
2014年 4月 5日

「チームによるカイゼン活動を支援できる」リーダーのスキルと考え

所属   レッ ′ ―       ぉ名前  
´
レタ 十 _

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

「5S/見 える化/KY/カ イゼン活動とその目的J「業務改善2つの視点 (正味作業と付帯作業)J「整理・
整頓・清掃のポイントと事例J「物事を深堀りする 5回のなぜJ「 リーダーの主体的な考え方J

「リーダーの信頼づくりのスキル」「聴くスキル」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

ぜ箋変役に立つ □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

カン

ご協力ありがとうございま した。



2014年 4月 5日

キルと考え方

所属 お名前

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

「5S/見える化/KY/カ イゼン活動とその目的」「業務改善 2つの視点 (正味作業と付帯作業)」
「整理・

整頓・清掃のポイントと事例」「物事を深堀りする 5回のなぜJ「 リーダーの主体的な考え方J「リーダーの信頼づくりのスキル」「聴くスキルJ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。
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◆本 日の研修そのものについて

И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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2014年 4月 5日

「チームによるカイゼン活動を支援できる」リーダーのスキルと考え

ンケー ト

所属  ～ ′、4、0■ ,Jヽ ビ、_  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

「5S/見 える化/KY/カ イゼン活動とその目的」「業務改善2つの視点 (正味作業と付帯作業)」
「整理

整頓・清掃のポイントと事例J「物事を深堀りする 5回 のなぜ」「リーダーの主体的な考え方」
―

「リーダーの信頼づくりのスキルJ「聴くスキル」など
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◆本 日の研修そのものについて

田大変役に立つ □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。



2014年 4月 5日

「チームによるカイゼン活動を支援できる」 リーダーのスキル と考え

所属    、́  ― l     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

「5S/見える化/KY/カ イゼン活動とその目的」「業務改善 2つの視点 (正味作業と付帯作業)J「整理

整頓・清掃のポイントと事例J「 物事を深堀りする 5回 のなぜ」「リーダーの主体的な考え方J
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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

ご美変役に立つ □役に立つ □役に立たない □まった く役に立たれ ヽ

◆ご要望/そ の他

ご協力あ りがとうございました。



2014年 4月 5日

「チームによるカイゼン活動を支援できる」リーダーのスキルと
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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

「5S/見える化/KY/カ イゼン活動とその目的J「業務改善 2つの視点 (正味作業と付帯作業)J「整理・

整頓・清掃のポイン トと事例J「物事を深堀りする 5回 のなぜJ「 リーダーの主体的な考え方J
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◆本日の研修そのものについて

由矢変役に立つ □役に立つ □役に立たない

◆ご要望/その他

□まったく役に立たない

ご協力あ りが とうございま した。
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を支援できる」リーダーのスキルと考え

所属  __― ′′t /′    _  お名前 ―一 ―、 ´ ■ヽ、

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

「5S/見 える化/KY/カ イゼン活動とその目的J「業務改善 2つの視点 (正味作業と付帯作業)」
「整理

整頓・清掃のポイン トと事例J「物事を深堀 りする 5回 のなぜJ「 リーダーの主体的な考え方J

「リーダーの信頼づくりのスキル」「聴くスキル」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。
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◆本 日の研修そのものについて

z矢変役に立つ □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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2014年 4月 5日

「チームによるカイゼン活動を支援できる」リーダーのスキルと考え

所属  ,メ 伴   Ⅲ
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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

「5Sノ見える化/KY/カ イゼン活動とその目的J「業務改善 2つの視点 (正味作業と付帯作業)J「整理・
整頓・清掃のポイン トと事例J「物事を深堀りする 5回のなぜJ「 リーダーの主体的な考え方J

「リーダーの信頼づくりのスキルJ「聴くスキルJ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。

こ:.111ノ〔
‐
4`ダ :ち 11り tら 、ち

"ィ
ハ菫■ヽザ

:n管 、111 ■41、 ■,た  o'中 千,'‐ 泄
=tlイ

オ,フ く

◆本 日の研修そのものについて

出大変役に立つ □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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お名前   ′.′  ｀' _ .所属      _

本 日はご参加いただきあ りがとうござし、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

「5S/見える化/KY/カ イゼン活動とその目的J「業務改善2つの視点 (正味作業と付帯作業)J「整理・
整頓・清掃のポイントと事例」「物事を深堀りする 5回のなぜ」「リーダーの主体的な考え方J

「リーダーの信頼づくりのスキルJ「聴くスキル」など
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2014年 4月 5日

「チームによるカイゼン活動を支援できるJリ ーダーのスキル

◆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

回大変役に立つ □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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2014年 4月 5日

「チームによるカイゼン活動を支援できるJリ ーダーのスキルと考え方

所属 _壼撃生¬ぃ____― ―  お名前 _

本 日はご参力い たヽだきあ 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

15S/見 える化/KY/カ イゼン活動とその目的JI業務改善 2つの視点 (]I味 作業と付帯作業)J「整理
整頓 清掃のポイン トと事 l■ lJ「 物事を深堀りする 5回 のなぜJ「 リーダーの主体的な考え方J

「リーダーの信頼づくりのスキルJ「 聴くスキルJな ど

◆職場において実践 したい こと
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◆現在、職場壼±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

口大変役 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。


