
2012年 6月

Jヽ集団活動の進め方 と3つの アンケー ト

お名前

本 日はご参カロいただきありがとうございました。

研修の有効性評価及びより良い研修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

「小集団活動とは何か ?なぜ良いのか」「ミーティングのしかたJ「 QCス トーリーによる問題解決」
「パレー ト図」「特性要因図」「なぜなぜ分析」「10年で 2倍ポジシヨンに差がつく「主体的な」思

考法」など
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◆職場や仕事で学びを実践することを教えてください。
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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。

啓t4峯薇尋彙理 |・ )ぼ の鉾1業だ‐よ…2-毎 ヽ`

◆本 国の研修そのものについて

ピ矢変役 に立つ □役 に立つ □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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