
実　施　日　：　平成２９年４月１１日・１２日

平成２９年４月１３日・１４日

開催場所　 ：　愛知建設業会館

平成２９年度

新入社員研修会

アンケート集計表
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＜問１＞　建設業は国の基幹産業であり、経済発展に重要な役割を果たしていると思いますか。

人数

１） そう思います 62

２） そう言われれば、そうだと思う 22

３） そんな重要な産業とは知らなかった 0

４） そう言われて、建設業に対する認識を新たにした 3

５） そう思っていない 4

６） その他 1

＜問２＞　第１日目：ビジネスマナー基本コース）このコースの研修内容についてお聞かせください。

（複数回答有）

人数

１） 大変参考になった 58

２） ある程度参考になった 29

３） どちらともいえない 4

４） 参考にならなかった 2

68%

24%

0%

3%
4% 1%

建設業が経済発展に重要な役割を果たしていると思うか

そう思います

そう言われれば、そうだと思う

そんな重要な産業とは知らなかった

そう言われて、建設業に対する認識を新たにした

そう思っていない

その他

63%

31%

4% 2%
第１日目：今回の研修内容について

大変参考になった

ある程度参考になった

どちらともいえない

参考にならなかった
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＜問２＞   １）２）を選択した方　その理由（複数回答可）

人数

イ） 説明が理解しやすかった 38

ロ） 具体的な事例が多かった 24

ハ） 参考になる情報が得られた 46

＜問２＞   ３）４）を選択した方　その理由（複数回答可）

人数

ニ） 説明が分かりにくかった 1

ホ） 具体的な情報が少なかった 1

へ） 参考になる情報が得られなかった 0

ト） その他 4 会社の研修の方が大変だった

35%

22%

43%

１）・２）を選択した方の内訳

説明が理解しやすかった

具体的な事例が多かった

参考になる情報が得られた

16%

17%

0%

67%

３）・４）を選択した方の内訳

説明が分かりにくかった

具体的な情報が少なかった

参考になる情報が得られなかった

その他
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＜問３＞　（第２日目：建設基本コース）このコースの研修内容についてお聞かせください。

人数

１） 大変参考になった 64

２） ある程度参考になった 24

３） どちらともいえない 1

４） 参考にならなかった 0

＜問３＞   １）２）を選択した方　その理由（複数回答可）

人数

イ） 説明が理解しやすかった 32

ロ） 具体的な事例が多かった 42

ハ） 参考になる情報が得られた 31

30%

40%

30%

１）・２）を選択した方の内訳

説明が理解しやすかった

具体的な事例が多かった

参考になる情報が得られた

72%

27%

1%
0%

第２日目：今回の研修内容について

大変参考になった

ある程度参考になった

どちらともいえない

参考にならなかった
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＜問３＞   ３）４）を選択した方　その理由（複数回答可）

人数

ニ） 説明が分かりにくかった 0

ホ） 具体的な情報が少なかった 0

へ） 参考になる情報が得られなかった 0

ト） その他 1

＜問４＞　将来、自分が関わっていきたい業務や建造物等をお聞かせ下さい。

人数

１） 施工（土木・建築・他） 73

２） 設計（土木・建築・他） 10

３） 事務（営業・他） 10

４） 建造物（橋・マンション・自宅等） 4

  ＜問５＞　このような研修についてご意見をお聞かせ下さい。

各回をご覧ください。

75%

11%

10%

4%
将来、自分が関わっていきたい業務や建造物等は？

施工（土木・建築・他）

設計（土木・建築・他）

事務（営業・他）

建造物（橋・マンション・自宅等）

100%

３）・４）を選択した方の内訳

説明が分かりにくかった

具体的な情報が少なかった

参考になる情報が得られなかった

その他
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実　施　日　：　平成２９年４月１１日・１２日

開催場所　 ：　愛知建設業会館

平成２９年度

新入社員研修会

アンケート集計表
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＜問１＞　建設業は国の基幹産業であり、経済発展に重要な役割を果たしていると思いますか。

人数

１） そう思います 32

２） そう言われれば、そうだと思う 12

３） そんな重要な産業とは知らなかった 0

４） そう言われて、建設業に対する認識を新たにした 1

５） そう思っていない 0

６） その他 1

＜問２＞　（第１日目：ビジネスマナー基本コース）このコースの研修内容についてお聞かせください。

人数

１） 大変参考になった 28

２） ある程度参考になった 17

３） どちらともいえない 1

４） 参考にならなかった 0

70%

26%

0%

2% 0% 2%
建設業が経済発展に重要な役割を果たしていると思うか

そう思います

そう言われれば、そうだと思う

そんな重要な産業とは知らなかった

そう言われて、建設業に対する認識を新たにした

そう思っていない

その他

61%
37%

2%
0% 第１日目：今回の研修内容について

大変参考になった

ある程度参考になった

どちらともいえない

参考にならなかった

2



＜問２＞   １）２）を選択した方　その理由（複数回答可）

人数

イ） 説明が理解しやすかった 18

ロ） 具体的な事例が多かった 15

ハ） 参考になる情報が得られた 24

＜問２＞   ３）４）を選択した方　その理由（複数回答可）

人数

ニ） 説明が分かりにくかった 0

ホ） 具体的な情報が少なかった 0

へ） 参考になる情報が得られなかった 0

ト） その他 1

32%

26%

42%

１）・２）を選択した方の内訳

説明が理解しやすかった

具体的な事例が多かった

参考になる情報が得られた

100%

３）・４）を選択した方の内訳

説明が分かりにくかった

具体的な情報が少なかった

参考になる情報が得られなかった

その他
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＜問３＞　（第２日目：建設基本コース）このコースの研修内容についてお聞かせください。

人数 未記入  ２

１） 大変参考になった 29

２） ある程度参考になった 14

３） どちらともいえない 1

４） 参考にならなかった 0

＜問３＞   １）２）を選択した方　その理由（複数回答可）

人数

イ） 説明が理解しやすかった 17

ロ） 具体的な事例が多かった 22

ハ） 参考になる情報が得られた 16

31%

40%

29%

１）・２）を選択した方の内訳

説明が理解しやすかった

具体的な事例が多かった

参考になる情報が得られた

66%

32%

2%
0% 第２日目：今回の研修内容について

大変参考になった

ある程度参考になった

どちらともいえない

参考にならなかった
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＜問３＞   ３）４）を選択した方　その理由（複数回答可）

人数

ニ） 説明が分かりにくかった 0

ホ） 具体的な情報が少なかった 0

へ） 参考になる情報が得られなかった 0

ト） その他 1

＜問４＞　将来、自分が関わっていきたい業務や建造物等をお聞かせ下さい。（複数回答可）

人数

１） 施工（土木・建築・他） 34

２） 設計（土木・建築・他） 8

３） 事務（営業・他） 5

４） 建造物（橋・マンション・自宅等） 3

68%

16%

10%

6%

施工（土木・建築・他）

設計（土木・建築・他）

事務（営業・他）

建造物（橋・マンション・自宅等）

100%

３）・４）を選択した方の内訳

説明が分かりにくかった

具体的な情報が少なかった

参考になる情報が得られなかった

その他
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  ＜問５＞　このような研修についてご意見をお聞かせ下さい。

・ 5人

・ 3人

・ 3人

・ 2人

・ 2人
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・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

（初めて）研修を受けましたが、とても分かりやすく楽しく色々なことが学べた。自分にとってとても意
味のある研修内容だった。

同じ職種の新入社員と情報を共有する機会を得ることができ、いい経験になった。

模擬実技があったので、座学で学んだ事をよりイメージすることができた。

模擬実技があったので、座学で学んだ事をよりイメージすることができた。覚えやすかった。分かり
やすかった。

グループワークが楽しくでき、なおかつ自分がこれから行う業務を疑似体験でき、非常に役立つ内
容だった。

ポイント制のゲーム方式での研修で他社の社員の方とも協力して仲良くできてよかった。とても勉
強になった。

新入社員なので分からない事が多かったが、研修会で最低限の事は分かったので良い機会になっ
た。とてもためになった（マナー等）。

説明をただ聞くだけでなく、自分達で実践することにより、理解しやすかった。今日の経験を今後に
つなげていきます。

１日目のマナー研修では実務ではわからないことを学べたので参考になった。学んだことを復習
し、実践で使えるようにしたい。

ゲームを通しての体験は楽しみながら学ぶことができ、とてもよくわかった。

上司、所長さんとのコミュニケーションについて、上手く上司とやっていく方法、仕事を効率よく覚え
る方法、があればよかった。

両日とも自分たちで行動し、ミスしやすい所や気を付けなければならないところなど分かりやすく理
解できた。

私が分からなかったビジネスマナーを知ることができて良かった。参考になる情報が得られたので
よかった。

実際に設計や見積など現場に出てから使うことをグループのみんなでコミュニケーションをとりなが
ら学ぶことができたので大変楽しい時間を過ごせたと思う。

ビジネスマナー、建設の内容のことがより深まった。内容としては、特に初めて会う人とグループに
なって話し合い、協力、意見の出し合いなどをして良好なコミュニケーションができてよかった。

事務職のため、今まで知らなかった建設業界の専門的なことをを学ぶことができてよかった。

十分によいことを聞けた。

入社して社会人としての心構えが出来ていなかったと思うので今回の研修はとてもためになりまし
た。私も早く現場を持ち監督として働きたい。

今後仕事をしていく上でとてもいい経験ができた。この経験を忘れずに現場などに出てもそれを活
かせるように取り組んでいきたい。

他社の社員と合同で何かをするのが初めてであり、すごく楽しく学べた。次はぜひ新入社員ではな
く経験を積んだ10年後に同じ現場で一緒に仕事をやりたい。

どうしてもこのような講習会ではウトウトしてしまったりすることがありがちだと思うが、この２日間で
は眠くならず充実した話を聞くことができた。他社との関わりが出来るという点も良かったと感じた。
ありがとうございます。年に一度くらいなら受けたいなと思った。
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・

・

社会や現場に出てから役立つ情報が聞けてとてもよかた。現場で実際に使う施工方法や道具の使
い方などの技能実習をしてほしい。

名刺の渡し方の時間がもう少し長くほしかった。

今日受けた研修を活かせるよう今後も頑張っていきたい。お施主様とのコミュニケーションを上げる
ような研修を受けてみたい。

はじめの施工から竣工までの間に行われる業務内容などについてもっと詳しく知りたいと思った。

大変楽しく学習させて頂き、ありがとうございます。建築、土木の主要な工種の写真などがあり、そ
の説明等があれば皆の理解も深まるのではないかと思った。

最後のクイズは楽しかった。配布資料はクリップ留めでなくホッチキス留めにしておいてほしかっ
た。

実際にからだを動かしたり、ためになることが多く勉強になった。

今回のようなゲーム方式、ポイント制での研修はかなり分かりやすく、とても勉強になる内容だった
のでよかった。建設についての研修はもっと受けてみたいなと思った。

説明や事例などとても分かりやすくして頂き、とても嬉しかった。内容が濃すぎてもう自分には限界
がきました。けれどももっと勉強したいと思っている。

実際の現場を複数見て回るような研修を受けてみたい。
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実　施　日　：　平成２９年４月１３日・１４日

開催場所　 ：　愛知建設業会館

平成２９年度

新入社員研修会

アンケート集計表
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＜問１＞　建設業は国の基幹産業であり、経済発展に重要な役割を果たしていると思いますか。

人数

１） そう思います 30

２） そう言われれば、そうだと思う 10

３） そんな重要な産業とは知らなかった 0

４） そう言われて、建設業に対する認識を新たにした 2

５） そう思っていない 4

６） その他 0

＜問２＞　第１日目：ビジネスマナー基本コース）このコースの研修内容についてお聞かせください。

（複数回答有）

人数

１） 大変参考になった 30

２） ある程度参考になった 12

３） どちらともいえない 3

４） 参考にならなかった 2

65%

22%

0%
4%

9%

0%

建設業が経済発展に重要な役割を果たしていると思うか

そう思います

そう言われれば、そうだと思う

そんな重要な産業とは知らなかった

そう言われて、建設業に対する認識を新たにした

そう思っていない

その他

64%

26%

6%
4% 第１日目：今回の研修内容について

大変参考になった

ある程度参考になった

どちらともいえない

参考にならなかった
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＜問２＞   １）２）を選択した方　その理由（複数回答可）

人数

イ） 説明が理解しやすかった 20

ロ） 具体的な事例が多かった 9

ハ） 参考になる情報が得られた 22

＜問２＞   ３）４）を選択した方　その理由（複数回答可）

人数

ニ） 説明が分かりにくかった 1

ホ） 具体的な情報が少なかった 1

へ） 参考になる情報が得られなかった 0

ト） その他 3 前に同じような研修をしたから。

1日目は風邪のため欠席したから。2名

39%

18%

43%

１）・２）を選択した方の内訳

説明が理解しやすかった

具体的な事例が多かった

参考になる情報が得られた

20%

20%

0%

60%

３）・４）を選択した方の内訳

説明が分かりにくかった

具体的な情報が少なかった

参考になる情報が得られなかった

その他
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＜問３＞　（第２日目：建設基本コース）このコースの研修内容についてお聞かせください。

人数

１） 大変参考になった 35

２） ある程度参考になった 10

３） どちらともいえない 0

４） 参考にならなかった 0

＜問３＞   １）２）を選択した方　その理由（複数回答可）

人数

イ） 説明が理解しやすかった 15

ロ） 具体的な事例が多かった 20

ハ） 参考になる情報が得られた 15

30%

40%

30%

１）・２）を選択した方の内訳

説明が理解しやすかった

具体的な事例が多かった

参考になる情報が得られた

64%

26%

6%

4% 今回の研修会について

大変参考になった

ある程度参考になった

どちらともいえない

参考にならなかった

61%

37%

2%
0% 今回の研修会について

大変参考になった

ある程度参考になった

どちらともいえない

参考にならなかった
78%

22%

0%
0%

第２日目：今回の研修内容について

大変参考になった

ある程度参考になった

どちらともいえない

参考にならなかった
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＜問３＞   ３）４）を選択した方　その理由（複数回答可）

人数

ニ） 説明が分かりにくかった 0

ホ） 具体的な情報が少なかった 0

へ） 参考になる情報が得られなかった 0

ト） その他 0

＜問４＞　将来、自分が関わっていきたい業務や建造物等をお聞かせ下さい。

人数

１） 施工（土木・建築・他） 39

２） 設計（土木・建築・他） 2

３） 事務（営業・他） 5

４） 建造物（橋・マンション・自宅等） 1

83%

4%
11%

2%

施工（土木・建築・他）

設計（土木・建築・他）

事務（営業・他）

建造物（橋・マンション・自宅等）

0%
00%0%

３）・４）を選択した方の内訳

説明が分かりにくかった

具体的な情報が少なかった

参考になる情報が得られなかった

その他
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  ＜問５＞　このような研修についてご意見をお聞かせ下さい。

・ 13

・ 2

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

これからも学んだことを活かしていこうと思った。

マナーについて詳しくやったこともなかった。

リーダーという立場になってまとめたことも含め、これまで経験したことがなかったので勉強になっ
た。

競い合いがあったことがよかった。ゲームをすることで意欲も出ますし、それによってしっかりと記憶
できてよかったと思う。

マナーだけでなく、実際の施工の流れやその際に必要なものを学ぶことが出来てよかった。

他社の人達と協力し合い競うことでコミュニケーション等を取る大切さをより深く必要なんだと思っ
た。

建設についてもっと学びたくなった。

施工管理職が希望であり、計画を立てなくてはいけないので工程管理、安全管理を覚えていきた
い。安全対策をきちんとやっていきたい。

建設業の時事的な話をもっとうかがいたい。

講義だけでなくゲーム等で学んでいくのがよかった。

基本的なマナーを分かりやすくして頂いたので、今後の社会生活の中で気をつけていきたい。

営業研修などやってほしい。

名刺のマナーでたくさんのタブーなどを聞いて、たくさんの情報を得て本当に良かった。

１日目の自己紹介にやや時間を割き過ぎではないかと感じた。２日目はゲーム内容がとても充実し
ており、長時間でしたがあっという間に感じた。

とても分かりやすく楽しく色々なことが学べた。自分にとってとても意味のある研修内容だった。（自
分のスキルアップになる。）

社会人として最初の一歩を踏み出せたと思う。

他社の新入社員の人達と交流できたので良い刺激になった。

他社の新入社員の人達と交流ができ楽しかった。グループになって競いあうことで団結力が生まれ
たと感じた。

ゲームを通しての体験は楽しみながら学ぶことができ、とてもよくわかった。

参考になった。とてもためになった。いい経験になった。（姿勢、挨拶、マナー等）

今までになかったゲーム形式の研修があり、初めて会った方々ともわけへだてなくコミュニケーショ
ンをとることが出来た。これは本当にやりやすくいい研修だと思った。

まだ会社でもやったことがないことを経験することで自分の一つの知識になったので大変勉強に
なった。
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・

・

・

１日目の作業内容があまりに使いそうにないものが多かった気がする。電話の受け方はいらないと
思った。

以前に受講した研修と同じ内容だった。

詳しく知れてよかったが講義中、寝てしまいそうになった。
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