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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。
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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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◆本 国の研修そのものについて
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集ヽ団活動の進め方 と3つの アンケー ト
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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。
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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。
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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
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「ミーシし7｀ntいた」略.そ均ゼ`嘱(万吟れしたの
「鷲 cよ う卜しい″

◆職場や仕事で学びを実践することを教えてください。

ォフ今∩ろんι多眸 Jが 鷺 4ル したЧ.

◆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。

外国ズだみ、1ル .諾ぬ闊穆Fり 3_

◆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

集ヽ 団活動 の進 め方 と 3つの ンケー

ご協力あ りがとうございました。


