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2019年度　第1回次世代研修会についてのご感想・ご要望をお聞かせください。 人財育成活用分科会

１．全体を通してワークショップに満足しましたか

非常に良い 良い やや不満 不満
14 5 1 0

【気づいた点などありましたらコメントを記載ください】
・説明頂いてからすぐにワークショップだったので学習した内容をすぐに実践出来て良かった。

・同年代の方々と色々な意見を交わせて楽しかったです。
・休憩時間が1回で頭の整理する時間をあまりとれませんでした。
・講義からワークショップとテンポよく進み、実践も多く、充実感があった。
・意見を活発に出す場合、課題の設定は出揃った後のまとめでする方が良いのかと思った。
・説明が長く、途中で疲れてしまいました。
・細かくグループワークがあり、講義の内容に対してすぐに手を動かせるのが良かったです

２．進行の雰囲気について満足しましたか

非常に良い 良い やや不満 不満
16 3 1 0

【気づいた点などありましたらコメントを記載ください】
・ただ資料を読むだけではないため、受講者に飽きさせない進行だったと思う。
・煮詰まってるグループに適宜アドバイスをいただけたりしたので、グループの検討がスムーズに進めました。
・事前の会場説明や、参加者が緊張しないよう冗談を交えての講義など、随所に配慮が感じられた。
・講師の方々が各チームを回ってアドバイスや雰囲気を盛り上げて下さり、とても良い雰囲気で取り組むことができました。
・よくある講師同士の馴れ合い的なものがなく、また、アドバイスが的確だった。
・時々お怒り？のようなものを感じ、途中恐縮してました。

３．今回のテーマに関して学べましたか

非常にそう思う ややそう思う どちらでもない あまりそう思わない
8 10 1 1

【気づいた点などありましたらコメントを記載ください】
・課題の抽出がうまくいかず、アイディア出し苦労した。ブレストで数を出すことが出来ていなかった。
・一部曖昧なってる部分があるため、資料は何度も見直し自分なりに考え直してみる。

・今の現場で悩んでいたことの解決策として、とてもよいテーマだと思いました。
・頭では理解できたが、実践はうまくできていなかった。常識にとらわれた案が多く、現実的な解を出してしまった。

・時間の関係上やむを得ないが、やはりテーマに対して時間が少なく感じました。
・突拍子もない案を出してる方だと思っていたが、現実性を度外視して出した方が良いと感じた。

４．今回の内容は今後活用できそうですか

非常にそう思う ややそう思う どちらでもない あまりそう思わない
6 13 0 1

【気づいた点などありましたらコメントを記載ください】
・予想外に自身の頭の固さが感じられたため柔らかくするきっかけにしようと思う

・空港の荷物の話のように、一見ピンとこないテーマの方が面白そうだと感じました。

・実際にワークをする際のポイントも都度説明があったので、意識して活用したいです

５．説明の情報量は適切でしたか

非常にそう思う ややそう思う どちらでもない あまりそう思わない
12 5 2 1

【気づいた点などありましたらコメントを記載ください】

・時間に対して適切だったと思います。
・今回は初回ということもあり、内容について行く事で精一杯でした。
・過不足は無かったと思う。
・説明が長かったわりに、重要点がそんなになかったと感じました。説明はもっと短くても問題ないと思います。

６．説明はわかりやすかったですか

非常にそう思う ややそう思う どちらでもない あまりそう思わない
13 6 0 1

【気づいた点などありましたらコメントを記載ください】
・とても聞きやすく、分かりやすい説明だった。

・言葉や文章にしづらい内容でも、例を交えた説明でわかりやすかった。
・作業する前にそれぞれの事項で特に注意する点、重要な点をご説明頂いたのでとてもわかりやすかったです。

・ブレストを取り入れるだけでなく、各自の発言のノルマや決め事を明確にして始めたことで、参加者の一体感や自主性が生
まれたと感じました。最初は発表に対して準備時間が短いのかなと感じましたが、短い時間の中でまとめる経験ができました。
・研修会と懇親会、メリとハリがあってよかった。研修会ではチーム間のコミュニケーションは無いが、懇親会があることで自由
にできた。いろいろな人と接することができ、非常に有意義だった。

・イノベーションという意味では、発想の乏しさを痛感しました。もう少しテーマに対して『そもそもそれで本当に良いのか、デメ
リットなのか』を突き詰めることが必要と感じました。

・ブレストでアイディア、発想を多く出すコツや思考法を学ぶことができたと感じます。途中、アイディア出しに詰まった瞬間が
多くあったので、より多くのアイディアをだす発想の転換方法などをもう少し身に付けたいと感じました。

・まだ、実際にアイデアを考えたりするような機会が少ないが、これから先に新しくものを生み出す機会はたくさんあると思う。
そのような時に、自分勝手な方向に進まないよう目線の向け方を変えていけると感じた。

・すぐにアイデア思考を活用できるかは分かりませんが、今までなかった新しい思考なので、日々多角的な視点を持つ癖をつ
けたいと思います。
・通常業務でデザイン思考が求められるかと言われると、違う気がする。柔軟な思考が大切という点では、活用ができることも
あるとは思う。

・量は充分。しかし、アイデア出しに集中したことで、前半の部分が抜けてしまっている。まだ覚える範囲が限られてるため、次
回に生かすため、何度も資料を見直し、自分なりにまとめて忘れないようする。

・ブレーンストーミングをしたことがない人がグループに多く、付箋の使い方や進行の流れを把握できずに始めてしまいまし
た。付箋の使い方について例などあるとありがたかったです。

・非常に分かりやすかった。特に日本の実例（携帯とかウォークマンとか）を交えてもらったことで頭に入りやすかった。また、ラ
ジカルシンキングの考え方もすんなり入ってきたので満足。
・用意した資料を読むだけでなく、補足をメインとして説明するスタイルは勉強になりました。また、資料を印刷して配ることで、
自分のタイミングで読み返せるので、パソコンがない状況では有用だと感じました。
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７．開催の案内はわかりやすかったですか

非常にそう思う ややそう思う どちらでもない あまりそう思わない
12 6 1 1

【気づいた点などありましたらコメントを記載ください】
・持ち物の記載がなかったので少し不安でした。
・時間と場所と概要が分かれば、特に問題なし。

８．開催の時間は都合よかったですか

非常にそう思う ややそう思う どちらでもない あまりそう思わない
13 3 3 1

【気づいた点などありましたらコメントを記載ください】
・個人的には特にありませんが、県外から来てる方もいたので、午後開催の方が都合が良いと思いました。
・昼食後の移動でも間に合うような設定で助かった。
・今回は都合がつきましたが、次回以降、研修があるため出られるかわかりません。

９．実施時間の長さは適切でしたか

非常に短い やや短い 適切 やや長い
1 2 16 1

【気づいた点などありましたらコメントを記載ください】
・適切だったと感じています。
・タイトなスケジュールだったが、SEらしくて逆に良かった。

１０．今回のテーマに関して事前に理解していましたか

非常に短い
（理解していた）

やや短い
（少し理解していた）

適切
（聞いたことはあった）

やや長い
（理解していなかった）

回答なし

4 5 7 2 2

【気づいた点などありましたらコメントを記載ください】
・別な勉強会に参加した人から例題を聞くなどしていた。

・言葉を聞いたことがあるレベルでした。
・事前に少し調べたのですが、あまり理解できませんでした。そのため、今回の説明で概念を理解することができました。

・デザイン思考という言葉自体を今回初めて知り、全く知識がない状態で参加しました。
・大まかにデザイン思考について調べました。
・事前学習としては、「デザイン思考」で検索して、wikipediaや解説サイトを少し読んだ程度でした。
・勉強不足でした。
・事前にあまり理解していなかった

１１．次世代研修会全体を通してご意見、ご感想等ありましたらコメントをお願いします。

・同じ業界といえど携わる業務が異なっており、勉強になりました。しかし、異業種の方とも交流をして話を伺いたいなとおもいました。
・個人として教育および会社としての交流が1度に出来ることはとても良いと思いました。2回目、3回目も楽しみです。
・次回もよろしくお願い致します。
・全体を通して非常に楽しく参加することができた。少し間は空いてしまうが、次回への期待が高まる。2か月後、研修の内容や参加者の面々を忘れていないかが不安。

・現在の業務でも活かせる内容だと感じました。良い学びの機会を頂きありがとうございました。
・テーマである「デザイン思考」そのものもそうですが、チーム運営などで気づきもあり、とても有意義な時間でした。次回も自社の業務を調整して参加できればと思います。
・大変参考になりました。今後生かしたいと思います。
・貴重な研修ありがとうございました。デザイン思考の基礎を学習出来たのは良かったと思います。

・最後の方にバタバタしてまとめきれなかったため、発表準備の時間（文章にまとめたり、イラストを描く時間）がもう少し欲しい
と感じましたが、時間が長すぎても考え過ぎてしまうのでこのくらいが適切かなと感じました。

・この度は貴重な学習の場をご用意いただきありがとうございました。MISAの研修会に初めて参加させていただきましたが、他会社の同世代の方々とこのように交
流する機会がほとんどないため大変刺激を受けました。研修後のネットワーキングでも開催者の方々にはクイズ大会等で盛り上げていただき、非常に話しやすい
雰囲気の中、楽しませていただきました。

・デザイン思考で少しだけ調べてみたがどう考えればいいかがよくわかってなかった。今回の研修によって、デザイン思考とは
どういうものかがわかったつもりである。
・新しいことに関しては、事前に予習しない方がすんなりと入ってきたと思います。個人差はあると思いますが、この方が個人
的には好きです。

・昨年のデザイン思考の研修の第１回だけ参加したため、ある程度理解はできていた。忘れていたところを補完できたため、よ
り深い理解につながったと思う。
・デザイン思考について事前にネットで軽く調べてみましたが、どうもサイトによって記述内容がまちまちで、その上いまいち抽
象的でわかり辛い内容でした。今回の研修で、大分具体的なイメージを持てました。

・研修内容も簡潔でわかりやすく、ワークショップも充実した時間が過ごせた。特にアイデア出しでは、虫がテーマとなったときはどうなることかとおもったが、チーム
が一丸となってアイデア出しできた。楽しくておかしな方向にも行った気がするが。。。懇親会でも、講師の方からお話を聞け、受講者の皆さんともいろんな視点で
考えを聞けたりした。二回三回でもまた新たな発見ができるはず。新しいことをどんどん取り入れて、自分だけでなく、会社にも広めていきたいと思う。
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