
エンジニア 23 66%

営業 1 3%

事務 6 17%

その他 5 14%

～20代 12 35%

30代 16 47%

40代 6 18%

50代 0 0%

60代～ 0 0%

非常に良かった 18 56%

良かった 12 38%

普通 2 6%

あまり良くなかった 0 0%

良くなかった 0 0%

魅力の５原則 7 8%

私のWill・Can・Must 2 2%

自分史作成 9 10%

コミュニケーション診断 9 10%

1期生パネリストトーク 3 3%

組織市場変化体感ゲーム 23 25%

数値目標設定ゲーム 11 12%

未来史作成 2 2%

男女脳の違い 13 14%

他社の方とのディカッション 13 14%

その他 0 0%

マネジメント能力アップ 17 24%

成功事例発表 7 10%

コミュニケーションアップ 15 21%

メンタルヘルス 13 18%

ハラスメント 7 0%

ワーク・ライフ・バランス 10 14%

その他 2 3%

取り上げてほ

しいテーマ

(複数回答)

研修について

印象に残った

内容

(複数回答)

職種

年齢

エンジニア 営業 事務 その他

系列1 23 1 6 5
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職 種

～20代 30代 40代 50代 60代～

系列1 12 16 6 0 0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

年 齢

魅力の

５原則

私の

Will・

Can・
Must

自分史

作成

コミュ

ニケー

ション

診断

1期生

パネリ

スト

トーク

組織市

場変化

体感

ゲーム

数値目

標設定

ゲーム

未来史

作成

男女脳

の違い

他社の

方との

ディ

カッ

ション

その他

系列1 7 2 9 9 3 23 11 2 13 13 0

0

5

10

15

20

25

印象に残った内容 (複数回答)

非常に良

かった
良かった 普通

あまり良く

なかった

良くなかっ

た

系列1 18 12 2 0 0

0
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4
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12
14
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20

研修について

マネジメン

ト能力アッ

プ

成功事例発

表

コミュニ

ケーション

アップ

メンタルヘ

ルス

ハラスメン

ト

ワーク・ラ

イフ・バラ

ンス

その他

系列1 17 7 15 13 7 10 2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

取り上げて欲しいテーマ(複数回答)

※未回答2名

※重複回答2名、未回答1名



職種 事務 エンジニア 事務 テストエンジニア 事務 その他(システムテスト業務) エンジニア

年齢 40代 ～20代 40代 30代 ～20代 ～20代 30代

組織市場変化体感ゲーム 自分史作成 未回答 組織市場変化体感ゲーム 自分史作成 組織市場変化体感ゲーム 魅力の５原則

組織市場変化体感ゲーム 組織市場変化体感ゲーム 男女脳の違い 男女脳の違い 男女脳の違い 男女脳の違い

他社の方とのディカッション 他社の方とのディカッション

印象に残った理由
このようなゲームは初めて

やったので

自分を振り返る時間をもて

たこと。集団の中での自分

の役割を考えられたこと。

自分以外の方とのディス

カッションで不安や考えを

共有できたのは貴重な機会

なので、とても有意義な時

間になりました。

自分をより知れて、どこが

良くどこが悪いなどを考え

させられた。

体感できたからこそ気づけ

た事もありすごく楽しかっ

た

「魅力･･男女･･」対人の心

構えができるようになった

と思います。

研修会に参加する前と、参

加した後で変化がありまし

たか?

あまり変化はありません

自分から変えていこうと、

行動を起こしたいと思える

ようになりました。

いろいろ気付きを得ること

ができました。先生がいつ

も笑顔なのをみて、前向き

に"いつも"明るくいようと

再認識できたのでとても良

かったです。

業務に対する意欲が変わり

ました。また、コミュニ

ケーション等メンバーとの

関わり方に研修会での考え

方を取り入れるようになっ

た。

今まで。目の前のことばか

りで後先考えずに行動して

いたので、これからは考え

てから行動していこうかな

と思いました。

管理職に対して前向きな気

持ちになった。

最近のキャリア(人生)につ

いて色々思うことがあり、

今回、話やグループワーク

等通じて見直すことができ

そうです。

社内で勧める場合、どのよ

うな方に参加してほしいで

すか？

普段あまり研修に行かない

方

社内での自分の立ち位置に

悩んている又は不満がある

人

同じように悩みのある同僚

にも参加してもらいたいで

す。

20代半ばの有能な女性(特

にリーダ職など問わず)
女性にぜひ

研修会やセミナーを開催す

る場合、参加しやすい日程

や時間帯

午後に３時間ぐらい
今回と同じがいいと思いま

す

午後から夕方までの時間帯

で2～4回ほどのセミナー
特になし

今回の研修会のご感想

第3回に参加できずとても

残念です。他社の人と話を

する機会が少ないので、と

てもいい時間を過ごせまし

た。

都合で第3回に参加するこ

とができずとても残念でし

たが、1回、2回ととても楽

しくためになるセミナーで

した。ありがとうございま

した。

3回ともとても有意義な時

間になりました。また違う

機会でも参加したいです。

色々な方とコミュニケー

ションがとれて、色々な考

え方が聞けてすごく良かっ

たです。

印象に残った内容



職種

年齢

印象に残った理由

研修会に参加する前と、参

加した後で変化がありまし

たか?

社内で勧める場合、どのよ

うな方に参加してほしいで

すか？

研修会やセミナーを開催す

る場合、参加しやすい日程

や時間帯

今回の研修会のご感想

印象に残った内容

エンジニア その他(人材事業) エンジニア エンジニア 営業、事務 ※重複回答 エンジニア エンジニア

30代 40代 30代 ～20代 ～20代 ～20代 30代

コミュニケーション診断 私のWill・Can・Must 組織市場変化体感ゲーム 魅力の５原則 魅力の５原則 コミュニケーション診断 魅力の５原則

コミュニケーション診断 数値目標設定ゲーム 数値目標設定ゲーム 組織市場変化体感ゲーム 未来史作成

組織市場変化体感ゲーム 男女脳の違い 男女脳の違い 数値目標設定ゲーム 男女脳の違い

男女脳の違い 他社の方とのディカッション 他社の方とのディカッション

ビジネスを丁寧にビジネス

として成立させる工夫を学

んだように思った。

新しい知識で、新しい発見

がありました。ディスカッ

ションできたのが良かっ

た。

自分についての理解が深ま

り、将来を考える手がかり

になった。

外見を指摘したのが良かっ

た!!見た目は大事です!!化

粧する日しない日のムラが

あるが、ちゃんとして〇し

たいと思います。

社会復帰たばかりで、ただ

がむしゃらにやってきた部

分を整理し、今の自分の時

間の使い方を見直すことが

できた。

普段感じていることや指導

を受けていることなどをあ

らためて認識するきっかけ

になったと思います。

自己理解を深めることがで

きました。今後、他者と関

わる上で自分の強みを生か

しつつ弱みを補っていきた

いと思えました。

周りの意見を聞くことで

色々な気付きがありまし

た。なにより、同じ会社と

人とどうだった?と話すこ

とでこういう考え方をする

んだと思いました。

・周囲の人との違いを理解

し、上手に人付き合いする

方法を学んだ。

・将来の自分をちゃんと考

えた。

安定感って重要だと思いま

した!!ポジティブ感は人と

くらべても良いと思うの

で、ムラなく生活できたら

いいな!!

30代前半の方。社会人5～

10年ぐらいの方

管理職を目指す、女性を部

下に持っている男性社員

組織市場変化ゲームは自分

以外の立場を知ることがで

きるので、他の立場の人の

気持ちが知りたい人に受け

てみてもらいたいです。

これからの未来をつくる若

手、煮詰まっている上の人

たち

何年か経験を積んで、これ

からどうしようと潜在的に

不安に思っている人

男性。女性向けのは多くあ

るが、男性にも女性を意識

して欲しい。女性だけが女

性をわかってもしょうがな

い。(ここが一番言いたい

です)

1回で完結して欲しい 1日で終わるとうれしい 13:00～17:00 月中
今回の日程は参加しやす

かったです
午前中

「管理職」「マネジメン

ト」関連の技術・知識を知

りたかった。

くろかなさんのお話、すご

く勉強になりました。研修

を受けることができてすご

く良かったです。教えて頂

いたことを活かします。

純粋に"楽しかった"です。

雰囲気が明るくていいなと

思いました。



職種

年齢

印象に残った理由

研修会に参加する前と、参

加した後で変化がありまし

たか?

社内で勧める場合、どのよ

うな方に参加してほしいで

すか？

研修会やセミナーを開催す

る場合、参加しやすい日程

や時間帯

今回の研修会のご感想

印象に残った内容

エンジニア エンジニア エンジニア エンジニア エンジニア エンジニア 事務

30代 ～20代 30代 ～20代 ～20代 30代 30代

組織市場変化体感ゲーム 魅力の５原則 自分史作成 自分史作成 組織市場変化体感ゲーム 組織市場変化体感ゲーム コミュニケーション診断

数値目標設定ゲーム 自分史作成 1期生パネリストトーク 男女脳の違い 数値目標設定ゲーム 男女脳の違い 数値目標設定ゲーム

男女脳の違い 組織市場変化体感ゲーム 組織市場変化体感ゲーム 他社の方とのディカッション 他社の方とのディカッション 他社の方とのディカッション

他社の方とのディカッション

市場変化ゲームでは、チー

ムとしてみんなの成⾧とか

変化を気付くことができま

した。数値目標認定ゲーム

では、目標の設定に個人差

があることを理解して自分

のタイプが理解できまし

た。

組織市場変化体感ゲームで

は、社⾧をやり部下の人た

ちを動かすことの大変さを

学びました。

男女特有の価値観を知る機

会がなかったから

グループワークを通じて自

分と他者の違いを実感でき

たため

新しい発見がたくさんでき

たから

数字だったり体験ゲーム

だったりと講義だけでなく

目で見えるものが多くあっ

たので納得することが多

かったです。

人の特性・タイプを理解す

ることができた。男女の差

を普段考えていなかった

が、改めて聞くと理解でき

る部分があり納得できた。

自分の性格、他の人の性格

をよく見るようになった。

武将診断ゲームが役に立っ

ています。

価値観が人それぞれ、男女

で違う。男性の価値観に合

わせて対話することが大事

客観的に自分を見られるよ

うになりました。(自分

史、目標設定など)また、

周りを見ることで得ること

が多く、人との関わりは大

事だと改めて感じました。

自分自身のことを再認識で

きた。様々な人のことにつ

いて学ぶことができた。

自分が個人主義の人間であ

ることが改めてわかりまし

た。チームワークを意識す

べきと感じました。

人をまとめる立場の人、影

響のある人

同じチームのサブをやって

いる人。自分自身、もう一

回参加できればしてみたい

と思います。

男性社員(中堅)
後輩と接したり、会社のこ

とを考える機会が増えた方

学ぶ意欲のある人なら誰で

も。たくさんの人に参加し

て欲しい。

若手女性社員(5～10年ぐら

い)

平日の昼間であれば参加し

やすいです
1日7時間1回 午後3時間 午後～定時の間 特になし 特にありません

3回の研修会ありがとうご

ざいました。毎回楽しく学

ぶことができました。人と

の接し方について考えるこ

とができました。

自身を振り返り、今後を考

えるきっかけとなった。こ

れで終わりにせず考え続け

たい。

3回を通して大変身になる

研修でした。参加てきて良

かったです。ありがとうご

ざいました。

今まで受講した教育の中で

1番良かったです。3日間

あったため参加者の人とた

くさん親交を深めることが

できて良かったと思いま

す。

楽しく参加することができ

ました。ありがとうござい

ました。



職種

年齢

印象に残った理由

研修会に参加する前と、参

加した後で変化がありまし

たか?

社内で勧める場合、どのよ

うな方に参加してほしいで

すか？

研修会やセミナーを開催す

る場合、参加しやすい日程

や時間帯

今回の研修会のご感想

印象に残った内容

エンジニア 回答なし その他(SEサポート) 事務 エンジニア エンジニア エンジニア

～20代 30代 30代 40代 ～20代 30代 40代

組織市場変化体感ゲーム 魅力の５原則 コミュニケーション診断 自分史作成 自分史作成 私のWill・Can・Must 1期生パネリストトーク

他社の方とのディカッション コミュニケーション診断 男女脳の違い コミュニケーション診断 コミュニケーション診断 自分史作成 組織市場変化体感ゲーム

組織市場変化体感ゲーム 他社の方とのディカッション 組織市場変化体感ゲーム 組織市場変化体感ゲーム 組織市場変化体感ゲーム 男女脳の違い

数値目標設定ゲーム 数値目標設定ゲーム 他社の方とのディカッション

未来史作成

他社の方とのディカッション

他の方の考えを知ることが

できたため

性格は仕事をしていく中で

必要な情報かと思うので診

断方法が聞けて良かったで

す。

自分を知ることができた。

今後どうしたいかを考える

ことができた。

自分を改めて見つめ直し

て、考え、知ることができ

ました。体感ゲームは、大

人になって、こんなに動い

てゲームするとは･･･と思

いました。楽しかったで

す。他社の方々とお話しす

るのもとても楽しかったで

す。

自分自身についてこれまで

を振り返ったり、これから

を考える時間を持てたのが

良かった。他社の方と様々

な形でコミュニケーション

でき、良い経験になった。

色々な世代の業務の話が聞

けて良かった。

市場変化ゲームが印象に

残っている。ちょっとした

ルール変更で結果が変わる

のがおもしろい。結果が良

くなるにつれてチームが活

性化していくのが良く分

かった。

他者、女性の考え方・感じ

方を知り、活かし方を思考

するようになりました。

管理職になることが怖くな

くなった。今を改善したい

と思えた。

参加する前は、私が管理者

向けなんて･･･(自信ないし

ついていける?)と不安でし

た。研修後は、少しずつ

やってみよう!と思えるよ

うになりました。

自分のビジョンがないこと

が分かった。引き続き自分

自身と向き合ってよく考え

てみたいと思った。

管理職になりたくないと

思ってていたが、やってみ

ても良いかな?と思えるよ

うになった。

能力はあるが、自身を見つ

める機会を持ってこんかっ

た人

仕事をすることにあまり意

欲のない人。管理職を目指

したい人

次世代を担う方

30代前半(若いリーダーの

多い職場は20代後半)の方

向けかなと思いました。

リーダーになれるか、なる

べきか迷っている人に参加

して欲しいです。

今後、働き続けたいと考え

ている女性

今回のように午後から3回
午後3時間で3回又は1日6

時間2回など
金曜午後が良いです 1日1回若しくは午後(夕方)

ありがとうございました。

"研修"と聞くと硬いイメー

ジでしたが、実際に受講す

るとディスカッションあ

り、何より先生のお話が楽

しかったです。

女性だからこその考え方や

傾向を知ることができまし

た。女性だけの意見交換も

なかなか機会がなかったの

で良かったです。

とても良い研修(きっかけ)

だったと思います。定期的

にやっていただけると見直

しになって良いです。

3回にわたりためになる講

義をありがとうございまし

た。心構え、やるべきこと

はわかったように思いま

す。これから生かしていき

たいです。



職種

年齢

印象に残った理由

研修会に参加する前と、参

加した後で変化がありまし

たか?

社内で勧める場合、どのよ

うな方に参加してほしいで

すか？

研修会やセミナーを開催す

る場合、参加しやすい日程

や時間帯

今回の研修会のご感想

印象に残った内容

エンジニア エンジニア エンジニア エンジニア エンジニア エンジニア

30代 ～20代 30代 30代 40代 その他(ST)

自分史作成 組織市場変化体感ゲーム 組織市場変化体感ゲーム 魅力の５原則 組織市場変化体感ゲーム 30代

組織市場変化体感ゲーム 数値目標設定ゲーム 組織市場変化体感ゲーム コミュニケーション診断

男女脳の違い 数値目標設定ゲーム 1期生パネリストトーク

他社の方とのディカッション 数値目標設定ゲーム

自分史は今までの自分を振

り返られたため。ゲームは

大人数でやったほうが面白

いため。

組織の形態がメンバーに与

える効果を体感できた。座

学や本で学ぶより納得感が

強かった。

楽しみながらも役立つ内容

のげーむがとても良かっ

た。また、男女の考え方の

違いなど社内では知ること

ができない内容が聞けたの

も良かった。

伝達やコミュニケーション

の方法を実践的に感じるこ

とができた。

診断系は気負わずできて自

分の傾向が見えて良かった

です。

改めて自分について知るこ

とができた。知ったうえで

これからの行動を考えてい

けるようになりました。

自分の仕事に対するモチ

ベーションと言語化でき

た。

他者の方との交流ができ、

意見を聞くことで新しい気

付きがあった。

自分を客観的に見たり振り

返る機会が減っていたので

良い経験になった。

自分の傾向と他者の傾向の

結果は違うと踏まえ、接し

方を考えるようになりまし

た。

中堅社員 20代後半の男女

管理職にこだわらず、若手

の育成にも良いと感じまし

た。

若手社員。1年(以上)程度

経験を積んだ人に以降の参

考にしてほしいです。

私よりももう少し若い(30

代ぐらい)の管理やリー

ダーの経験が浅いメンバー

を提案しています。

管理職にはついていないけ

ど先輩・後輩がいる方。男

性脳と女性脳の話は男性も

聞いて欲しいと思います。

1日7～8時間又は午後の

み。参加しやすいのは1回

ですが、複数回のほうが考

えを深められるなと感じま

した。

PMだけという形が参加し

やすいと感じました。曜日

は水・木などが良い。

開始時刻14時以降
今回ぐらいでも問題ありま

せん。
特になし

今まで参加したキャリア系

の研修の中で一番多くの気

付きを得られました。今後

の人生に生かしていきたい

と思います。ありがとうご

ざいました。

女性の管理職というか働き

方がわかりました。ありが

とうございました。

普段聞くことができないお

話や体験ができて良かった

です。


