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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

「品質方針、環境方針を周知させるにはJ「 日標推進 2つの方策J「 こんなスキルマップでは役に立

たないJ「営業不在の顧客関連プロセスJな ど
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2013年 10月 10日
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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

田大変役に立つ □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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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
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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
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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。
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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。
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□大変役に立つ 幽後 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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◆現奎二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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