建築施工管理のための
実践力と自主性を学ぶ

新人スキルアップ研修
２０２３年度

現場で通用する
「基礎知識」
と
「自分で考える力」
を養う

「この現場、頼む」
この指示だけで現場を完遂できることが、現場監督育成のゴール。
そのためには、自立することが最重要です。
皆さんの会社でこんな悩みはありませんか？
新人なかなか成長しない…
先輩は忙しすぎて教える時間が…
きちんと教える人材がいない…
施工図などを教える人はいないか…

その課題、新人スキルアップ研修にお任せください
現場で活躍する人材になるためのスタートが「教育」
です。
教えたくても時間がない。教える人材がいない。
そうやって諦め続けてきたのではありませんか？
先輩の忙しく貴重な時間を、
私たちが代わりに教える事で生み出します。

新人教育をしっかりと行えば、新人はしっかりと成長できます。
若手が育ってくれば、
最前線で頑張っている中堅社員に余裕が出るでしょう。
中堅社員に余裕が出れば、
新たな教育をすることもできるでしょう。
その好循環が会社の土台を築くことになり、社内は活性化し、
次の時代を切り開けるのです。

本研修では
1

施工管理の基礎を、
じっくり丁寧に学ぶことができます

2

自ら学び、
自ら考えて行動できる人材へ成長できます

基礎知識が学べ、現場での不安も解消します。
自分で考える社員が育ち、仕事を楽しめるようになります。
長年現場で経験を踏んできた私が、
失敗談を交えてレクチャーしていく。
そんな研修システムです。

今の新人教育に不安を感じるのなら。楽しく仕事をしてほしいのなら。
ぜひ参加をお勧めします。
まだわからない新人だからこそ、丁寧に教えることがファーストステップ。
確実に実践力を底上げし、会社が進化していく事をお約束いたします。

この研修では、
初期教育に必要な自主性と基礎知識を学びます。

新人スキルアップ研修の特徴

自主学習、２週間のフォロー、長期スパンが学びの伴です。

WEEK

1

研修で疑問をしっかり解消！

WEEK

2

演習形式の研修で現場を学ぶ！

長期学習

基本サイクル

研修前に動画で自主学習

事前学習

６か月継続で｢学び｣が習慣化！

研修サイクルの３つのねらい

自分で考え行動できる社員を育てる
自主学習から始まる新しい研修スタイル。
これをレクチャー動画によって実現

自主性

■あき時間を見つける訓練ができる ■疑問を持つ習慣を身に着ける
一人じゃないから
「やらなきゃ」が生まれます。他人の疑問も共有するから気付きが得られます。動
画活用は、好きな時に止めて、戻せて、好きなタイミングで学べるのが強み。それを「自分の意志で
選択」
していくから、習慣化するのです。１週間に１回の研修と、現場を圧迫しない適度な課題。
そこ
に仲間の存在をプラスするから、緊張感をキープできます。９０日で習慣化するという人間のメカ
ニズムを応用し、学ぶクセと自分で考えるクセを自然と身に着けます。

実践的な知識をしっかりと学ぶ
１つの内容につき２週間かけてじっくり進む研修。聞き漏れ、学び漏れを徹底的に防止。

基礎知識

■動画によって均一な教育ができる ■１度で詰め込まないから疑問が間に合う
研修の空間において、誰かの疑問は誰かの学び。質問の価値がわかれば、堂々と質問をする雰囲気
が自然と生まれます。
また動画は何度でも見れ、決して違うことは言わず、
さぼりません。
この均一な
学習をベースにするからこそ、
わからない部分に集中でき、効率的な学びが可能になります。全国の
新人たちと共に、
オンラインならではの不思議な一体感が生まれます。仲間意識と競争意識を刺激
し、積極的な学びを実現します。

「仕事の楽しむ考え方」に触れる
プラス

+

仕事力

施工管理歴17年の講師が、
実際の経験や失敗談を交え、
現場の温度で伝えます。

■仕事に興味をもてる視点を養う ■ポジティブな考え方を失敗談から学ぶ
仕事は、学校とは違い減点法ではありません。失敗から学べることの方が、成功よりも価値がありま
す。実際の現場で、多くの失敗をしてきた経験がある講師だからこそ、新人に伝えることがあります。
決まりきった研修だけじゃなく、
仕事や人生の糧になるエピソードもお話ししていきます。
先輩の失敗談は、後輩の勇気。失敗に臆することなく、新たな挑戦を楽しみ、時代に立ち向かえる社
員を育てる手助けをします。

研修カリキュラム

スキルアップを実感！ゼロから実践へ段階的プログラム
基本クール

1
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10

+仕事力

鉄骨図の見方
サッシ図の見方
ホウレンソウなんてしなくていい・お金は好きですか？ 他

9

SECTION

ネットワーク工程表の読み方

仕事で100点はとるな・嫌われ者の先輩に学ぶ人間の幅 他

8

SECTION

実践を学べる次の３ヵ月！

成長できる現場の歩き方・90日の習慣法則 他

7

SECTION

コンクリート積算の方法
求人倍率とこれからの建設業・日本人の勉強量の恐怖

実践クール

SECTION

基礎伏図の見方
情報は誰かの利益でできている・掘り下げ力を磨け！他

5

SECTION

設計図の見方 〜 構造図
図面って現場のことです・忘れやすい脳の記憶術 他

4

SECTION

設計図の見方 〜 意匠図
最短でデキる監督になるコツ・記憶力を理解し活用せよ 他

3

SECTION

建築工事の全体像
専門用語に触れてみよう・空気の読めない人になれ！他

2

SECTION

基本を学べる最初の３ヵ月！

平面詳細図の見方
僕、労災を起こしました・デキる新人にはならなくていい 他

内装積算の基本
伝える力を身につけろ・明日先輩がいなくなったら 他

※各セクションの質問・疑問へのフォローを優先するため、+仕事力の内容は変更になる場合があります。

日程・定員・当日スケジュール、
受講料

定員制につき、
お早めのお申し込みをお願いします。
新人スキルアップ研修(1〜2年目対象)全6か月
日程
基本受講料
定員

第１期／4月27日〜 10月

5日
第２期／6月16日〜 11月24日
月額 32,000/人
各15名

毎週木曜
毎週金曜

※動画をお持ちでない法人様は、
月額+10,000/人となります。

当日スケジュール

AM9：00〜12：00 3時間

若手学び直し研修(3〜5年目対象)全4か月
日程
基本受講料
定員

11月15日〜 2月 9日
月額 32,000/人
15名

毎週水曜

※動画をお持ちでない法人様は、
月額+10,000/人となります。

AM9:00〜12:00 3時間

当日スケジュール

その他
動画再生アプリについて

研修で必要な資料のご協力について

動画については、Vimeoというサービスを利用しております。
Vimeo

研修の進捗に合わせ、
以下の資料をご準備ください。過去のもので

は、パソコンはもちろん、
タブレットやスマホなどのデバイスでも使

も構いません。

えるアプリがあります。
動画配信サービスとしては世界的に利用さ

・実際に使用している設計図
（意匠図、構造図）

れておりますので、
事前に利用方法はご確認ください。
なお、Vimeo

・実際に使用している施工図
（基礎伏せ図、サッシ図、平面詳細図）

の動画はｍｐ４形式でのダウンロードが可能です。
必要に応じで

・実際に使用している工程表
（ネットワーク工程表推奨）

ご活用ください。

Ｚｏｏｍの活用について

レクチャー動画の取り扱いについて
各研修では、必ずレクチャー動画が必要になります。
すでに研修に

本研修は、すべてＺｏｏｍというオンラインサービスを利用して行
います。
ご使用のパソコンやタブレットなどにあらかじめインストー
ルしていただき、
ご利用方法も事前にご確認ください。

参加したことのある法人様については、
月額の基本受講料のみです

当日のＺｏｏｍ入室について

が、
まだお持ちでない法人様は基本受講料に＋10,000/人となりま
すのでご注意ください。

Ｚｏｏｍの入室のためのＵＲＬおよびルームＩＤ、
パスコードなど

また、
一度配布されたレクチャー動画は法人様への納品となりま

の詳細情報については、
研修日の前日までにご担当者様へＥメール

す。研修以外でも、社内での学びなおし等に広くご活用ください。
た

にて送付いたします。
受講生への周知についてご協力をお願いいた

だし、
社外への持ち出しについては著作権上禁止になりますので、

します。

お取り扱いには十分ご注意願います。

動画、資料の配布について
レクチャー動画や研修で使う資料については、
研修の進捗に合わ

通信トラブルの防止について

まずは安定した通信環境を確保してご参加ください。
万が一「入室
できない」
「音声が聞こえない」
などのトラブルを防止するため、
研

せて、
必要な分を前日までにEメールにて配布いたします。
原則とし

修開始時間よりも１５分前にご入室いただけますようお願いいた

てご担当者様への送付となりますので、
受講生へのご対応はお願

します。準備が整い次第順番に接続を確認しながら入室いただき

いいたします。

ますので、
お待ちください。

講師紹介
武田 祐樹 （たけだ ひろき）
PROFILE

●1981年生まれ 北海道在住
●平成15年 建築系国立大学卒業以来、建築現場監督歴17年
●平成17年 一級建築施工管理技士を取得
●平成27年 一級建築士を取得
●平成28年 一級土木施工管理技士を取得
●令和 2年 起業独立
総合建設業に１７年在職し、官民問わず数多くの実績を積む。
現場所長歴１１年
中小企業デジタル化応援隊事業(中小企業庁)のIT専門家
YouTubeチャンネル：
「建設業を持ち上げるＴＶ」
運営

受講生・担当者の声

本研修を受講された新人の方、
人事ご担当者様から、
評価の声をいただいています。
受講生

動画や実際に使われている図面を用いての学習なので、
とてもわかりやすく有意義な研修でした。１年

（1年目男性） 目でわからないことだらけだったが、
図面の見方や現場に出る際の心構え等を知ることができてとても

良かったと思います。
来年以降の新入社員にも勧めたいなと思います。

受講生

研修を受ける前には現場の事を漠然と見ていましたが、研修を受けて現場の事を考えながら行動をす

（2年目男性） ることができるようになりました。
事前に動画を見てある程度理解してから研修を受けられるので、
わか

らないことを聞けるスタイルが非常に良かったと思います。

受講生

とても楽しい研修でした。
研修を通し他の子ともコミュニケーションが取れた点が良かったです。
輪が広

（2年目女性） がるといった意味でも対面ではできないリモートならではの研修になると思いました。

受講生

受講生（1年目男性）
：また外部の方だからこそ、上司と違った目線から指導していただくことができたの

（1年目男性） かなと思います。
図面の見方から社会人としてのマナーまで幅広いことまで教えていただきありがとう

ございました。
これからも頑張りたいと思います。
今回初めての実施となり顕著な結果は見えておりませんが、
図面へ向かう気持ちの難易度は下がってい

教育・人事 ると感じます。図面ありきの建設業では、図面の読み描きができなければ仕事への取り組み方が難しいと
担当者様 感じます。読み方が少しでも理解できれば、成長のスピードも早くなるのではと期待しています。武田さん
が生徒に集中して向き合ってくださるので、
安心できることが私にとっては大きかったです。

お問い合わせ先

お気軽にお問い合わせください。
新人スキルアップ研修WEBページより、
必要事項をご記入の上お問い合わせください。
近日中に担当よりご
連絡させていただきます。尚、一度Zoomにて面談を行いたいと思います。場合により電話でも対応してお
りますので、
一度お問い合わせください。
QRコードからアクセスお願いいたします。

https://ht-raiseplan.com/new-employee-training/
info@ht-raiseplan.com
担当：武田まで

