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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

「チャレンジ課題のふりかえりJ「付加価値を入れるスキルJ「清掃のポイント」「カイゼン活動の取

り組み方J「活動の統合」「カイゼンミーティングのステップJ「組織連携～相乗効果のステップ」

「聴く～共感J「質問J「スピーチのスキル」など

Ittiヽ ヵttto Si C)■ 1‐い

メ‐カート`(ヽ¬ヽ■
`じ

、■|ザ亀

◆職場において実践 したいこと

ハイゝ 、1,電 卜■、、t嗜 い`,1,ナリ・ い 上 ド 喘「
史諄 て丼 L:。
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◆本 国の研修そのものについて

己大変役に立つ □役に立つ □役に立たない □まつたく役に立たない

◆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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◆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 □役に立つ □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。

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

「チャレンジ課題のふりかえりJ「付加価値を入れるスキル」「清掃のポイント」「カイゼン活動の取

り組み方」「活動の統合J「カイゼンミーテイングのステップ」「組織連携～相乗効果のステップJ

「聴く～共感」「質問」「スピーチのスキル」など

や花り,源ヽ́雪孝t畦 2ゃ咳ぃ由嚇C2■毅

●3苺八嵌幕牛。

◆職場において実践 したいこと

嫌  

「
毛・ Z看OR｀はCヌ 7済よ る`日̂列 う.

瞬洋 ■八しtaと思ぃ●ら。

◆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

白ズ変役に立つ □役に立つ □役に立たない □まつたく役に立たない

ご協力ありがとうございました。
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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 圏役に立つ □役に立たない □まったく役に立たない
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ご協力ありがとうございま した。



2014年 3月 15日

「チームによるカイゼン活動を支援できる」管理職のスキル

ンケー

会社名・所属 _ 職番_ 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

「チャレンジ課題のふりかえりJ「付加価値を入れるスキルJ「清掃のポイント」「カイゼン活動の取
り組み方」「活動の統合」「カイゼンミーティングのステップJ「組織連携～相乗効果のステップJ

「聴く～共感J「質問」「スピーチのスキル」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 』役 に立つ □役に立たない □まったく役に立たない

燈 `τ
み|夕てノレ́  `リスとのダFヤマ球ク/シ「

″多しじtバリグクセてい解りやケしパピふ‰

´，
　

一

´

ご協力あ りがとうございま した。


