

・相手の話をよく聞く ・他人の悪口やうわさ話をしない ・自分の誤りを正直に認める  

・相手の立場を尊重する ・自分の役割を認識する 

・相手に受け入れられやすいよう仕事を進める・相手のプライドを傷つけないように気をつける 

 
ミスをしたときの対応は 

■まずは心から謝る  

 ミスをした時に「これは私だけの責任ではありません」「○○さんの指示通りやったのですが……」

などと、責任転嫁や言い訳をしても、誰もあなたに同情してはくれません。まず「申し訳ございませ

ん。以後気をつけます」の一言を潔く言いましょう。責任感に裏付けられた誠意で、最初にきちんと

詫びることが大切です。 

■二度と同じ間違いをしない  

 最も大切なことは、二度と同じミスを繰り返さないことです。だからこそミスを指摘されるのだと

考えたほうがいいでしょう。 

 

ミスはどんな原因で起こるのか 

◎仕事の慣れからくる気のゆるみで、自分に都合のよい解釈をしたり早合点するため。 

◎時間内に終わらせようとあせって仕事をしたとき。 

◎仕事の手順を間違ったり、仕事上のルールを無視したとき。 

◎人間関係や体調不良などで注意力が散漫になったため。 

◎他人への依存心が強く、責任感が薄いため。 

◎関係資料や材料・用具の整理・整頓が不十分であったため。 

 

ミスはどうしたら防げるか 

◎命令や指示を受けたときは、手順通りに正確に作業します。自信のないときや疑問のあるときは、

質問して確認しましょう。 

◎まず、その仕事でどのようにしたらミスにつながるのかを考え、注意して作業をします。 

◎慣れた仕事でも油断をせずに取り組み、健康な状態で仕事をしましょう。 

 

正確に仕事をしないとどうなりますか。 

 仕事でミスをすると会社は大損害になります。学校のテストは90点でも良いですが、会社の仕事は

いつも100点でなければなりません。 
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９．生活関連用具の活用 

 

 

 

 

 

１．朝起きるとき、起こしてくれる人がいないとき、一人で起きられますか？ どのよ 

うな装置があったら、便利だと思いますか。 

 

 

 

 

 

２．家に友達が来ました。ドアのノックの音も、チャイムも聞こえません。どのような 

機械があったら、友達が来たことに気がつくでしょうか？ 

 

 

 

 

 

３．赤ちゃんが泣き出しました。どのような装置があったら気がつくでしょうか。 

 

 

 

 

 

４．文字放送番組や字幕放送番組があります。どのようにしたら見られるか知っていま 

すか。知らない場合はインターネットで調べてみましょう。 

 

 

 

 

 

５．みんなで新しい装置を考えましょう。毎日の生活の中で困っていることを考え、ど 

のような装置（機械）があったら便利かを考えてみましょう。 

 聴覚障害者のための生活関連用具があります。どのようなものがあるか調べてみ

ましょう。生活するうえで困っていることはありませんか。どのようなものがあっ

たら便利なのか考えてみましょう。 
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資料：生活関連用具の活用 
 
１．屋内信号装置 
シルウオッチ（東京信友） 

腕時計をしているだけで、玄関チャイムや電話・FAX・携帯電話の着信など、いろ

いろな情報を感知することが出来ます。聴覚障害者手帳１・２級の場合は福祉の助

成金で申し込みが出来ます。 

 

アラートマスター6000 （自立コム） 

聴覚障害者用屋内信号装置「アラートマスター６０００」は、

目覚まし時計、訪問者（ドアベル）、赤ちゃんの泣き声、ドアチ

ャイムの音、 火災報知機の警報音、赤外線遮断、電話／ＦＡＸ

の着信などを感知し、親機、子機、携帯型バイブレータなどに微

弱電波を利用して通報します。通報は、親機、子機に接続したベ

ッドシェーカの振動や電気スタンドの点滅などで知らせます。 

 

システムファイブ（アシスト） 

家庭の中で、必要な音をすばやくキャッチし、あなたに無線でラン

プ（光）と、寝ている時はバイブレーションコード（振動）でお知ら

せします。またポケットバイブ（振動）を身に付けておけば炊事、洗

濯など働いている時もそれぞれの呼び出しを確認する事が出来ます。 

 

お知らせランプ（リオン） 

耳の不自由な人が家庭で、音を光と振動に変えて気付くよ

うにしたセットです。いろいろな音や信号をキャッチすると、

光や振動で知らせます。振動式の時計も含んでいます。起床

時での使用ができます。 

 

２．振動式目覚し時計 
バイブラーム（自立コム）  

枕の下に置いておくと、振動で起こしてくれる振動式目覚し時計です。 

 

３．文字放送デコーダ 
モジネット TT-MT4（東芝） 

ビデオと接続して文字放送番組の録画が可能です。テレビへの内蔵型もあ

ります。 

 

４．アイ・ドラゴン 
 「目で聴くテレビ」は、通信衛星によって放送しており、番組を見るためには、専用受信機「アイ・

ドラゴン」が必要です。「アイ・ドラゴン」は「目で聴くテレビ」を見るだけではなく、聴覚障害者が

一般放送を見るために必要な字幕放送デコーダも内蔵しており、1日５～8時間の字幕入り番組を見る

ことができます。また、各社が24時間放送している、文字放送番組を見ることもできます。また、以

上の番組を字幕入りで録画することができます。そして、緊急災害時に個別信号を受信し、知らせる

機能も備えています。市・区役所（町・村役場）福祉課（障害福祉課）もしくは福祉事務所に問い合

わせてください。 
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 10．コミュニケーションの方法 

 

 

 

 

 

１．聴者とコミュニケーションをとる上で大切なことは何ですか。 

 

 

 

 

 

２．聴者とコミュニケーションをとる上で、どのような事に気をつけたらよいでしょう

か。 

 

 

 

 

 

３．仕事で指示を受けました。どのようにして確認しますか。 

 

 

 

 

 

４．仕事で新しい言葉が出てきて、わからないときどうしますか。 

 

 

 

 

 

５．自分の考えを相手に伝えることが大切です。なぜでしょうか。 

 

 

 

会社に入ると、いつも手話が使えるとは限りません。手話以外でコミュニケー

ションをとることも必要になってきます。聴者とのコミュニケーションについて、

現在の自分の考えを書いてみましょう。 
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資料：コミュニケーションの方法 

１．聴者とコミュニケーションをとる上で大切なこと 

 相手が何を言いたいのか、理解することが大切です。話が分からなかった時には、必ず聞き返しま

しょう。黙っていると相手は分かっているものと思い、話しがどんどん進んでしまいます。分からな

かった時には、はっきり「分からない」と意思表示をして、もう一度話してもらいましょう。分かっ

たふりをして大きな誤解をまねかないように気をつけましょう。 

また、相手の気持ちを考えて、お互いの気持ちが伝わるようにすることが大切です。相手の表情を

よくみて、話しの内容が通じているかどうか確認しながら話すことを心がけましょう。手話を使う人

だけでなく、誰とでも話す（筆談や口話で）ことが大切です。 

 

２．聴者とコミュニケーションをとる上で、気をつけること 

 お互いに遠慮しないで思っていることを言い合うのが一番大事なことです。コミュニケーション

が足りないと、誤解が生じることがあります。日本語で話していても聞き違いや誤解が生じます。 

上司との筆談の時は敬語に注意しましょう。 

人の話を聞いても聞いた瞬間、その半分しか記憶に残りません。翌日にはさらにその半分を忘れて

しまいます。聞く方としては、大事なことはメモに残すこと。話す方としても、同じ話を繰り返すこ

と、ただし視点を変えて内容に変化を与えることがポイントです。 

人間関係の問題は、コミュニケーションの不足に起因していることが多いということができます。 

次のようなことはやめましょう。 

◇相手の話をさえぎる。 ◇相手の言うことを批判する。 ◇感情的になりすぎる。 ◇相手が言い終わ

らないうちに、判断を下してしまう。 ◇自分の聞きたい話題にしか耳を貸さない。 ◇相手の話は重

要でないと思い込む。 ◇否定的な表情を見せる。  

 

３．仕事で指示を受けました。どのようにして確認しますか。 

 口話ができる場合は発声して確認をします。指示の内容を自分からもう１回言って、確認をとるよ

うにすると間違いもなくなり、仕事もスムーズに行くと思います。また、不安もなくなり安心して仕

事ができます。 

口話ができない場合は、筆談で確認しましょう。また、実際にやってみて確認する方法もあります。 

 

４．仕事で新しい言葉が出てきて、わからないときどうしますか。 

 わからないときはわかるまで聞きましょう。わからないまま仕事をして、間違ったら大変です。 

 

５．自分の考えを相手に伝えることが大切です。なぜでしょうか。 

聴覚に障害がある分だけ、健聴者と言葉のもつ意味がずれていることが多くあります。そのために、

コミュニケーションの行き違いによる誤解が職場のトラブルにつながることが多くなります。 

些細なコミュニケーション不足が職場の人間関係に影響を与えて離職に結びついてしまうようなこ

ともありますので、このようなことを避けるためにも、自分の考えを相手に伝えることが大切です。 
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11． 挨 拶 の 仕 方 

 

１．挨拶をするとどんな気持ちになるでしょうか？ 

 

 

 

２．挨拶をしないとどんな気持ちになるでしょうか？ 

 

 

 

３．次のような場合、何と言いますか？ 

 （１）朝、会社に行って上司に会ったとき（                  ） 

 （２）朝、会社に行って先輩に会ったとき（                  ） 

 （３）朝、会社に行って同僚に会ったとき（                  ） 

 （４）朝、会社に行って、部屋に入るとき（                  ） 

 （５）仕事を休んで翌日会社に行って上司に会ったとき 

                 （                  ） 

 （６）仕事を休んで翌日会社に行って、朝、同じ職場の人に会ったとき 

                 （                  ） 

 （７）上司に呼ばれて部屋に入るとき （                  ） 

 （８）上司と廊下ですれ違ったとき  （                  ） 

 （９）上司の指示で職場を離れるとき （                  ） 

 （10）上司の指示で職場を離れ、用事が終わって職場に戻ったとき 

                 （                  ） 

 （11）退社時、相手が先に帰る場合  （                  ） 

 （12）退社時、自分が先に帰る場合  （                  ） 

 

４．挨拶はなぜ必要なのでしょう。 

 

 

 あいさつをすると、すがすがしい気持ちになりませんか？ あいさつはコミュニケ

ーションをとる上でも、そのきっかけとなるし、お互いの心が通じ合うような気持ち

になります。どのような場合にどのようなあいさつをすればよいか考えてみましょう。 
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資料：挨拶 
 

心のこもったあいさつをしよう! 

学校でも言われ続けてきましたが、社会人としても、あいさつは大事なものです。あいさつは、相

手の心を豊かにするだけでなく、自分自身の心も晴れ晴れとなります。そして、今日一日のやる気が

自然と湧いてきます。さあ、明るいあいさつで、今日一日をスタートしましょう！ 

 

あいさつの基本 

○明るい笑顔で！心をこめて！‥‥あいさつは心を相手に開くこと。 

○相手に聞こえる声ではっきりと！‥‥伝わらなければ意味がない。 

○先手必勝！‥‥まずは自分からあいさつを。 

○廊下ですれ違うときも軽い会釈！  

 

《１日の基本的なあいさつ》元気よく！  

出社時… 「おはようございます」 

「きのうはご迷惑をおかけしました」(休んだ翌日) 

「きのうはお世話になりました」(出張などの翌日)  

退社時… 「お先に失礼します(いたします)」 

相手に対しては、「お疲れさまでした」  

入 室… (ノック)「失礼します」  

外 出… 「行ってまいります」 

相手に対しては、「いってらっしゃい」  

帰 社… 「ただいま戻りました」 

相手に対しては、「お疲れさまでした」  

 

〈あいさつに返事がない職場） 
 あいさつに返事がない 
   ↓ 
 無視された… 
   ↓ 
 不愉快！ 
   ↓ 
 腹が立つ 
   ↓ 
 その人には、もうあいさつしたくない！ 
   ↓ 
 その人が嫌いになる！ 
   ↓ 
 １日中ムカムカする 
   ↓ 
 仕事に集中できない 
   ↓ 
 仕事が遅く仕上がりが悪い 
 いやいやするのでミスや失敗も多い 
   ↓ 
 失敗を注意される 
   ↓ 
 仕事がいやになる 
   ↓ 

 仕事のミスが増える 

〈あいさつに返事がある職場〉 
 あいさつに返事がある 
   ↓ 
 朝から気分がいい！今日も１日がんばるぞ～と
いう気分になる 
   ↓ 
 お互いがいい気分！相手のことが好きになる 
   ↓ 
 その人に頼まれた仕事にファイトをもって取り
組める 
   ↓ 
 仕事が速く、ミスもない 
   ↓ 
 その人にほめられる 
   ↓ 
 うれしくなる 
 その人のことがますます好きになる 
 仕事が楽しくなる 
   ↓ 

 仕事はミスもなく、速く正確に出来る 
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12．敬語と上司との会話 

 
１．上司に相談したいことがあります。そのとき何と言ってお願いしたらよいでしょう

か。お願いする時の文章を書いてみましょう。 

 

 

２．人事課長がいるかいないかをたずねる時、何と言いますか。 

 

 

３．上司に１３時に来るように言われました。仕事の都合がつかず、１４時に変更をお

願いする時の言い方は何と言いますか。 

 

 

４．郵便で送って欲しい時、何と言いますか。 

 

 

５．仕事の分からないところを聞く時、何と言いますか。 

 

 

６．上司に頼まれた書類を渡す時、何と言いますか。 

 

 

７．仕事で失敗して、上司に注意された時、何と言いますか。 

 

 

８．メールでの連絡を上司にお願いする時、何と言いますか。 

 

 

９．社長はどこにいるかを聞かれて、ロビーにいる事を伝える時、何と言いますか。 

 

 

１０．上司に家に来るように誘われた時、何と言いますか。 

 

年齢が上の人には、友達と話すような言葉は使いません。敬語を使った話し方を勉

強しておきましょう。特に上司と筆談するときは注意しましょう。 
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資料：敬語と上司との会話 
「回答例」 

１．相談したいことがあります。ちょっと時間をとっていただきたいのですが。 

２．恐れ入りますが人事課長はいらっしゃいますか。  

３．申し訳ありませんが１４時に変更していただけないでしょうか。 

４．お手数ですがご郵送いただけないでしょうか。 

５．教えていただけませんでしょうか。 

６．これでよろしいでしょうか、ご確認ください。 

７．申し訳ございません。 

８．メールで連絡していただけないでしょうか。 

９．ロビーにいらっしゃいます。 

10．伺います。 

 

敬語について 

正しい敬語は相手に好印象を与えます。敬語は大きく分けると「尊敬語」「謙譲語」「丁寧語」の3

種類になります。相手の地位・年齢・親密度により適切に使い分けます。 

●尊敬語 

 相手や相手の行動などに対する敬意を相手の行動や状態を表す言葉につけ直接敬意を表す言い方。 

・お＋動詞＋になる、れる、られる・・・「お喜びになる」（喜ぶ） 

・動詞＋られる・・・「言われる」（言う）  

 敬意の意味が強くなると、おっしゃる（言う）、召し上がる（食べる）などの言い方もあります。 

●謙譲語 

 謙遜の気持ちを自分の動作や自分に関することにつけてへり下ることで相手に敬意を表す言い方。 

・お（ご）＋動詞＋いたします・・・「お伝えいたします」（伝える）、「ご返事いたします」（返事する） 

●丁寧語 

 丁寧な気持ちを相手、自分にかかわらず、状態や事柄に対して、丁寧に表す言い方。 

・「です」「ます」「ございます」 

・「はい、わかりました」は「かしこまりました」「承知いたしました」。 

・「ありがとうございました」は「恐縮です」「恐れ入ります」という表現も覚えておきましょう。 

一般的な敬語の使い方 

(尊)＝尊敬語  (謙)＝謙譲語  (丁)＝丁寧語の順  

一般語 尊敬語（相手） 謙譲語（自分） 具体例（○相手 ●自分） 

する 
なさる 

される 

いたします 

させて頂く 

○お食事をなさいますか？ 

●その件は私がいたします 

いる いらっしゃる 
おります 

おる 

○いらっしゃる際に伺います 

●その時間は会社におります 

行く 行かれる 
参ります 

伺います 

○先生は車で行かれました 

●私の方から参ります 

来る 

お見えになる 

お越しになる 

いらっしゃる 

参ります 
○お客さまがいらっしゃいました 

●私が代理で参りました 

言う 
おっしゃる 

言われる 

申します 

申し上げます 

○おっしゃったご意見のとおり 

●申し上げましたように 

見る 
ご覧になる 

お目に止まる 
拝見する 

○資料をご覧になって下さい 

●お庭を拝見いたします 

思う 思われる 存じます 
○どのように思われますか 

●ご迷惑だとは存じますが 
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13.仕事で困ったときは・ 

    万一仕事を辞めたときの仕事の見つけ方 

 
 

１．会社を辞めたら次の仕事がすぐに見つかるでしょうか。 

 

 

 

 

２．会社を辞めようと思ったときはどうしたらよいですか。 

 

 

 

 

３．職場に聴覚障害者や手話通訳者がいなくて、コミュニケーションが取れません。ど

うしたらよいですか。 

 

 

 

 

 

４．ジョブコーチの制度があります。どのような場合にお願いできるでしょうか。 

 

 

 

 

 

５．万一、会社を辞めてしまったら、どのようにして仕事をさがしますか。 

 

 

 

 一度会社を辞めて、次に仕事に就こうとしても、なかなか仕事がみつかりません。

会社を辞めようと思ったら、自分勝手に行動せずに、会社の担当者や、家の人、学

校の先生に相談しましょう。大分県では現在仕事もなく、仕事探しをしている聴覚

障害者は１００人近くいます。 
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資料：仕事で困ったとき・仕事の見つけ方 

 
会社を辞めたら次の仕事がすぐに見つかるでしょうか。 

 大分県で職を求めている聴覚障害者は１００人近くいます。いったん仕事を辞めてしまうと、なか

なか仕事が見つかりません。 

 障害者就職面接会に毎年300人くらいの障害者が集まりますが、仕事が決まる人はせいぜい10人くら

いです。 

会社を辞めようと思ったときはどうしたらよいですか。 

 まず会社の上司、人事担当者に相談しましょう。次に学校の先生に相談しましょう。自分ひとりの

判断で辞めてしまってはいけません。後輩や他の聴覚障害の皆様の迷惑ともなりかねません。 

 

職場に聴覚障害者がいなくて、コミュニケーションが取れません。どうしたらよいですか。 

困ったときはまず、会社の上司に相談しましょう。上司が上手に解決してくれるでしょう。 

 

ジョブコーチの制度があります。どのような場合にお願いできるでしょうか。 

 仕事がうまく出来ないとか、職場で何らかの問題が起きたとか、コミュニケーションが出来なくて

困ったときなどは手話の出来るジョブコーチが支援してくれます。障害者職業センター、または学校

の先生に相談しましょう。 

 ジョブコーチは一緒に仕事をしながら分からないところを、手話を使いながら指導してくれます。

また会社の人に意思が伝わるように、通訳もしてくれます。また、困ったことがあった場合には相談

にのってくれます。 

 

万一、会社を辞めてしまったら、どのようにして仕事を探しますか。 

（１）ハローワークに行く 

 会社を辞めた場合はまず、雇用保険の受給資格をハローワークで確認しましょう。失業給付が受け

られるときはハローワークでの求職登録が必要になってきます。 

仕事を探すためにはハローワークに行きます。ハローワークには、障害者担当の職員がいますし、

なんでも相談にのって頂けます。しかし、一度会社を辞めると次の仕事がなかなか見つからないのが

現状です。現在約100名の聴覚障害者が仕事を探していますが、仕事が見つかっていません。仕事を探

すことが難しいことを知っておきましょう。 

 

（２）障害者職業センターに相談する 

 別府にある障害者職業センターでも仕事を探す手伝いをしてくれます。相談に行ってみましょう。 

 

（３）障害者就職面接会に行く 

 毎年９月中旬ごろ、障害者就職面接会があります。１週間ぐらい前には参加企業名がわかるので、

ハローワークに行って情報を入手しましよう。参加企業は約５０社、障害者は３００人くらいが参加

します。しかし、採用される人は毎年せいぜい約１０人くらいであることも知っておきましょう。 
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14.雇用形態について 

 

１．パートタイム（パート）とは、どのような雇用でしょうか？ 

 

 

 

 

 

２．派遣社員とはどのような社員でしょうか？ 

 

 

 

 

 

３．契約社員とはどのような社員でしょうか？ 

 

 

 

 

 

４．最近は正社員としての採用が少なくなり、パートや派遣が多くなっています。 

 なぜでしょか？ 

 

 

 

 

 

５．先輩や大分県の雇用状況を調べてみましょう。 

 

 

 

 

 

 

 最近は正社員以外の、アルバイト、パートタイム、派遣などのさまざまな形で働く

人の割合が増えています。ここではこれらの雇用形態について勉強しておきましょう。 
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資料：雇用形態について 

 

正社員の採用が減少した原因 

景気の低迷とともに、固定的な人件費をできるだけ抑える（少なくする）ため、企業が正社員採用

を少なくして、人手が必要な場合は正社員以外の労働者でまかなう傾向が強まっています。 

 

「正社員」とは、期間を定めずに雇用され、その企業の通常の所定労働時間（普通は１日８時間）を

自分の労働時間として働いている社員のことです。正社員は雇用契約で雇用期間を定めない契約であ

るため、とくに問題がなければ定年まで勤めることができます。 

 

「アルバイト」は、１か月、３ケ月というように期間を定めて雇用される臨時雇用のことです。（労

働時間は正社員と同じ場合もあれば異なる場合もあります）アルバイトは臨時雇いの労働者、短期間

労働者の意味で用いられることが多いです。 

アルバイトは、学生アルバイトなどといわれるように、もともと学業などの本業があって、そのか

たわら副業的、臨時的に就業する者のことをいいます。 

 

「パート」はその企業の通常の所定労働時間よりも短い時間、勤務する条件での雇用のことを言いま

す。パート（パートタイマー）は短時間労働者の意味で用いられることが多いです。 

 

「派遣労働」は労働者派遣会社に雇用され、そこから別の企業に一定期間派遣されて就業するもので、

派遣元とよばれる労働者派遣会社に常用雇用される場合もあれば、派遣会社に登録をしておき、派遣

契約ごとに期間を定めて雇用される場合もあります。 

 

「在宅就労」は情報通信機器などを活用して自宅で仕事をする雇用形態です。 

 

「契約社員」は「正社員とは別の労働条件の下に、給与額や雇用期間など個別の労働契約を結んで働

く常勤社員」のことをいいます。契約社員は原則的に昇給・昇進がありません。賞与も低く抑えられ

るか、賞与自体ない場合もあります。契約社員は契約で定めた期間は、雇用主、労働者双方とも、特

別な事情がない限り一方的に契約を解除することはできません。また、双方が合意すれば契約を更新

することができますが、働く側が続けて働きたいと希望しても、会社側が更新を拒否すれば、期間満

了をもって自動的に雇用関係は終結することになります。 
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15.雇用保険と労災保険 
 

 

 

 

1.会社が倒産し、仕事がなくなりました。次の仕事もなく生活ができません。このよう

なときどうすればよいのでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

２．雇用保険の保険料はいくらぐらいでしょう。 

 

 

 

 

 

 

３．通勤途中で交通事故に遭いました。このような場合、労災保険が使えますか？ 

 

 

 

 

 

 

４．労災保険の保険料はいくらぐらいでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 会社を辞めたときにもらえる雇用保険、会社でケガをしたときの労災保険、こ

れらの保険がどのようなものか知っておきましょう。 
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資料：雇用保険と労災保険 
 
労働保険＝労災保険と雇用保険 

労働保険とは、労災保険と雇用保険を総称したもので、国が直接管理・運営している強制的な保険

です。したがって、労働者を１人でも雇用する事業主は、必ず、労働保険の加入手続をとり、労働保

険料を納めなければなりません。パートタイム労働者も１週間の所定労働時間が２０時間以上であれ

ば、雇用保険の被保険者となります。  

 

雇用保険 

失業給付は雇用保険に加入している人が、退職し、働く意思と能力がありながら再就職できない場

合に、再就職するまでの間、支給されます。失業給付を受給するに当たっては、ハローワークでの手

続きが必要です。給付期間は障害者の場合、被保険者期間が１年未満の場合３００日、１年以上の場

合４５歳未満は３００日、４５歳以上６５歳未満は３６０日となっています。 

基本手当の日額は離職前の賃金を基準として決定され、最低額と最高額が決められています。最低

額は1,848円で、最高額は年齢によって下記の通りとなります。(H25,8,1～) 

30歳未満・・・・・・・・・・・・・6,405円 

30歳以上45歳未満・・・・・・・・・7,115円 

45歳以上60歳未満・・・・・・・・・7,830円 

60歳以上65歳未満・・・・・・・・・6,723円 

保険料の負担は事業主と労働者の双方が負担します。保険料の本人負担は給料が92,000円以上

96,000円未満の場合460円～480円です。給料によって異なります。（H25,4,1～H26,3,31） 

労災保険 

 労災保険は労働者が仕事をしているときや通勤途中でけがをしたり、死亡したりしたときなどに支

払われる保険です。保険料の負担は会社が全額負担。業種によって危険率が違い、料率が異なります。

次のような給付があります。 

○療養給付（業務上又は通勤途中の災害により傷病を被ったとき） 

○休業給付（傷病の療養のため労働することができないために、賃金を受けることができないとき） 

○傷病年金（傷病が療養開始から1年6カ月を経過しても治らないとき） 

○介護給付（傷病年金又は障害年金を受けている方で介護を受けているとき ） 

○障害給付（傷病が治ったときに一定の障害が残ったとき） 

 

 

 

 

 

 

業務上災害            通勤災害 
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16.雇用に関する法律 

 

 

 

 

１．大分県の最低賃金は平成２５年１０月２０日現在で６６４円です。この賃金で、１

日８時間、月に２０日働いた場合の、１ヶ月の給料を計算してみましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

２．会社の決められた休み以外に休みたい場合、休むことができますか？ その場合の

給料はどうなりますか。 

 

 

 

 

 

 

 

３．勤務時間が８時から１７時までとします。毎日残業して１９時頃仕事が終わります。

残業した分の賃金はどうなりますか。 

 

 

 

 

 

 

４．会社をクビになりました。明日からもう来ないでよいと言われました。給料はどう

なりますか。 

 

 

 

 就職すると雇用のルールを知っておかなければなりません。労働者として働く

時間や賃金、休日などが法律で決められています。不当な扱いを受けることを防

ぐために働くことに関する法律を勉強しましょう。 
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資料：雇用に関する法律 
 

労働者は、採用されたときに会社が示した条件の元で働く契約（労働契約）を結ぶことになります。

それにより、労働者はその労働条件のもとで働く義務ができ、そのかわりに賃金が支払われます。労

働条件が不利に定められたり、差別をうけたりしないように、法律で最低の基準が定められるなど、

労働者は守られています。 

 

労働基準法及び最低賃金法 

○労働条件の明示 

 使用者（企業側）は、労働契約を締結する際に、労働者に労働条件を明示するよう義務づけられて

います。 

①労働契約の期間に関すること、②就業の場所や従事すべき業務に関すること、③始業・終業時間や

所定労働時間や休日等に関すること、④賃金に関すること、⑤退職に関することは、書面により使用

者が労働者に明示しなければなりません。 

○賃  金 

 使用者は、通貨で、直接労働者に、全額を毎月１回以上、一定の期日に賃金を支払わなければなり

ません。賃金の男女による差別的な取り扱いは禁止されています。また、使用者が最低限支払わなけ

ればならない賃金額が、都道府県ごとや産業別に定められています。大分県の最低賃金は平成２５年

１０月現在で６６４円です。仕事の能力がなければ最低賃金より低い賃金になることもあります。 

○労働時間 

 「労働基準法」により、使用者は、休憩を除き、週４０時間、１日８時間を超えて働かせてはなら

ないと定められています。これを法定労働時間と言います。したがって、企業は、原則的に自社の所

定労働時間をこれより長く設定することはできません。ただし、業種や事業所規模により一部特例も

認められており、また、季節的な繁閑などに合わせて一定の範囲で労働時間を弾力的に調整する変形

労働時間という制度もあるので、それぞれの企業でどのような労働時間の定め方をしているかは個別

に確認が必要です。 

 法定労働時間を超える残業については、使用者は２割５分以上の割増貸金を支払わなければなりま

せん。 

○休憩時間 

 使用者は、労働時間が６時間を超える場合４５分、８時間を超える場合６０分の休憩時間を労働者

に与えなければなりません。 

○休  日 

 使用者は、１週間に１回以上又は４週を通じて４日以上の休日を労働者に与えなければなりません。 

○年次有給休暇 

 年次有給休暇とは、通常の休み以外に賃金をもらいながら自分の希望する日に休みを取ることので

きる制度のことです。使用者は、６か月以上継続勤務し、その８割以上出勤した労働者には年間１０

日、その後継続勤務１年につき１日ずつ、継続勤務３年６か月以降は２日ずつ増加した日数（最高２

日）の有給休暇を与えなければならないことが「労働基準法」で定められています。パートタイム労

働者の場合も同様に、勤務時間等に応じて有給休暇が与えられることとされています。 

○解  雇 

 使用者は、労働者を解雇する場合、原則として解雇の日の３０日以上前に予告するか、３０日分以

上の平均賃金を解雇予告手当として支払わなければなりません。 

 

男女雇用機会均等法 

 事業主は、募集・採用に当たって、男女に均等な機会を与えなければなりません。また、配置・昇

進・教育訓練、一定の福利厚生、定年・退職及び解雇について、女性に対する差別を禁止しています。 
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17. ヤミ金・サラ金について 

 

 

 

 

 

１．ヤミ金とサラ金の違いはどこでしょう。 

 

 

 

 

２．ヤミ金を利用し、トイチ（１０日で１割）で１０万円を借りたとすると１０日間で

１万円の利息がつきます。１年間に払う利息を計算してみましょう。 

 

 

 

 

 

 

３．サラ金を利用し、年利２０％で１０万円を借りたとすると、１年間に払う利息はい

くらですか。 

 

 

 

 

 

 

４．ヤミ金やサラ金でお金を借りたらいけません。なぜでしょう？ 

 

 

 

 

 

 

 

 ヤミ金、サラ金という言葉を知っていますか。銀行より高い利息でお金を貸す

ところです。ヤミ金やサラ金からお金を借りると、利息がどんどん増え、お金を

返すことができなくなります。このようなところからお金を借りたらいけません。

どうしても困ったときは相談機関を探し必ず相談しましょう。 
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資料：ヤミ金・サラ金 
 
お金が必要なときは相談機関に相談しましょう。サラ金やヤミ金でお金を借りたらダメですよ！！ 

お金がなくて困ったらどうしますか？ その時は親や親戚、会社の上司に相談しましょう。自分の

判断でお金を借りると、大変なことになります。 

お金を貸すところは銀行、サラ金などですが、許可を受けずにお金を貸す仕事をしているヤミ金も

あります。サラ金とかヤミ金の説明をしましょう。 

 

サラ金 

 サラ金から借金している人はおよそ1500万人以上もいるといわれています。サラ金とはサラリーマ

ン金融を短くしたもので、消費者金融ともいいます。サラ金は、サラリーマンのほかに専業主婦など

の無職者、アルバイト、パートなどにお金を貸しています。 

 しかし、サラ金の金利は非常に高いため、いずれ返せなくなってしまいます。借金の返済をするた

めに新たな借金をせざるを得なくなり、借金が雪だるま式に増えていくのです。 

 現在でもサラ金の借金を返せなくて困っている人がおよそ150万人から200万人はいるといわれてい

ます。この数は今後ももっと増えてくると予想されています。 

 

ヤミ金 

ヤミ金（ヤミ金融・闇金）とは法定金利以上の高利（高い金利）で融資を行う悪徳業者です。 

 よく耳にするトイチ（１０日で１割）トサン（１０日で３割）ではどの位の金利になるのでしょう

か？例えばトイチの賃金業者で１０万円を借りたとすると１０日間で１万円の利息がつきます。 

 トサンの賃金業者で１０万円を借りたとすると１０日間で３万円の利息がつきます。トサンの場合

は年利１０９５％ともなります。これは出資法５条２項の上限金利（年利２９．２％）を大幅に上回

る暴利で、犯罪行為になります。 

絶対にこういった業者を利用してはいけません。注意しましょう。 

 

 利息制限法１条に下記の利息を超える場合は、超過部分は無効になります。 

  ○元本１０万円未満      年２０％ 

  ○元本１０万円～１００万円  年１８％ 

  ○元本１００万円以上     年１５％ 

  

 そうすると、サラ金は利息制限法違反でお金を貸していることになります。しかし、利息制限法を

越えても出資法の基準の範囲内なら、一定の場合には有効となります（これが「グレーゾーン」です）。 

 現在の銀行の変動金利の2.475％と比較すれば、いかに高利かがわかります 

 

 雑誌・新聞・ダイレクトメール・チラシなどで以下の内容を掲載している場合があります。この場

合悪徳業者の可能性がありますので十分ご注意下さい。 

 

 ・１００％融資  ・必ず貸します  ・ブラックでも可能   

 ・ブラックでもOK ・自己破産でも融資  ・審査なし   

 ・一切お断りなし 
注意 
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18.保証人について 

 

１．友達が車を買うことになりました。「保証人になって」と頼まれました。友達は「絶

対迷惑をかけない」と言っています。あなたはどうしますか。 

 

 

 

 

 

 

２．友達の保証人になったと仮定します。その友達がお金を払うことが出来なくなりま

した。そこで保証人のあなたに３００万円を払うように連絡が来ました。どうしますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

３．保証人を頼まれたけれど、断る場合は、どのような方法をとりますか。 

 

 

 

 

 

 

 

４．最後に確認です。仲のよい友達から保証人を頼まれました。どうしますか？ 

 

 

 

 

お金を借りた人がお金を返せなくなったとき、お金を借りた人の代わりに保

証人になった人はお金を返さなければなりません。保証人になってよいのかど

うかを考えてみましょう。 



 41 

資料：保証人 
 
保証人とは、債務者（お金を借りた人）がお金を返せなくなったとき、法律上、債務者の代わりに

返済する義務を負う人のことを言います。あなたが、保証人になった場合、債務者が何らかの理由で

返済できなくなった場合に、代わって返済する義務が生じます。 

 

保証人には二つの種類があります。「保証人」と「連帯保証人」です。 

「保証人」の場合、借金の貸し手から返済を請求された場合でも、まずあなたから借りた本人に対

して請求することができます。 

一方、「連帯保証人」の場合は、借りた本人に代わって請求を受ければ、その支払いを拒否すること

はできません。また、借りた本人と同格となるため、返済遅れの状況によっては、連帯保証人にいき

なり支払い請求されることもあります。 

連帯保証人の責任は保証人よりも重いことを理解しておきましょう。 

 

社会人として生活していれば、一度や二度は「保証人になってほしい」と頼まれることがあると思

います。保証人が必要になるのは、家や車などの大きな買い物をするときや、マンションなどの賃貸

借契約をするときなど、 生活に大きな変化があるときです。大きなお金と信頼が必要になるときに保

証人が必要になってきます。 

 

保証人を頼まれる場合は、ほとんどの場合、金銭が絡んでいます。何かあったときに金銭上の責任

を負う立場の人が、そのときの保険として、保証人を要求するのです。 

よって、「絶対迷惑をかけない」というのは、たとえそのときの気持ちであったとしても何が起こる

かわからない以上、絶対に迷惑がかからないとは言えません。 

保証人を頼まれるということは、自分の人生や家族の人生にも関わる重大な問題でリスクをともな

うことをわすれてはいけません。頼まれた場合の基本原則は、絶対に断ることです。 

 

保証人の断り方 

友人や親戚、職場の人など身近な人から保証人を頼まれたりすると、 立場上や心情的にも断りにく

く、引き受けてあげたいと思う気持ちにもなります。断ると、人間関係がきまずくなるのでは、とい

うのが本音だと思います。しかし、借金などの保証人は、最悪の場合、自分自身の生活まで壊してし

まうことにもなりかねません。 

ではどのようにすれば良いか、いくつか例を挙げてみましょう。 

（▼保証人の断り方例） 

 「親から、保証人だけは絶対になるな、と言われているから。」 

 「保証人になった親戚の体験を聞いているから。」 

 「知人が保証人になって、大失敗をしたことがあって。」 

 このように、自分で断ることができなければ、親･親戚･知人など身近な人を例にして、断るとよい

でしょう。 また、以前トラブルに巻き込まれた経験がある、または今現在、トラブルに巻き込まれて

いるので、こりごりだ！という印象を与えれば、 相手も強引には保証人を頼まないでしょう。 
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クレジットカードを持っていると、お金を持っていなくても品物を買うことがで

きます（買えないお店もあります）。買った品物の代金は自分の銀行口座（貯金）か

ら自動的に支払われます。クレジットカードは上手に使わないと大変なことになり

ます。クレジットカードについて考えてみましょう。 

19.クレジットカードの利用法 

 

１．クレジットカードで何万円も買い物をしてしまいました。どこに問題がありますか。 

 

 

 

 

 

 

２．クレジットカードを落としました。どうしたらよいですか。 

 

 

 

 

 

 

３．クレジットカードを友達に貸しました。その友達がそのカードでたくさんの買い物

をしてしまいました。どうなりますか。 

 

 

 

 

 

 

４．クレジットカードを利用するときに注意する点は何ですか。 
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資料：クレジットカード 

 

クレジットカードとは 

クレジットカードとは利用者（消費者）の信用に基づいて発行されるカードで、利用者はこのカー

ドを使って、定められた条件（有効期限や利用限度額等）の範囲で、 代金後払いでの商品を購入した

り、サービスを受けたりする事が出来ます。返済方法には、翌月一括払いや、何回かに分けて支払う

ことができます。 

通常クレジットカードにはキャッシング機能が付加されており、手軽にお金を借りる事ができます。

金利は銀行のフリーローンに比べるとかなり高くなります。 

 

クレジットカードの種類 

①ＶＩＳＡカード ②MasterCard ③アメリカン・エキスプレス・カード 

④ＪＣＢカード  ⑤DinersClub ⑥ユニオンペイ  

現在、この６ブランド(６社)のクレジットカードが「お金の代わり」として認められており、 かつ

国内で申込可能なのは、この６ブランド（６社）です。 

 

＜カードを上手に利用するための６ヶ条＞  

①使い過ぎに注意・・・カード利用は「借金」と同じです。「借金」は返さなければなりません。 

返済可能月額は手取り月収の２割が限度です。  

②手数料や金利の違いを確かめて・・・分割払いやキャッシングの利息は意外と高金利です。  

③サインは慎重に、控えは保管して・・・不当請求をされたというトラブルもあるので、売上明細を

確認してサインし、利用明細と控えを照合しよう。  

④カードや名義は他人に貸さない・・貸したカードや名義の責任は、あなた自身にあります。  

⑤紛失や盗難に注意・・・紛失や盗難にあったら、警察とカード会社にすぐ届け出しましょう。 

保険でカバーされないこともあるので、管理には十分な注意が必要です。 

⑥余分なカードは作らない・・・管理できるカードはせいぜい２枚程度です。 

カードを持ちすぎないようにしましょう。 

 

クレジットカードの盗難、紛失に気付いたら 

すぐにカード会社に連絡し、警察に盗難届けを出しましょう。カード会社はクレジットカードの使

用を停止することができます。警察への届け出は、カードの不正利用で損害にあったとき盗難、紛失

保険の適用に必要です。もし、カードが悪用されたとしてもあなたに負担がかからないようにする保

険もあります。保険料は１年間で数十円から数百円程度です。保険に未加入で被害にあったときは、

全額あなたが負担することになります。盗難、紛失保険には必ず加入しておきましょう。 

 

他人にクレジットカードを貸して利用されてしまったら 

 貸したクレジットカードが利用された場合、クレジット会社と利用した人との間には契約関係があ

りませんので、代金の請求を受けるのはカードを貸したあなたになります。カードの貸し借りは、お

金の問題だけでなく人間関係をも崩しかねないので、絶対にやめましょう。 
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20.詐欺と悪徳商法の実態と対処法 

１．詐欺の手口を知っていこう。まずは「おれおれ詐欺」（振り込め詐欺）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○この場合、どのようにしたら詐欺にあわなくてすんだでしょう。 

 

 

 

 

２．悪徳商法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○この場合の問題点は何ですか。 

 

 

 

 

聴覚障害者の親に「あなたのお子さん、聞こえないので、代わりに電話をしました。」

と電話がありました。「あなたのお子さんが交通事故を起こして、息子さんは安全運転義

務違反と危険運転致死傷罪、業務上過失致傷で立件され、交通刑務所に半年以上、2年以

内の服役をすることになってしまいます」 

「この場で示談すれば人身事故ではなく、物損事故として処理します。そのためには２

００万円が必要です。すぐに振り込んでください。」と持ちかけ、示談をするように迫っ

てきたました。 

被害があった事を連絡し、手話サークルの友人を装う人が代わりに電話で通訳する振り

をします。手話サークルの名前と偽の名前で、「私が今、手話通訳で被害者の人と会話を

しています。警察の通訳もしますので安心して下さい。」というわけです。 

警察（偽）から、示談にするそうなので、と説明し、通訳者からも被害者からも確認でき、

そのまま、銀行で要求されたお金を振り込みました。 

 

 あるとき、あなたの家に化粧品の訪問販売がやってきました。一人は聴覚障害者です。あ

なたは健康食品のサンプルを渡されました。またこの健康食品は会員制であること、入会に

は商品を５０万円分購入しなくてはいけないことを聞かされ、購入書類を渡されました。高

額な買い物になるので、悩みましたが、３時間にも渡り説得され続け、聴覚障害者が手話で

説明するので、根負けしてしまい契約することにしました。契約書とクレジット申込書を記

入し、契約は成立しました。毎月５万円を１０ヶ月払うことになりましたが、途中で払えな

くなりました。すると、彼らからお金をサラ金から借りてくるようにアドバイスされ、サラ

金からお金を借りたら、また返せなくなりました。 
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資料：詐欺と悪徳商法の実態と対処法 
 
聴覚障害者も「おれおれ詐欺」の被害にあっています。注意しましょう。 

 

「おれおれ詐欺」に遭わないために！ 

○ 不審なメールが届いても、慌てない。 

○ 不審なメールには、相手より先に息子や孫、親類の名前を言わず、相手に名前を名乗らせる。 

○ 不審なメールは、事実を必ず確認し、家族などにも相談する。 

○ 不審なメールが来たら、すぐに振込みをしないで、直ちに警察に通報する。 

 

おれおれ詐欺の手口 

手口その1 メールで「おれだよ、おれ」と言って息子や孫と誤解させる。 

「交通事故を起こしたから示談金が必要」「借金の取立てに困っている」 

「彼女を妊娠させてしまったからお金が必要」など 

 

手口その2  警察官や弁護士、保険会社を名乗る。 

「お宅のご主人（お子さん、お孫さん）が事故を起こした。相手が示談しても良いと

言っているのですぐ○○万円振り込んでください。」 

「相手が妊婦で破水してしまい流産してしまった。手術費用として○○万円振り込ん

でください。」 

 

手口その3  監禁、誘拐などを装って脅す。 

「お宅の息子に金を貸したが返さない」 

「息子がやくざの親分の車に傷を付けた。」 

（電話の後ろで泣き声）「・・・お母さんたすけて・・・」 

 

悪質商法の被害に遭わないために   

○ 甘い誘いに用心しましょう。うまい話などありません。「うまい話には必ず裏がある」ことをよく

考えてみましょう。 

○ 「ノー」とはっきり言いましょう。相手は言葉巧みに勧誘する騙しのプロです。中途半端な態度

が一番危険です。 

○ 契約内容は書面で確認しましょう。説明を受けた内容が、契約書面に記載されているかきちんと

確認してから契約しましょう。  

○ 手話を使って多額のお金をだまし取った事件もあります。十分注意しましょう。 

○ 日頃の備えが自分を救います。「自分だけは大丈夫」と思う気持ちが、気のゆるみになり悪質業者

につけいる隙を与えます。日頃から被害防止対策を考えておきましょう。  

○ 不審に思ったら早めに相談。近くの警察や消費生活センターなどの窓口に相談に行きましょう。

契約後にもクーリング・オフができる場合もあります。  
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21.架空請求について 
 

 

 

 

 

１．右のようなハガキが家に来ました。どのように

したらよいでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．次のようなメールが携帯に送られて来ました。どうすればよいですか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本物です 

突然、変なハガキやメールが来ました。お金の請求のようです。どのように

したらよいでしょう。 

現在お客様が放置されている当社の番組が無料期間を超えております。当番組をご利用されない場合、本

日中に当社規定の登録抹消手続きを行って下さい。本日中に手続きを行って頂ければ、当社の手続き確認ミ

スとして、お客様への請求を破棄させて頂きます。 

※登録抹消手続手順 

手続き用メール送信後⇒電話番号再認証⇒PF確認⇒本登録、退会手続きを行って下さい。 

≪注意≫ 

本日中に手続き確認が取れない場合、不本意ながら放置されていた日数に応じた料金を請求させて頂く場合

がございます。ご了承下さい。 
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資料：架空請求について 

事例１について 

無視してよいです。返事をしたり、問い合わせをする必要はありません。自分で判断できない場合

は「消費生活センター」に相談してください。学校の先生でもかまいません。悪質業者のリストはイ

ンターネット上に出ていますので、そこでも確認ができます。 

要注意!!無視してはいけない架空請求 

 注意することは、このようなハガキが 

裁判所から来た場合です。最近、有料サイ 

トを運営する悪質業者が、利用料等の支払 

いを求める少額訴訟を起す事例が増えてい 

ます。そのサイトを利用した心当たりがな 

くても、裁判所から「口頭弁論期日呼出及 

び答弁書催告状」が送られてきた場合、裁 

判に応じなければ請求金額を払わされるこ 

とになります。このような書類が裁判所か 

ら届いた場合は、本当の裁判所からのもの 

であるかを確認する必要があります。  

○「口頭弁論期日呼出及び答弁書催告状」 

が届いたら 

●まず本当に裁判所からの通知であるか確 

認しましょう。ただし、悪質な業者が裁判 

所からの通知であるかのように装っている場合もあり、こちらから連絡をすると電話番号等の個人情

報を知られてしまうおそれがあります。書類上の連絡先にすぐ連絡せずに、発送元・連絡先が本当の

裁判所であるかを電話帳や消費生活センターなどで確認しましょう。本当の裁判所の連絡先に連絡し

て、裁判所から通知が出されたのかを確認しましょう。 

●本当の裁判所からの通知である場合→具体的な対応策について弁護士や消費生活センター等に相談

する必要があります。 

●本当の裁判所からの通知ではない場合→こちらから連絡する必要はまったくありません。ただ、不

安に思われる場合には、消費生活センター等に相談してみるとよいでしょう。 

 

事例２について 

 携帯に請求が来ることはありません。無視してください。メールで返信をしたりしてはいけません。 

携帯電話メールによる請求 

上記の架空請求通知と同じような内容が携帯電話のメールで着信することがあります。 こうしたメ

ール全てが、不正な取立てメールとは限りませんが、「こちらの名前が書かれていない」「連絡先が携

帯電話」」「内容にあるサイトのＵＲＬが書かれていない」「延滞料金などが異常に高い」「債権業者を

名乗っている」 などの場合は、ほぼ１００％、詐欺！と考えられます。 

 
○無視すること 
○わからないときは自分で判断せずに消費者生活センター、警察署などに相談してください。 
○絶対に問い合わせや返信をしないこと。業者に問合せをすると、「心当たりがあるな。脅しをか
ければ金を出すに違いない！」ということになります。 

事件番号 平成○○年 (小○) 第○○号 

事件名 

原告  ××△△ 

被告  ○○○○ 

 

            □頭弁論期日呼出および答弁書催告状 

                         平成○年○月○日 

 

 被 告 ○○○○ 殿 

 

      〒○○○-○○○○    ○○市○○区○○町○丁目○番○号 

                       ○○簡易裁判所 

                電話番号  ○○-○○○○-○○○○ 

当該の事件について、原告から訴状が提出されました。当裁判所に出頭する期日及び場所は下記のと

おり定められましたから、出頭してください。 

 なお、「答弁書」のひな形及び「答弁書の書き方」を同封しますから、これを参考にして答弁書を作成

し、下記答弁書提出期限までに２部(１部はコピーでもかまいません。ただし、２部とも必ず押印して提

出してください。 

 

記 

 

期  日    平成○○年○月○日 

出頭場所    当裁判所○○号法廷 

答弁書提出期限 平成○○年○月○日 

 

(注意) 

１．出頭したら、すぐ、この呼出状を上記法廷内の職員に提出してください。 

２．あなたが何もしないで、このまま放置すると、相手方の言い分通りの判決が出て、あなたの給料や

財産の差押さえ等をされることがありますので、注意してください。 

３．簡易裁判所には、民間から選ばれた司法委員が、分割払い等話し合いによる解決を促す手続きもあ

ります。 

４．この事件について提出する答弁書その他の書面には、必ず、事件番号、事件名、当事者名を書いて

ください。 

５．分からない点は、上記の書記官にお気軽にお訪ねください。 
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22.クーリング・オフについて 

 

資料を見て考えてみましょう 

１．街のお店に行ってダイヤの指輪を１５万円で買いました。後で考えて、ちょっと 

高いので返そうと思います。クーリング・オフができますか。 

 

２．家に掃除機を販売する人が来て、実際にやってもらったところ、性能がよかったの

で購入の契約をしました。家には別の掃除機があります。２台も入らないので新し

い掃除機を返そうと思います。クーリング・オフができますか。 

 

３．通信販売でパソコンを買いました。パソコンが気に入らなかったので返そうと思い

ます。クーリング・オフができますか。 

 

４．布団の購入を契約しましたが、クーリング・オフをしようと思います。契約から３

日目です。会社当てのハガキを書いてみましょう。（裏面のみ） 

 

５．このハガキを出すとき、どのような形で出しますか。（郵便局に行って何といいます

か） 

 自宅に訪問販売が来ました（布団を買いませんかなど）。毎月３０００円の支払

いという説明で、買ってしまいました。総額は１０万円です。買った後で、買わな

ければよかったと思った時、取り消しができる制度をクーリング・オフといいます。 
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資料：クーリング・オフ 

 クーリング・オフとは、訪問販売など特定の取引について、いったん購入した場合でも、一定期間

内は消費者が自由に契約を解除できる制度です。 

 訪問販売などでは、勧誘員から不意打ち的に勧誘されるため、十分な情報や冷静に考える余裕もな

いまま、つい契約してしまいがちです。そこで、頭を冷やして（cooling）、契約から離れる（off）機

会を与えるため、この制度が設けられているのです。 

 

クーリング・オフができるのは、どのような場合？ 

 ①店舗外での契約であること（一部例外あり） 

 ②法令で指定された商品・権利・役務であること 

 ③法定の契約書面の受領日から８日以内（受領日を含む）であること 

 

クーリング・オフできる主な契約一覧  

取引内容 適用対象 期間 

訪問販売 店舗外での指定商品・権利・役務の契約 8日間 

電話勧誘販売 業者から電話での指定商品・権利・役務の契約 8日間 

特定継続的役務提供 
エステ・外国語会話教室・学習塾・家庭教師・パソコン教

室・結婚相手紹介サービス 
8日間 

連鎖販売取引（マルチ商法） 
マルチ商法によるすべての商品・権利・役務。店舗契約を

含む 
20日間 

業務提供誘引販売取引（内

職・モニター商法） 

内職・モニター商法によるすべての商品・権利・役務。店

舗契約を含む 
20日間 

         該当取引は他にもあります。取引内容をインターネットで調べて見ましょう！ 

クーリング・オフの方法は？ 

 クーリング・オフは必ず書面で行いましょう。また、証拠が残るように、配達記録郵便か簡易書留

で行い、ハガキの表裏ともにコピーをとっておいてください。 

 クレジットを利用している場合は、信販会社にも同様の通知を送っておきましょう。 

（ハガキ裏記載例）      （ハガキ表記載例） 

クーリング・オフができない場合 

 自ら出向いて店舗で購入・契約した場合や、

通信販売で購入・契約した場合は原則として、

クーリング・オフはできません。また、3,000

円未満の現金取引、化粧品や健康食品などの

消耗品のうち使用・消費した分、乗用自動車

の契約についてもクーリング・オフはできま

せんので、契約は慎重に行いましょう。 
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23.交通事故と自動車保険 

 

１．交通事故を起こしたとき、しなければならないことは何でしょう。何をしたらよい

か、その順番も考えてみましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．車を購入すると、必ず自賠責保険（強制保険）に入らなければなりません。なぜで

しょう。 

 

 

 

 

 

 

３．自賠責保険の賠償金の最高限度額は1事故1名につき、死亡３０００万円です。もし

人身事故で１億円を請求されたら、残り７０００万円を自分で払わなければなりま

せん。このようにならないために、どのような準備をしたらよいでしょうか？ 

 

 

 

 

 

 

４．スピード違反や飲酒運転などで死亡を伴う人身事故を起こしたとき、どのような罪

になるか調べてみましょう。 

 

 

 交通事故を起こしたとき、どのようにしたらよいか考えてみましょう。また、

車を買ったら、自動車保険に入らなければなりません。自動車保険についても

考えてみましょう。 
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資料：交通事故と自動車保険 
 

交通事故発生後の処理 

車を運転していて、もし自動車事故を起こしたらどうすればよいでしょうか。基本的なことは知っ

ておきましょう。 

１．事故発生直後は、まずはけが人の確認 

 とにかく優先されるのは、人命です。真っ先に事故当事者にけが等がないか確認します。負傷者が

いた場合、安全なところへ移動させます。また、意識がない場合、呼吸がない場合、脈が止まってい

る場合、重傷の可能性が高い場合などは一刻を争う事態とも考えられます。できる限りの応急処置を

する必要があります。自分でできない場合もあるので必ず、近くの人に、助けを求めましょう。とに

かく人命第一です。 

 

２．救急車・警察への連絡 

 これは、１の応急処置と並行して行うことになりますが、負傷者がいる場合、救急車をすぐに呼び

ます。事故が起こった場所を正確に伝え（住所・目立つビルや建物など）、負傷者の人数、負傷の状況

を伝えます。その後、警察にも連絡を入れます。 

 状況によっては通行人等に救急車・警察への連絡をお願いしましょう。 

 

３．自動車を脇に寄せる・道路上の障害物の除去 

 道路交通の妨げがあっては、二次的な事故発生の原因にもなりますので、速やかに事故当事者の自

動車を交通の邪魔にならないところに移動させます。この作業は、負傷者がいてもいなくても、怪我

が軽いと思われるような事故であれば、真っ先にしておいたほうが良いです。大きな事故で自動車の

破損部品が散乱してしまっている場合は、それらの障害物もできるだけ除去するようにします。事故

当事者の人命救助よりは優先順位が下がりますが、できるだけ早くするべきことです。 

 

４．目撃者の確保 

 重大事故である場合、のちに損害賠償、刑事責任を巡っての裁判も考えられ、証人としての目撃者

が必要になるかもしれません。損害賠償の負担で、過失割合（どちらがどれくらい悪いか？７０：３

０など）をはじき出すのにも必要となりますので、交通事故の目撃者がいた場合、確保しておいたほ

うが良いです。目撃者がいた場合、氏名と連絡先を控えさせてもらうようにお願いします。目撃者の

確保は、事故の現場でやっておかないと、あとから探し出すのはかなり難しいと思われます。 

 

５．事故の相手との名前・住所・連絡先などの交換 

 事故の相手と必ず名前、住所、連絡先、運転免許証の記載事項、各々の保険会社の情報等を交換し

あいます。これは絶対にやっておかなければならない項目です。 

 

６．保険会社・保険代理店への連絡 

 交通事故の当事者となってしまった場合、契約している保険会社、保険代理店にもすぐに連絡を入

れておいたほうが良いでしょう。 
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７．近親者・勤務先・その他必要なところへの連絡 

 交通事故に遭遇してしまった場合、予定があったとしてもその後のスケジュールは絶対に大幅に遅

れます。予定がある場合は、必ず事情を連絡しておきます。 

 

 警察が来たら、事情聴取がはじまります。尋ねられることに正確に答え、事故の発生状況を当事者

中心に、目撃者の協力などを得て、詳しく説明します。保険を使う際は事故証明が必要になりますの

で、警察に事故証明を発行してもらうように頼んでおきます。  

 

自賠責保険 

自動車損害賠償責任保険（自賠責保険）とは・・・自動車と原動機付き自転車の所有者と運転者が、

必ず加入しなければならない保険のことで、強制保険と呼ばれています。被害者の救済を目的として

いるため、死傷した相手側の運転者とその同乗者、あるいは歩行者のための保険です。つまり、被害

者のケガや死亡だけに賠償金が支払われ、加害者のケガや自動車の破損に対しては、賠償金は支払わ

れません。自賠責の証明書をクルマに積んでいないと、それだけで30万円以下の罰金。自賠責保険の

有効期間が切れている場合は、１年以下の懲役または50万円以下の罰金です。とくに車検のない２５

０cc以下のバイクや原付は、自賠責保険切れに気づかないままうっかり乗り続けてしまうことがよく

ありますので、くれぐれも注意が必要です。 

 自賠責保険の賠償金の最高限度は１事故１名につき、死亡３０００万円、重度の後遺障害４０００

万円、傷害１２０万円と決められています。 

 

自賠責保険だけではカバーできない現実 

 ところが最近の判例では、交通事故で死亡したり、後遺障害を負った人に対して、自賠責の限度額

をはるかに超える高額な賠償が続々と伝えられています。２億９７３６万円という賠償額が認定され

た判例もあります。現実に起こった事故を見ていくと、自賠責保険だけではカバーしきれないものが

多く、ドライバーはその不足分を補ってくれる自動車保険を自分の意志（任意）でかけなければなり

ません。車を買ったら必ず任意保険に入りましょう。 

 

交通事故での責任 

 交通事故を起こすと①行政処分、②刑事処分、③民事上の損害賠償責任、この３つが発生します。 

①行政処分…運転免許取り消し、運転免許停止 

②刑事処分…裁判所から科せられる罰金 

③損害賠償責任…起こした事故により被害者が受けた人身及び物件損害について賠償する 

 人身事故では、懲役刑、禁固刑、罰金刑などの刑事処分が科せられます。ただし、人身事故でも絶

対に刑事処分が科せられるというわけではありません。事故の内容、その他により、被害者側が加害

者側に対し重い処分を科したいかどうかの意思によって左右されることが大きいようです。一番軽い

人身事故である「治療期間が１５日未満の傷害事故」でも、罰金の額は１２万円以上となることが多

いようです。死亡事故、重症事故、後遺障害が伴う事故の場合、懲役刑、禁固刑に科せられることも

あります。  
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飲酒運転の罰則 

  運転者に対する処罰 

酒酔い運転 ５年以下の懲役または１００万円以下の罰金 

酒気帯び運転 ３年以下の懲役または５０万円以下の罰金 

ひき逃げ １０年以下の懲役または１００万円以下の罰金 

  運転者以外の周囲の責任についての処罰 

運転者が酒酔い運転  ５年以下の懲役または１００万円以下の罰金 

運転者が酒気帯び運転 ３年以下の懲役または５０万円以下の罰金 

  酒類の提供・車両の同乗者に対する罰則 

運転者が酒酔い運転 ３年以下の懲役または５０万円以下の罰金 

運転者が酒気帯び運転 ２年以下の懲役または３０万円以下の罰金 

☆飲酒運転に関わる車両提供・種類提供・同乗も運転免許の行政処分(取り消し・停止)になります。 

 

危険運転致死傷罪 

 危険運転致死罪とは、自動車と原付を含む自動二輪車による、次のような運転行為によって死傷 

 事故を起こした場合に適用されます。 

 ・飲酒運転や薬物を使用していた 

 ・危険なほどのスピードを出していた 

・運転する技能を持っていなかった 

（単なる無免許ではなく、運転のしかたをまったく知らない場合などをさす） 

・意図的に割り込みやあおり運転などをし、かつ危険なほどのスピードを出していた 

・赤信号を殊更に無視し、かつ危険なほどのスピードを出していた 

  危険運転致死傷罪に対する罰則 

人を負傷させた場合 １ヶ月以上１５年以下の懲役 

人を死亡させた場合 １年以上２０年以下の懲役 
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24.印鑑と印鑑証明 
 

 

 

 

１．印鑑はどのようなときに使いますか。 

 

 

 

 

 

 

 

２．印鑑を人に貸したらいけません。なぜでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

３．印鑑登録制度について調べてみよう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．実印はどのようなときに必要になりますか。 

 

 

 

 

 

 印鑑はとても大切なものです。印鑑を人に貸して、何百万円もの借金を負って苦

しんだ事例もあります。印鑑の使い方を勉強しましょう。 
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資料：印鑑と印鑑証明 

１．印鑑の種類 

最低持っていたい印鑑の種類 ①実印 ②銀行印 ③認印 

２．印鑑の役割 

①実印 

 住民登録してある役所に、印鑑登録した印鑑のこと。車や家を買うときなどに、必要になるもの。

自分の名前を崩したものを使用する。使用に際し、役所に実印登録をする必要があります。（実際に、

実印登録が必要になる契約は、契約時にその印鑑の印鑑証明（実印証明）を取らなければなりません。 

②銀行印 

 その名の通り、銀行・郵便局などで使用するもの。実印の小型判のような感じのもの。用途として、

銀行・郵便局などの通帳の印鑑として使用。 

③認印 

 認め印は、通常家庭印とも言われる印で、回覧板や学校、役所の書類などの確認のためや荷物の受

け取りなどに使用され、家庭においてその力を発揮します。 

３．印鑑は人に貸してはいけません！ 

特に実印の取り扱いは注意が必要です。また、むやみやたらに印鑑を押してはいけません。トラブ

ルの原因になります。人に印鑑を貸してあげて、その人がもし、サラ金などを回って金を借りれば、

何億円というお金に化けることもあるのです。印鑑を悪用されることによって、信用・財産・家族ま

でもなくすこともあり最後には命までなくしてしまうこともある、ということをしっかりと自覚して

おく必要があります。しかし、深く考えないで印鑑を押し、失敗する人が多いのも事実です。 

４．印鑑登録制度 

社会生活をして行く上で重要な契約や届出書に、実印を捺印、印鑑証明書を添付する事で本人の最

終的意思表示を確認し、本人の行為が証拠として担保されトラブルを防ぐための制度です。認め印だ

と確かに本人が押した印鑑に間違いないとの証明が困難であり、その点実印は本人の印鑑に間違いな

いとの公の証明が確実に出来ます。 

①印鑑の用意：印影（印鑑を押したときの跡）の一辺の長さが８ミリの正方形より大きく、２５ミリ

の正方形より小さいものが基準です。氏名をあらわしていなければなりません。 

②登録する場所 ：本人が住民登録している市区町村役場です。 

③必要なもの：実印登録する印鑑、免許証やパスポートなどの身分を証明できるもの、登録費用。 

５．印鑑の保管方法  

 印鑑証明書と実印は二つそろって意味が出ます。実印と印鑑証明書は個別に保管し、印鑑証明書は

必要な部数だけ取るようにしましょう。 

 印鑑登録カードがあれば、誰でも印鑑証明書がとれます。しかし、印鑑登録カードには、本人の住

所・氏名が記載されていません。ですから、印鑑登録カードは、実印、免許証など住所・氏名がわか

るものとは一緒に置かないように気をつけましょう。  
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25.服装・身だしなみ 
 

 

 

身だしなみのチェックをするときに、どのようなところに気をつけますか？ 

それぞれの枠の中に、気をつけなければならないことを記入しましょう。 

 

社会人になると、服装、身だしなみに注意しなければなりません。どのような

ことに注意しらよいか考えて見ましょう。 
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資料：服装・身だしなみ 
 
～清潔でさわやかなおしゃれをしましょう～ 

職場内での服装や身だしなみで最も重要なことは、贅沢で華美な服装やアクセサリー

などで着飾ることではなく、清潔感と爽やかさが感じられるおしゃれを心がけることで

す。仕事の内容や立場を考慮し、高価でなくても自分にふさわしいものをきちんと身に

つけていれば、その人の人柄も認められ、人に好感ももたれます。 

 

＜身だしなみのマナー＞ 

「身だしなみ」とは「いつも身なりなどを整えていること」や「教養や芸能を身につけ

ること」といわれています。雰囲気の良い人、好感のもてる人などと多くの人が認めて

いる人はこれらの条件を備えているといえるでしょう。   

 清楚・清潔感・端正に心がけているか  

 派手になっていないか  

 爪を必要以上に長く伸ばしていないか  

 ハンカチやティッシュペーパーは常に携行しているか  

 ボタンを取れたままにしていないか  

 洋服のほころびはないか  

 頭髪などにも気を配っているか 

これらのことを日常のチェック項目としてみると良いでしょう。  
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26.携帯電話メールの使用について 
 
 
 

 

 

 

 

１．携帯電話を使ってはいけない場所はどこでしょう。 

 

 

 

 

 

 

２．上の場所では、なぜ携帯電話を使ってはいけないのでしょうか。 

 

 

 

 

 

３．仕事中は携帯電話を使ってはいけません。なぜでしょう。 

 

 

 

 

 

 

４．友達にメールを送るとき、注意することは何ですか？ 

 

 

 

 

 

 

 

携帯電話は聴覚障害者にとってはなくてはならないものです。メールの機能はとて

も便利です。この携帯電話を使うにあたってのルールを勉強しましょう。 

携帯電話はとても便利ですが、いつでも、どこでも使っていいというわけではあり

ません。また、携帯電話の出す電波は、他の電子機器（ペースメーカー等）に影響を

与えることもあるので使ってはいけない場所（ﾊﾞｽや電車内）を知っておきましょう。 
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資料：携帯電話のメール使用について 

 

法律による携帯電話の使用禁止 

①飛行機の中では、電源を切ることが義務づけられています。 

 航空法では、安全な運行を阻む恐れのある行為が禁止事項として定められ、違反者には機長が禁止

命令を出すことができます。命令に違反した場合には、50万円以下の罰金が科せられるようになりま

した。禁止事項の中には、携帯電話やPHS、パソコン、携帯情報端末の利用に関するものも含まれてお

り、これらの機器のうち作動時に電波を発する状態にあるものは、離着陸時だけでなく常時動作させ

てはいけないことになっています。 

 なぜ飛行機の中で携帯電話を使ってはいけないのでしょうか。機器から発生する電波が、飛行機の

機器に影響を及ぼし、誤作動によって危険が生じるからです。「電波を発信するものは常時使用禁止」

「電波を発信しないものは離着陸時使用禁止」という規定になっています。 

 

②車やバイクの運転中は携帯電話を使用できません。 

改正道路交通法では、車やバイクの運転中に携帯電話を使用した場合、3カ月以下の懲役か、50,000

円以下の罰金が科せられます。通話だけでなく、メールやインターネットを確認するといった手にと

って携帯電話の画面を見る行為も処罰の対象となります。全国で多くの人が検挙されました。ご存知

ですか？ 

 

携帯電話のマナー 

 次のような場合は電源を切りましょう。 

○冠婚葬祭の式場 ○図書館,美術館,博物館 ○映画館,ホール,劇場 

○接客中,訪問中,商談中,会議中 ○病院や公共の場所 ○電車・バス 

 

■劇場や映画館、美術館、図書館などの場所では、音や光で周囲の方に迷惑をかけないよう電源を切

りましょう。 

 

■電車やバス等の公共交通機関内の着信音や通話は、周囲の方にとって迷惑です。車内ではマナーモ

ードに切替え、通話はやめましょう。また混雑時や優先席付近では電源をＯＦＦにしましょう。 

 

仕事中は使用禁止 

仕事を開始する前に携帯電話の「電源を切る」または「マナーモード」、「留守電対応」に設定しま

しょう。通常はロッカーに入れ、仕事場に持ち込まないようにしましょう。メールチェックは休憩時

間に行います。 
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携帯のカメラ使用の注意 

○カメラ付きケータイを利用して撮影や画像伝送等を行う際は、著作権等の知的財産権や肖像権など

の他人の権利を侵害しないよう注意が必要です。たとえ友達でも、本人の承諾がないのに写真を撮っ

てはいけません。 

○実演や興行、展示物などには、個人で楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合があ

るので注意しましょう。  

○写真や画像、絵画、書籍などは、著作権法により保護されています。個人で利用する場合などを除

き、権利者に無断で著作物を撮影・画像伝送等することはできません。  

○携帯電話を使って写真を送る場合、迷惑になる写真は送らないようにしましょう。公序良俗に反す

る画像の場合、罰せられます。 

 

悪質なメールに気をつけよう。 

有害なサイトへの誘いは、知らない人からメールで届く場合が多いです。「変だな」と思うメールは

削除しましょう。もし、いたずらメールや迷惑メールが続く時は受信拒否をしましょう。 
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参考資料 

○東京都消費生活センター「消費者だより１５６号」 

○トヨタ自動車交代勤務資料 

○消費者生活センター資料 

○雇用保険のしおり（労働局） 

○就職スタートブック（日本労働研究機構） 

○雇用均等行政ハンドブック（大分労働局） 
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