
実　施　日　：　平成３０年４月１０日・１１日

平成３０年４月１２日・１３日

開催場所　 ：　愛知建設業会館

平成３０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 75

２） そう言われれば、そうだと思う 21

３） そんな重要な産業とは知らなかった 3

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 0

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 未記入 1名

１） 大変参考になった 64

２） ある程度参考になった 34

３） どちらともいえない 2

４） 参考にならなかった 0

74%

21%

3%

2%
0%

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%

34%

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
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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 49

ハ） 参考になる情報が得られた 37

＜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 1

へ） 参考になる情報が得られなかった 0

ト） その他 1 他のマナー研修と違うところがあり混乱した

31%

39%

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

0%

50%

0%

50%

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名

１） 大変参考になった 60

２） ある程度参考になった 38

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 43

ロ） 具体的な事例が多かった 39

ハ） 参考になる情報が得られた 35

37%

33%

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

61%

38%

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 1

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） 75

２） 設計（土木・建築・他） 19

３） 事務（営業・他） 20

４） 建造物（橋・マンション・自宅等） 7

  ＜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。

62%16%

16%

6% 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）

0%0

100%

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 41

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 1

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 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。

人数 未記入 1

１） 大変参考になった 34

２） ある程度参考になった 18

３） どちらともいえない 0

４） 参考にならなかった 0

77%

19%

2%

2%
0%

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

65%

35%

0%
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
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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 23

ロ） 具体的な事例が多かった 28

ハ） 参考になる情報が得られた 18

＜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 0

33%

41%

26%

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

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 31

２） ある程度参考になった 22

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 30

ロ） 具体的な事例が多かった 18

ハ） 参考になる情報が得られた 15

48%

28%

24%

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

58%
42%

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

9



＜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。（複数回答可）

人数

１） 施工（土木・建築・他） 43

２） 設計（土木・建築・他） 14

３） 事務（営業・他） 7

４） 建造物（橋・マンション・自宅等） 5

63%
20%

10%
7%

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%
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

10



  ＜問５＞　このような研修についてご意見をお聞かせ下さい。

・ 7人

・ 3人

・ 3人

・ 3人

・ 2人

・ 2人

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

施工ゲームの内容がおもしろかった

今回の研修を活かして会社でも活躍できるようにしたい

事務職の仕事についてもう少し詳しい話を聞きたかった

マナーについて詳しく知ることができよかった

自分の役割をしっかり理解し、問題文をしっかり読まないといけないと感じた

今後の実務でもしっかりやっていきたい

いろいろな会社の人とグループワークを行うことができ、楽しく研修することができた

施工ゲームは実務をやっているみたいでとても参考になった

良い

まだまだ勉強を頑張らなくてはならないと痛感した

土木について知ることができよかった

座学だけでなくグループワークで行うことで気が抜けることなく受講できた

実践的で身に付きやすい内容だった

点数制のゲームで点数が気になり集中できないところもあった

とてもわかりやすかった（具体例）

大変参考になった（自分の知らないことが多く）、たくさんのことが学べた、役にたった

実際の業務の流れを体験しながら学べたためわかりやすく楽しくできた

グループ全員で協力する大切さを学ぶことが出来た

点数がつくためお互いに争うことができたので、みんなで真剣にやることができてよかった

ホワイトボードの字が後ろの席だと見えなかった

学校とは違い一つ一つの事例等を使用した説明やゲームで実際に体験してみることで分かりやす
い内容だった

社会人としての常識やマナーを教わることができ、これからもこういう研修は開いた方がいい
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・

・

・

・

・

・

全く土木が分からない人向けの話も聞きたかった

少し暑かった

建設機械などの研修をやってほしい

現場写真の研修をやってほしい

作業員と施工管理でそれぞれ特化した研修をやってほしい

研修全体が難しかった
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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 34

２） そう言われれば、そうだと思う 11

３） そんな重要な産業とは知らなかった 2

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 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。

人数

１） 大変参考になった 30

２） ある程度参考になった 16

３） どちらともいえない 2

４） 参考にならなかった 0

71%

23%

4%
2%

0%

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

63%

33%

4% 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
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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 15

ロ） 具体的な事例が多かった 21

ハ） 参考になる情報が得られた 19

＜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 1

へ） 参考になる情報が得られなかった 0

ト） その他 1 他のマナー研修と違うところがあり混乱した

27%

38%

35%

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

0%

50%

0%

50%

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名

１） 大変参考になった 29

２） ある程度参考になった 16

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 13

ロ） 具体的な事例が多かった 21

ハ） 参考になる情報が得られた 20

24%

39%

37%

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

63%

33%

4%

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

65%35%

0%
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

63%

35%

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 1

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。（複数回答可）

人数

１） 施工（土木・建築・他） 32

２） 設計（土木・建築・他） 5

３） 事務（営業・他） 13

４） 建造物（橋・マンション・自宅等） 2

61%
10%

25%

4%

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%0

100%

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。

・ 7人

・ 4人

・ 4人

・ 3人

・ 2人

・ 2人

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

社会人としてのマナーを基本から身につけることができた

参加型で話す時間が多く設けられていたのでよかった

多くの体験ができ充実した研修であったが時間制約のため省略する部分があったので研修に盛り
込んでほしかった

これからあまり経験できないことも経験できたのでよい経験だった

実践があることでからだにも身に付くので、今後同じような状況になったときもすぐ行動できるので
よい経験だった

建築についての基本的な知識を最初から丁寧に教えて頂き、初心者の私でも理解し、身につける
ことができた

社会人での当たり前のことを繰り返すことにより、いつでもできるようにすることで人の印象がよくな
るのでいい研修だった

色々な建設業の新入社員のたくさんの話を聞くことができよかった

参加型なので自分で理解しながらできたのでよかった

グループに分かれて競争するゲーム形式が他社との見積受注時の一般的な受注競争と似てい
て、いい経験だった

グループのよいところをみつけられ、人それぞれいいところがあると思った

他社の人と話し合い、協力、またたわいもない会話で自分へのプレッシャーややる気につながった

建築業界のことを詳しく教えてもらったのでよかった

この先やるだろうことを疑似体験できよかった

建設業界に就職した人達だけの研修会に今まで参加したことがないので周りの人達からとても刺
激をうけた

施工管理に関する演習ゲームにおいて、引き合いから受注・完成までの流れがおおまかに知ること
ができ、とても参考になった

電話対応、名刺交換など特にこれから活かしていきたい（ビジネスマナー）

話を聞くたけでなくゲーム感覚で、からだを動かしながら覚えることにより、とても理解しやすく参考
になることが多かった

はじめて講習を受講したがとても勉強になった

参考になった、ためになった

これからの仕事に活かしたい

マナー講座は他でも受講できるので建設の基本コースの時間を延ばしてほしい
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・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

ビジネスマナー（お辞儀の角度や名刺の渡し方など）細かく丁寧に教えて頂いたのでわかりやす
かった

実際に現場へ行き、具体的なイメージを持てるような研修をやってほしい

座学をもう少し増やしてほしかった

グループで話し合ったりゲームしたり、点数がついて結果が目にみえるので頑張れた

名刺交換の時間をもう少し設けて頂けるとより深い理解ができたかと思う

楽しむことはできたが、以前受講したマナー研修でのマナーとは違い戸惑った

最下位のチームにのみ罰があるのでチーム競争はよくない

長い研修時間のため休憩時間はもう少し長くとるか、時間内に完了できる問題にしてほしい

活躍できずなかなかつらかった

建設事業のはじめからの流れを聞きたかった（アセスから維持管理まで）
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