
2014年 2月 14日

コーチング型リーダーのスキルと思考法セミナーアンケー ト

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

「短期間にメンパーの信頼を得るJ「 ほう れん そうを3倍に増やすJ「 チーム連携の思考法」「ピ

ンチをチャンスに変える思考法」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
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◆ご要望/そ の他
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