
参加者数 162 名
アンケート回収 77 枚 回収率 47.5 ％

1．セミナーのご感想をお聞かせください。

よかった 概ねよかった 普通 あまりよくなかった よくなかった 合計

回答数 64 7 4 0 0 75 無記入2

割合 85.3% 9.3% 5.4% 0.0% 0.0% 100% ％

２．業種団体の説明のご感想をお聞かせください。

よかった 概ねよかった 普通 あまりよくなかった よくなかった 合計

回答数 59 7 9 2 0 77 無記入0

割合 76.6% 9.1% 11.7% 2.6% 0.0% 100% ％

３．企業ブースのご感想をお聞かせください。

よかった 概ねよかった 普通 あまりよくなかった よくなかった 合計

回答数 59 4 7 0 0 70 無記入7

割合 84.3% 5.7% 10.0% 0.0% 0.0% 100% ％

４．何社の企業ブースを訪問しましたか。

０社 １～２社 ３～５社 ６社以上 合計

回答数 5 43 25 1 74 無記入3

割合 6.8% 58.1% 33.8% 1.3% 100% ％

５．本日参加して、建設業で働いてみたいと思いましたか？

はい どちらともいえない いいえ 合計

回答数 63 12 1 76 無記入1

割合 82.9% 15.8% 1.3% 100% ％

６．建設業で働きたいと思った理由をお聞かせください。（３つまでお選びください。）

将来性 安定性 イメージ 環境 仕事内容 収入

回答数 29 16 9 11 37 16

割合 15.6% 8.6% 4.8% 5.9% 19.9% 8.6%

勤務地 休暇・労働時間 やりがい その他 合計

回答数 8 7 53 0 186 無記入4

割合 4.3% 3.8% 28.5% 0.0% 100% ％

７．あなたご自身について。
大学・専門学生
（本年度卒業）

大学・専門学生
（次年度卒業） 高校３年生 高校１・２年生 一般 合計

回答数 1 1 45 30 0 77 無記入0

割合 1.3% 1.3% 58.4% 39.0% 0.0% 100% ％

ご意見・ご感想をご自由にお書きください。
※別紙参照

（よかった点・よくなかった点） ※別紙参照
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（よかった点・よくなかった点） ※別紙参照

（よかった点・よくなかった点） ※別紙参照

（よかった点・よくなかった点） ※別紙参照



設問１ セミナーのご感想をお聞かせください。（よかった点・よくなかった点） 《学生・生徒等用》

いろいろな企業があり、希望の企業の話も聞けたのでよかったです。

楽しかった。いろいろなことを聞けてよかった。

建設業とは何なのかがわかり易く、とても勉強になりました。

今、勉強すべきことが分かった。ただ、長かった。

分からなかったことが知れてよかった。少し長かった。

今後の進路についてとても役立つものだった。

色々な話を聞くことができて良かった。

ていねいに説明してくれてよかった。

進学する際の参考になった。

内容がとてもわかりやすかった。

いろんな会社があった。

若手が必要だと思った。

建設業のイメージを改めて感じることができた。

お世話になった人の話を聞けたこと。

短い時間の中で、要点がしっかりまとめられた話が聞けたこと。

ポイントをしっかりとおさえた話が聞けたこと。

知らなかったことがわかった。

とてもわかりやすかった。

種類が少なかった。

優しくいろいろな事を教えてくれた。

いろいろな体験談を教えてもらった。

不在だったのでコメントできない。

わかりやすかった。

とても詳しく教えてくれた。

会社のことを詳しく聞けた。

分かりやすい説明のおかげで会社概要がよくわかった。

分かりやすい所や細かく説明していた所がよかった。

様々な仕事内容のことが聞けてよかった。

細かい説明と資料を使ってくれたことがよかった。

自分にあった場所を見つけることができた。

詳しいことをいろいろ知れてよかった。

わかりやすかった。。

学校では習わない事を多く知ることができた。

各企業の説明がわかりやすかった。

色々な話が聞けたのでいいと思った。

情報不足、知識が少ないが、分かりやすく短時間で多く理解できた。

様々な先輩方や企業の話を聞かせてもらうことができてとても参考になったし、貴重な体験ができた。

多くの企業がいて色々な話が聞けた。

建設業について詳しく知れたことがよかった。

実体験など高校生にもわかりやすい内容だった。

様々な企業の活動が知れてよかった。

生徒にもわかりやすい説明、興味のもてるお話がいただけて良かったです。

細かく説明してもらえて、各企業に興味がわきました。

途中参加だったので判断は難しい。

色々な詳しい話が聞けて参考になった。

話を聞いて知らなこったことなど知ることができた。



設問２ 業種団体の説明のご感想をお聞かせください。（よかった点・よくなかった点） 《学生・生徒等用》

詳しく話をして下さり、現場の写真を見せていただいたのでわかりやすかったです。

もっと説明を聞きたかったです。

いろいろな団体があり今まで知らなかった団体の話を聞いたことで、建物は様々なものが必要なのだと改めてわかりました。

集中力が途切れてしまい疲れた。

勉強になった。疲れた。

わかりやすくご説明下さったことろ。

とてもわかりやすかったです。

スムーズにいってよかった。

設計を学ぶうえでの参考になった。

知らない話がたくさん聞けたのでよかった。

詳しく聞かせてもらえた。

気になっている会社に意見を出せた。

その職で大切にしてある点やアドバイスをもらえたこと。

気になっている会社にいろいろ聞けたこと。

普段聞くことのできない話が聞けてよかった。

学校ではわからないことなどが詳しく説明されていたこと。

それぞれの役割がよくわかった。

詳しいことまで聞けてよかった。

色々な業種がよくわかった。

ていねいに教えてくれてよかった。

何をしているか、何が必要かを教えてくれた。

別の旅行の話が入ったがよい話が聞けた。

説明がとてもよかった。

理解できた。

話の内容は良かったが、途中で旅行の話が入ったのが残念。

内容をわかりやすく説明してくれた所がよかった。

最初はよく分からなくても聞いていくうちに分かってきた。

分かりやすかったが、時間が長かった。

話が分かりやすくよかった。

業種１説明がよかった。

いろいろな企業のことを聞けてよかった。

声が小さい。

測量会社がよくわかった。

様々な業種の説明・アドバイス等が聞けてよかった。

少々わからない部分もあった。

細かい視点から話をしてもらえた。

スタート地点は一緒、失敗してもいいと言ってくれた。

仕事内容がわかってよかった。

仕事の内容がわかりやすかったです。

とてもわかりやすく、聞きやすかった。

建築以外の専門的なことが聞けてよかった。

雪害などの災害などの時に、一番最初に建設業が動くというのを初めて知った。



設問３ 企業ブースのご感想をお聞かせください。（よかった点・よくなかった点） 《学生・生徒等用》

たくさんあって、分かりやすく説明してくださったのでとてもよかったです。

もっと聞きたかったです。

企業についてとてもわかりやすい説明をしていただいたので良かったです。

聞きたいことをコンパクトに聞けた。

色々なことを知ることができた。

大切なところをおさえていた。

企業の詳しい内容を聞くことができてよかった。

詳しく説明してくれてよかった。

数多くのブースがあり、とても充実していて話がわかりやすかった。

話しやすかった。

それぞれの企業の重要な点が分かった。

小さいグループに分かれているので訪ねやすかった。

質問にていねいにわかりやすく答えてくれた。

こちらの聞きたいことに丁寧にこたえてもらえたことがよかった。

最高でした。

いろいろな企業があってよかったです。

悪い印象だけではなかった。

常に丁寧に教えてくれた。

いろいろためになったと思う。

内容がわかりやすく、資料がよかったです。

話やすかった。

企業ごとの良い話が聞けてよかった。

話を聞いてわかったこともあった。

優しく接してくれた所がよかったです。

多くの各業者さんからの貴重なアドバイス・相談をすることができた。

さらにその社会のことがわかった

自分のやりたい仕事が見つかった。

特長が良くわかった。

たくさん知れてよかった。

特にない。

企業名も分からなかったので、目に映った会社に聞きに行ったが、資格は特にいらないと聞き安心した。

２～３人で話ができたので、質問もしやすかった。

興味のあった企業の話が聞けてよかった。とても参考になった。

沢山きていた。

女性の仕事について心配なことも聞けた。

自分が今まで知らなかった業種について詳しく知ることができた。

今まで知らなかった企業の良い所がわかった。

企業ごとの仕事がわかって参考になった。

資料を用いてもらい、わかりやすかった。

とても自分の興味をひき、わかりやすくとても楽しく理解できた。

自分の知らない世界を知れた。

いろいろな仕事内容を知ることができてよかった。



設問５ 本日参加して、建設業で働いてみたいと思いましたか？（理由） 《学生・生徒等用》

3K・4Kという話があったが、私は5K（＋カッコいい）がふさわしいと思う。

土木科なので働いてみたいとは思わない。

将来性や安定性が良いから。

とてもやりがいのある仕事だと思ったから。

興味があるため働いてみたい。

大変そうだが楽しそうだと思ったから。

とてもやりがいがありそうだったから。

自分にあった場所が見つけられた。

自分にあっていた。

今までより強く働きたい。

将来性が楽しみ。

まだ、自分のしたい事がわからない。

やりがいがあると感じた。

昔からなのでよくわからない。

土木か建設どっちが良いかまでは明確でない。

大変なところもあるが、とてもやりがいがあるから働いてみたい。

楽しそう。

参加前から働きたいと思っていた。

ずっと夢だったから、今日話を聞いてもっと働きたいと思った。

つくったものが地図に残るから働いてみたい。

女性も建設業に進出してきていると聞いたので働いてみたい。

高卒で働くことが不安だったけど、考え方がかわった。

幅広くいろんなことをやっていて、おもしろそうだった。

悩み中なのでよく考えたい。

中村建設さんの話を聞いてとても興味がわいた。

面白そうだから働いてみたい。

やりがいなどを感じてみたいと思った。

細かな作業内容を聞くことができてよかった。

土木で働きたい。

元から働きたいと思っていたのもありますが、さらに興味がわいてきました。

元々建設業で働きたいと思っていた。

大変そうだがやりがいがあるから働いてみたい。

やりがいが形に残ることろがいいと思う。

様々な話を聞いて、建築はいいと思った。

やりがいがあるし、収入もよいから。

あらためてやりたいという気持ちが増した。

父が建設業の仕事をしているので。

いろいろ話が聞けたから。

楽しそうだし、やりがい達成感がありそうだから。

身近な生活をつくっていけるから。

筋肉が付くから働いてみたい。

将来、何の仕事に就きたいかわからないのでどちらともいえない。

将来性と魅力を感じられた。

絶対楽しいと思いました。

とてもためになった。

まだどの企業にするか決まっていないからどちらともいえない。

いいとこだと思った。

まだ、いろんな職種を探しているからどちらともいえない。
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設問５ 本日参加して、建設業で働いてみたいと思いましたか？（理由） 《学生・生徒等用》

興味をもった。

とても楽しそうだった。
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ご意見・ご感想をご自由にお書きください。 《学生・生徒等用》

もっと聞きたかった。

とても内容の濃い時間を過ごせました。次回も出来たら参加したいです。

良いことを聞けた。

やっぱり建築はいいと思いました。

またこのような機会を作ってください。

将来の役にたった。

特にありません。

また、このような機会が設けられれば、もっと若者達が建築業に興味をもつと思う。

僕ら学生にとても親切に丁寧に話していただきとても自分たちのためになりました。

とても楽しかったです。

たくさんの企業があり勉強になったと思う。

今回こういう説明会、セミナーに初めて来れたので良い体験ができた。

とてもためになったと思う。

とても親切でよかった。

次回また来ます。

建築の未来は明るいと改めてわかった。

建築の知らなかったことを聞いて、働きたいと思った。

建設業について知れたことがたくさんありました。誠にありがとうございました。

とてもいい体験ができたと思う。

非常に参考になった。

ためになった。

来年もやってほしい。

自分の将来のために考えることができた。

またあったら来たい。

周りに工業高校の生徒が多い分、やや不利な職かと思いました。

とてもためになりました。ありがとうございました。

各企業、ていねいな説明でよかったです。来年の進路決定の参考にしたいです。

またこういう機会がほしいです。

高校卒業後は就職したいと思っていて、いろいろなことをしれてよかった。また、聞いたりしてみたい。


