
2014+5E30E

5S活動のポイン トと社内展開のしかたセ ミナーアンケー

会社名 ″…    ^   お名前 イ ' ―

本 日はご参加いただきあ りが とうございま した。

セ ミナーの有効性評価及びよ り良いセ ミナーになるよ うにアンケー トにご協力 ください。

◆研修で得 られた気づきや学びについて

「5Sと は何か?J「整理、整頓のポイントと事例J「 5S活動を導入する5つのステップ

とポイントJ「業務 5Sカイゼン活動の実践Jな ど
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◆現在、職場や仕事で困られていることを具体的に教えて くだ さいは
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0本 日の研修そのものについて

ピ大変役に立つ □役に立つ □ふつ う □役に立たない □まったく役に立たない

◆ ご要望/そ の他
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5S活動のポイン トと社内展開の しかたセ ミナーアンケー ト
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本 日はご参加いただきあ りが とうございま した。

セ ミナーの有効性評価及び より良いセ ミナーになるよ うにアンケー トにご協力 ください。

◆研修で得 られた気づ きや学びについて

「5Sと は何か?J「整理、整頓のポイントと事例」「5S活動を導入する5つのステップ

とポイント」「業務 5Sカイゼン活動の実践」など

由〈慶役に立つ □役に立つ □ふつ う □役に立たない □まったく役に立たない
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◆職場において実践 したいこと
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◆現在、職場や仕事で困られていることを具体的に教えてください。
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◆本 日の研修そのものについて

◆ご要望 その他
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ご協力あ りが とうございま した。
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本 日はご参加いただきあ りがとうございま した。

セ ミナーの有効性評価及びより良いセ ミナーになるようにアンケー トにご協力ください。

◆研修で得 られた気づきや学びについて

「5Sと は何か
'」

「整理、整頓のポイントと事例J「 5S活動を導入する5つのステップ

とポイントJ「業務 5Sカイゼン活動の実践Jな ど

◆職場において実践 したいこと
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◆現在、職場壁生事で困られていることを具体的に教えてください。
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◆本国の研修そのものについて

しく変役に立つ □役に立つ □ふつう □役に立たない □まつたく役に立たない

◆ご要望/そ の他

ご協力あ りが とうございま した。
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本 日はご参加いただきありがとうございました。

セ ミナーの有効性評価及びより良いセ ミナーになるようにアンケー トにご協力ください。

◆研修で得 られた気づきや学びについて

「5Sと は何か?J「整理、整頓のポイントと事例J「 5S活動を導入する5つのステップ

とポイントJ「業務5Sカイゼン活動の実践Jな ど
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◆職場 において実践 したい こと
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◆現在、職場や仕事で困 られていることを具体的に教えてください。
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0本 日の研修そのものについて

□大変役に立つ □役に立つ □ふつ う □役に立たない □まったく役に立たない

◆ご要望/そ の他

ご協力ありがとうございました。
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本 日はご参加いただきあ りが とうございま した。

セ ミナーの有効性評価及び より良いセ ミナーになるよ うにアンケー トにご協力 くだ さい。

◆研修で得 られた気づ きや学びについて

「5Sと は何か?J「整理、整頓のポイントと事例」「5S活動を導入する5つのステップ

とポイン トJ「業務 5Sカイゼン活動の実践Jな ど
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◆現在、職場や仕事で困られていることを具体的に教えてください。
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◆本 日の研修そのものについて

口矢変役に立つ □役に立つ □ふつ う □役に立たない □まったく役に立たない

◆ ご要望/そ の他

ご協力ありがとうございました。
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本 日はご参加いただきあ りが とうございま した。

セ ミナーの有効性評価及び より良いセ ミナーになるよ うにアンケー トにご協力 ください。

◆研修で得 られた気づ きや学びについて

「5Sと は何か?J「整理、整頓のポイントと事例J「 5S活動を導入する5つのステップ

とポイントJ「業務 5Sカイゼン活動の実践Jな ど
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◆現在、職場や仕事で困 られていることを具体的に教えて ください。

◆本 日の研修その 1)の について
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◆ご要望/そ の他

ご協力ありがとうございま した。
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本 日はご参加いただきあ りが とうございま した。

セ ミナーの有効性評価及びよ り良いセ ミナーになるよ うにアンケー トにご協力ください。

◆研修で得 られた気づきや学びについて

「5Sと は何か?J「整理、整頓のポイントと事例J「 5S活動を導入する5つのステップ

とポイントJ「業務5Sカイゼン活動の実践」など
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◆現在、職場や仕事で困られていることを具体的に教えてください。
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◆本 日の研修そのものについて

け大変役に立つ □役に立つ □ふつう □役に立たない □まつたく役に立たない

◆ ご要望/そ の他

ご協力あ りが とうございま した。
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本 日はご参カロいただきありがとうございました。

セ ミナーの有効性評価及びより良いセ ミナーになるようにアンケー トにご協力ください。

◆研修で得 られた気づきや学びについて

「5Sと は何か?J「整理、整頓のポイントと事例」「5S活動を導入する5つのステップ

とポイントJ「業務5Sカイゼン活動の実践」など

ケノヘρ=ム プくノ ヽヽク∠ん方

◆職場において実践 したいこと

丁ャリltく ヽヽうt亨 し″ノゼる(あ
`」

しぃク
4 +; v 4 ile?K t-u 1z^i.<" <-

◆現在、職場や仕事で困られていることを具体的に教えてください。

(1r. . 's,, f.A". r|flltp & $i-r 14,?, /\t1,,

◆本 日の研修そのものについて

げ矢変役に立つ □役に立つ □ふつ う □役に立たない □まったく役に立たない

◆ご要望/そ の他

ご協力あ りがとうございました。
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本 日はご参加いただきあ りが とうございま した。

セ ミナーの有効性評価及び より良いセ ミナーになるよ うにアンケー トにご協力 ください。

◆研修で得 られた気づきや学びについて

「5Sと は何か ?」 「整理、整頓のポイントと事例J「 5S活動を導入する5つのステップ

とポイントJ「業務 5Sカイゼン活動の実践Jな ど
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◆現在、職場や仕事で困られていることを具体的に教えて くだ さい。
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◆本 日の研修そのものについて

ピ矢変役に立つ □役に立つ □ぶつ う □役に立たない □まったく役に立たない

◆ご要望/そ の他
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ご協力ありがとうございました。
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本 日はご参加いただきあ りが とうございま した。

セ ミナーの有効性評価及びよ り良いセ ミナーになるよ うにアンケー トにご協力 ください。

◆研修で得 られた気づきや学びについて

「5Sと は何か ?」 「整理、整頓のポイントと事例J「 5S活動を導入する5つのステップ

とポイントJ「業務 5Sカイゼン活動の実践Jな ど
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◆現在、職場や仕事で困られていることを具体的に教えてください。

◆本 国の研修そのものについて

ピ大変役に立つ □役に立つ □ふつ う □役に立たない □まったく役に立たない

◆ご要望/そ の他
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ご協力あ りが とうございま した。
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本 日はご参加いただきあ りが とうございま した。

セ ミナーの有効性評価及び より良いセ ミナーになるよ うにアンケー トにご協力 ください。

◆研修で得 られた気づきや学びについて

「5Sと は何か ?」 「整理、整頓のポイントと事例」「5S活動を導入する5つのステップ

とポイントJ「業務 5Sカ イゼン活動の実践Jな ど

◆職場において実践 したいこと
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◆本 日の研修その ものについて

□大変役に立つ □役に立つ □ふつ う □役に立たない □まった く役に立たない

◆ご要望/そ の他

ご協力あ りがとうございま した。
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本 日はご参加いただきあ りが とうございま した。

セ ミナーの有効性評価及びより良いセ ミナーになるよ うにアンケー トにご協力 くだ さい。

◆研修で得 られた気づきや学びについて

「5Sと は何か?J「整理、整頓のポイントと事例J「 5S活動を導入する5つのステップ

とポイント」「業務5Sカイゼン活動の実践Jな ど

◆職場において実践 したいこと
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◆現在、職場や仕事で困られていることを具体的に教えてください。
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◆本日の研修そのものについて

□大変役に立つ И役に立つ □ふつう □役に立たない □まったく役に立たない

◆ ご要望/そ の他

ご協力あ りが とうございま した。
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本 日はご参加いただきあ りが とうございま した。

セ ミナーの有効性評価及びより良いセ ミナーになるようにアンケー トにご協力 ください。

◆研修で得 られた気づきや学びについて

「5Sと は何か?J「整理、整頓のポイントと事例J「 5S活動を導入する5つのステップ

とポイントJ「業務 5Sカ イゼン活動の実践Jな ど

み4劣 十、
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◆現在、職場や仕事で困られていることを具体的に教えてください。
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◆ご要望/そ の他

ご協力あ りが とうございま した。



5S活動のポイントと社内展開のしかたセミナーアンケー

本 日はご参カロいただきあ りが とうございま した。

セ ミナーの有効性評価及びより良いセ ミナーになるよ うにアンケー トにご協力 くだ さい。

◆研修で得 られた気づきや学びについて

「5Sと は何か?J「整理、整頓のポイントと事例」「5S活動を導入する5つのステップ
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本 日はご参加いただきあ りが とうございま した。

セ ミナーの有効性評価及びよ り良いセ ミナーになるよ うにアンケー トにご協力 ください。

◆研修で得 られた気づ きや学びについて

「5Sと は何か?J「整理、整頓のポイントと事例J「 5S活動を導入する5つのステップ

とポイントJ「業務 5Sカイゼン活動の実践Jな ど
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◆現在、職場や仕事で困 られていることを具体的に教えて ください。
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◆ご要望/そ の他

ご協力ありがとうございま した。
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本 日はご参加いただきあ りが とうございま した。

セ ミナーの有効性評価及び より良いセ ミナーになるよ うにアンケー トにご協力 ください。

◆研修で得 られた気づきや学びについて

「5Sと は何か ?」 「整理、整頓のポイントと事例J「 5S活動を導入する5つのステップ

とポイントJ「業l.k5Sカ イゼン活動の実践Jな ど

55か つてmゃヵラジ静́洗ηづ
ヾ
之∠争6などヽχl)、ットづ

・
れ多′

◆職場において実践 したいこと

◆本 日の研修そのものについて

□大変役に立つ 口役に立つ □ふつ う □役に立たない □まったく役に立たない
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◆現在、職場や仕事で困られていることを具体的に教えてください。
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◆ご要望/そ の他

ご協力ありがとうございました。
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本 日はご参加いただきあ りが とうございま した。

セ ミナーの有効性評価及び より良いセ ミナーになるよ うにアンケー トにご協力ください。

◆研修で得 られた気づきや学びについて

15Sと は何か ?」 「整理 整頓のポイントと事例J「 5S活動を導入する5つのステップ
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◆現在、職場や仕事で困られていることを具体的に教えて くだ さい。
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◆本 日のOT修その 1)の について

□大変役に立つ 回役に立つ □ふつ う □役に立たない □まったく役に立たない

◆ご要望/そ の他

ご協力ありがとうございました。
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