
2016左
「

5月

 ヽ        :′    ′:′ 、

お名前 ¬ /ο  /フ  l′
l所属       i

本 国はご参加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?。 問題解決ステップ 。管理職の支援スキルなど
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◆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

ピ失変役に立つ □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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Jヽ集団活動 と管理職の役割研修 1回 ロ アンケー

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。

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?。 問題解決ステップ・管理職の支援スキルなど
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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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◆本 国の研修そのものについて

ゴ集変役に立つ □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

¨
レ

ヽ

″／́
際
「「ンフ

ヽ
「
ン

■
χ

ヽ

っ（
復

考; A,l

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。

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?。 問題解決ステップ・管理職の支援スキルなど
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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。

。Vモ
1、 iヽ1'f・

11メ 11、 ん夕ヾ
`じ

,1,嘔:'|イ .I: れたなく
｀
ど)ti‐十illメ

|、
|:サ

｀`(

3,電 性へ■-41り撼′)2角 上
`郵

∫″＼バ潤麺之7レあ♂_

、、小 lし

◆本 国の研修そのものについて

□大変役に立つ ビ役に立つ □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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本 日はご参力日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?。 問題解決ステップ・管理職の支援スキルなど
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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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◆本 日の研修そのものについて

ピ大変役に立つ □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

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。

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?・ 問題解決ステップ。管理職の支援スキルなど
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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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◆本 国の研修そのものについて

□大変役に立つ U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

ご協力ありがとうございました。
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本 国はご参力日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?・ 問題解決ステップ 。管理職の支援スキルなど
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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

□大変役に立つ 」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

ご協力ありがとうございました。
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所属 _ お名前

本日はご参加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?・ 問題解決ステップ・管理職の支援スキルなど
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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。

◆本 日の研修そのものについて

□大変役に立つ 由役に立つ □役に立たない □まったく役に立たない

◆ご要望/そ の他

ご協力ありがとうございました。
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集ヽ団活動 と管理職の役割研修 1回 ロ アンケー ト

所属               お名前

本 日はご参加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?・ 問題解決ステップ。管理職の支援スキルなど

じイ壼Iラ ー資イ|卜 し
7‐ ィ,り た夫吹し、ヌ哄りk^・ 7J(7レ

→ 紫淮 し■に し 美t,i期 q記録 tと ,マ 為
｀
く」 このイ神 lF幕ぃ大切てЙヽ

'れ

争膨 !浮 れ 酔 .

畔秘1渚 いマ ギti夕 の内ぶ、ぅぃマ餞マドノじイス:バ果臓フtt7 ιJあ う、 |コ ,7‐ うさとモ軍誌(771｀ /ヽ
‐
イスト

寸ちしいヽ卜女キな毎イ
17トマAや ■いし)もうb

◆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 ご役に立つ □役に立たない □まったく役に立たない

◆ご要望/その他

ご協力ありがとうございました。


