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①研修
の内容
は理解
できまし

②上記①の理由
③講習を聞いて、印象に残ったこと・気づき・自身にとっ
て役立つと思われることを記入してください（いくつでも）

④上記③を今後、自分の店・自分の仕事・自分の人生にどの
ように活かしていきますか？（具体的に）

⑤研修全般についての忌憚のない意見・感想、今後どの
ような研修を望むかなど自由にご記入ください

よく理解
できた

自分に足りない視点、考え方に気が付
けた。

「自分が源である」「相手の上質世界を知り、願望を仕
事に結びつける」「叱るは承認→3要素→指導→激励と
いう流れ」

目の前の事象を「自分が源」で考えるようにして行動していき
たい。叱る際に事実と影響と感情の３つを揃えたうえで指導す
るようにしたい。

「自分が源」で考えると視界が開けるというか、視野が広が
る感じがしました。リーダーや課長でも動く動機づけが多
様で、気づきのある研修でした。同じような立場の方々が
どのような考えで仕事にあたっているのかを見ることがで
きてよかったです。参加型の研修は面白いし有意義です。

よく理解
できた

講師の方の説明がとても分かり易く笑
いも交えての講義が楽しかった。なるほ
どと感心し納得できる内容盛りだくさん
だった。

被害者ではなく自分が源として捉える考え方を知れたこ
と、あり方とやり方のどちらか一方だけではだめなこと、
自分で考えて答えをだせる気付きを与えることが大事な
こと等納得できる内容ばかりだったから。

後輩へは単に指示するのではなく気付かせて導く様にしたい。
被害者ではなく私が源で考える思考をしていきたい。反省はす
るが自分を責めてはいけないと言う講師の言葉も印象に残っ
てる。

とにかく内容の濃い一日でしたが楽しく受講出来ました。
単調なお話ではなく講師の笑いを交えた聞き入りやすい
講義は飽きずに楽しく聞くことができました。また、他店の
仲間との研修も珍しいので一緒に受講できる機会が貴重
でした。

よく理解
できた

分かりやすく、例をたくさんあげて説明し
ていただけたので、スムーズに理解でき
ました。ありがとうございます。

「自分が源」、他人事にしないで、自分でできることをや
りきる意識を持ち続けて仕事をしていこうと思いました。

後輩がすること、自分がすることに責任を持って仕事に臨みた
いです。自分が見られているという意識も持って行動していこ
うと思います。

とても楽しく学ぶことができました。「自分が源」を忘れない
ように頑張ります。ありがとうございました。

よく理解
できた

講師の言いたいことが、明確で分かりや
すかった。また一つのセンテンスが短
く、頭に入ってきた。

責任の対義語が被害者であるという話は心に響きまし
た。自分が源であることを意識して行動や発言をしてい
きたいです。まず自分自身が信頼されるリーダーになる
ためにもっともっと努力をして周囲に良い影響を与えら
れるようなリーダーになりたいです。

講師がおっしゃったことで、人は価値を感じるところに時間と労
力を注ぎます、とのお話がありましたが、お客様に価値のある
商品を提供し、自分自身が付加価値と思ってもらえるような人
間になりたいです。また家族において娘を叱る際に能力を引き
出し叱りたいと思います。

外部講師の話は非常にためになるので、今後異業種の方
の話も含めていろいろとお伺いしたいです。

よく理解
できた

抽象的な言葉も具体的な例を交えてお
話下さったので、イメージがつき、自分
の中でかみ砕いて納得ができた。

・物事を他人のせいにするのではなく、自分が源と考え
ること。　・ほめ方/しかり方は是非すぐに実践をしたい。

部下一人一人の性格や思いを尊重しながら、仕事に対する積
極的な動機付けを行っていきたい。またそれによって、自分た
ちで考え答えを出し行動していくグループを育成したい。

楽しく笑顔で１日の研修に参加したのは初めての経験でし
た。上司・部下とどう向き合うかが日々の課題でしたが、コ
ミュニケーションの取り方など前向きになれる内容をたくさ
んお聞きすることができ非常に勉強になり、自分自身のモ
チベーションもUPしました。

よく理解
できた

被害者意識になって考えていて他人が
どうだとかすべては自分が発する発し
方によってすべてが変わる。私が源とい
う言葉がとてもしっくりきました。

ティーチングとコーチングの使い分けの重要さ。自分自
身もうまく事が運ばない時に他人のせいにしたり環境の
せいにしたりすることが多くそうなると全てのことがマイ
ナスによくないほうに動くことに築かされました。また、い
つもほめるのでなくほめる・叱るの絶妙な使い分けが大
切だとも感じました。

自分自身もマイナスに考え行動することがありますがそこは一
度立ち止まり人のせい・環境のせいにするのではなく言い訳を
するのでない考えをするように上司にも部下にも接していきた
い。

今までにないとても引き込まれる研修でした。講師の方の
話もとても面白くご自身の成功体験や失敗体験を交えて
話をしてくださり一度の人生をとても楽しんでられていて人
としても、とても魅力のある方だと思いました。自分自身も
魅了ある人となり、自分のこれからの人生を歩んでいきた
いと思いました。本当に貴重な研修に参加させて頂きあり
がとうございました。

よく理解
できた

講師のお話が具体的でイメージが沸き
やすかった、またグルー内ペアで理解
確認を随所で行われていた為。

①【自分が源】と思考から変える事で、見え方やとらえ方
が変わると思った。広い視野を持ち、部下育成や店舗
運営補佐をしていく上で実践していきたいと強く感じた。
②人を動かす動機付けのセクションでは、個人個人の
上質世界に合わせた伝え方や受け入れ方があることを
知った。まずは自分自身が、部下や自分に関わる人に
とって上質世界に入れるような人、部下、上司となる事
が大切であると思った。

研修の翌日に、社員へ選択理論のチェックを「おもしろい心理
テストやったよ！」と軽い感じで行ってもらった。全員分を表に
して共有する事で、人それぞれの個性を大切にした職場環境
作りを目指したいと思う。

講師が魅力的な方で楽しい研修だった。研修参加後も前
向きに頑張ろうとやる気に繋がっている。是非、全社員に
研修参加させたいと思う。

理解で
きた

講師の自信に溢れた話し方、佇まいに
圧倒された。ご自身の体験談を踏まえ
た内容は、自分にも置き換えられる部
分も多数あり、「なるほど…」と感じる瞬
間が何度もあった

・ティーチングばかりでなく、タイミングを見計らってコー
チングへシフトする・最強の組織＝全員がリーダー・相
手の想像力を引き出す・願望のあるものに人は突き動
かされるし、逆を言えばそうでないと突き動かされない・
人は価値を感じる所に時間とエネルギーを注ぐ・相手の
自信を高めてあげる・自分の可能性を信じることから変
革が始まる・果たして自分は周囲に良い影響を与えら
れているのか・仕事を上質世界に入れる

具体的にほめる、しかる。その人となりを観察していないと出
来ないことなので、日々の仕事に追われてばかりいないで、
もっと周囲の人々がどうしたら自信を持って仕事へ取り組むこ
とができるか考えて行きたい

課長、リーダークラスでも自身のモチベーションを保ったり
上げたりできるような研修は今後も開催されるべきだと思
う

よく理解
できた

講師の実体験を交えた説明と、聴くだけ
の講習ではなく、グル－プや参加者同
士での討議など実際に考えさせられる
ことが多かったため。

自分に責任を持ち、自分が源で物事を考える事。被害
者目線で物事を考えることはその時は楽だが、最終的
には何も生み出さない事が分かりました。

自分を責めることが多かったが、それは自信を失わせ、将来
が描けなくなってしまうので、責めるのではなく反省し、広く物
事を考えるようにしたいと思います。

講義だけの研修より、自らが進んで参加できる研修を希望
します。

よく理解
できた

ご家族のお話など具体例を楽しく聞か
せていただいたので、実感を伴いながら
内容を理解していくことができました。

●「自分が源」（被害者を演じてしまっている）。●ファシ
リテーション（共創・相乗効果）。●全員がリーダーシップ
を発揮できる。●人は上質世界（願望）にあるものに動
かされる。●欲求は個々に比重が違う。●フィードバック
には「影響」を伝える事が大事。●肯定的で未来型の質
問を多くすると効果的。

●1つ1つの物事に対して「自分が源」という考え方で臨むよう
意識していく（責任カードを見える所に携帯）。●相乗効果を得
られるよう、自分だけで考えるのではなく、周囲との会話を増
やす。●個々の願望や欲求プロフィールの理解を深めるよう、
コミュニケーションを図る。●事実と感情以外にも「影響」を伝
えることを意識する。●「どうしたらできると思う？」の質問を意
識して活用する。

人前で話すのは苦手ですが、グループワ－クでもいつもよ
り話しやすい雰囲気があったように思います。雰囲気づく
りもとても上手で、楽しく学ぶことができました。ありがとう
ございました。

よく理解
できた

講師のお話されている内容がとても濃
く、しっかりと心に響いたから

ティーチングとコーチングを人によってうまく使い分ける
ことが重要。日常生活は気づきの連続(気づける人は成
長できる)　可能性を信じることのできないリーダーの部
下はかわいそう　全員がリーダーであることが最強の組
織

意識をすることですべての行動は変わる。人の話をしっかり聞
いて否定をしない。自分は旅行という素晴らしい商品を売って
いるという誇りをもって仕事をしたい

心理学やマーケティングの研修にもっと参加したい

よく理解
できた

今まで自分に頭の中になかった考え方
を教えてもらうことができ新たな発見に
なりました。

〇可能性を信じること　〇自分が源と思う事　〇価値
観・欲求は人によって異なること　〇他人も自分も責め
ない

〇全てにおいてマイナスに考えるのではなくプラスに考える⇒
やればきるという意識付けが大切である。　〇被害者にならず
主体に考える⇒人や周りの環境のせいにせず、解決方法を探
す。そして自身だけでなく周りを巻き込んで行動する。　〇人と
接する時、自分の価値観ではなく皆違うという事を認識し、話
をする。⇒部下指導では、押しつけをせずに話を聞くように。お
客様に対しては、自分の価値観でなくその方の願望をできる
だけ聞き出すようにし、よりご希望に合った商品を探し出す。

最初はマネジメント研修とはそんな研修なのか不安な気持
ちが多かったですが、講師の方のお話や経験談を伺い、
すごくわかりやすく納得することばかりでした。今まで考え
たことがないことも多く、すごく新鮮でした。あとはこの研修
で学んだことをどう生かすか？私の意識の問題かなぁと思
います。楽な方へ行かず、少しずつ変わっていければなあ
と思います。そして、このような研修を一人でも多くの社員
が受講し、みんなが同じ方向を向いて仕事ができるともっ
といい職場になると思いました。

よく理解
できた

ご自身の体験や現場での例に置き換え
て話をしてくださったので具体的にイ
メージが出来ました。自分が指導するう
えで悩んでいたこと、ネックだったことが
一つ一つクリアになりました。

【自分が源】という言葉が強く印象に残りました。普段、
様々な場面で被害者になってしまっていることに気づ
き、反省しました。相手がミスをしてもただ叱るのではな
く、自らも省みて反省し、一緒に考えることの大切さを学
びました。また、願望と仕事のマッチング、欲求プロ
フィールも後輩について考えたとき、一人一人違ったア
プローチができるのでは、と考えさせられました。

普段、目の前の業務に追われて部下や上司とゆっくり話す時
間が取れていなかったことに気づきました。これからは、5分、
10分でも時間をつくって相手を知ること、相手に興味をもつこと
から始め、同じミスを繰り返さないためにどうしたらいいのか、
指示ではなくコーチングすることが大切だと感じました。また叱
ることが苦手だったのですが、相手の成長のためにもしっかり
理由や影響を伝えたいと感じました。

今まで指導はこちらから教えるというような一方通行のイ
メージだったのですが、お互い引き出し合い、共に考え、
良い相乗効果を生むのだと勉強になりました。気持ちを汲
んでその人一人一人の正確に当てはめた指導を心がけま
す。小さなことでも少しづつ自分の現場で取り入れて早速
実践していきたいと思います。モチベーションも上がり大変
勉強になりました。ありがとうございました。

よく理解
できた

説明や例えが分かりやすかった。一方
的な発言ばかりではなく、聞く側の状態
を見ながら進行されており、時には笑い
がおきる場面もあったりメリハリがあっ
て良かった。

人を動かすための『あり方』の重要さ。ビジネスシーンに
おける『被害者』意識をなくすことで相手への思考や行
動が変わってくる。

個所の問題点や改善店を考え、自分自身がファシリテーター
となり、全員で考え・行動していきたい。そして、誰もがリー
ダーシップを発揮できる職場環境を作りたい。

講師の方の印象で研修への興味・印象・研修に対する姿
勢が左右されるが今回の研修は大変有意義でした。研修
自体もお店だったら実践出来そうだな、と置き換えて考え
られる内容だった。

よく理解
できた

先生のお話しを聞きながら自分のスタッ
フのことを想像できたから

責任とは誰も責めずに目標達成のために行動するこ
と。部下たちに気づきを与えるコーチングをすること。

自分の店の課題と部下の課題を解決していくにあたり、コミュ
ニケーションをとっていく場合に思い出し参考にしながら取り組
んでいきたいです。

とてもわかりやすく理解できました。自分の部下を思い浮
かべながら具体的にひとりひとりに対してこれからどうやっ
て接していこうかなぁと考えることができました。このような
研修はこれから上司となるような人たちに積極的に参加し
てほしいです。

よく理解
できた

自身が感じていたものが言語化される
ことでクリアになり、取り組み方を後押し
してもらえた気がする。もちろん新しい
発見もあった為。

●日頃より、ボスマネジメントとリードマネジメントを意識
しており、構図をクリアに捉えられた事でこれからの接し
方もわかりやすく考えられるようになった。●「依存型」
の社員にどうすれば発信してもらえるか悩んでいたが、
こちらからの投げかけ方を工夫することで改善できる部
分も多くあると感じた。●p11動機づけの仕方について
可視化された事で、曖昧にしか感じられていなかった個
性を尊重することの大切さや付き合い方について理解
が深まった。

p9で計画した通り、被害者を減らすこと。また、仕事において
最も重要だと感じたのがp16で学んだ「意味づけ」についてな
ので、もっと仕事が楽しく出来るような提案や工夫をしてあげ
たいと考えている。

研修がすっかり減ってしまったので、今回は目的内容を
はっきり捉えていないものの楽しみにしていました。実際に
参加してみて、関西エリアとして「目指して欲しい姿」をとら
えることも出来ましたし、久しぶりに他店の方々と交流出
来たことは大変有意義な時間となりました。特に外部講師
の研修については新鮮で毎回刺激があります。

よく理解
できた

セッション毎にグループや隣席同士で
セッション内容の理解度の共有や意見
交換を行う場面を多く設けて頂いた

【自分が源】相手に興味を持ち相手の5つの基本欲求を
理解した行動から相手の上質世界に入り込み関係性を
築く

相手を知ること、興味を持つことが重要であるため欲求プロ
フィールを利用し自分を責めず自らの行動を反省し被害者が
いない職場つくりや人生のビジョンをもつ

今回の研修は店長課長だけでなく他社員にも是非受講し
てもらいたいと思えるような内容でした

よく理解
できた

自分のこれまでの指導が、今回の研修
を通じて、適切でなかったのではないか
…と気づかされ、お客様と同じく、後輩
社員一人一人個性を持った人間である
と改めて気づかされ、その人にあった指
導が必要と感じたため。

組織として、数字をあげることをこれまで優先していた
が、その成功モデルとして、その根源に「関係の質」が
一番重要であったと知り、社員同士の人と人との関係が
一番影響してくると気づかされました。

シグナル・トラブルが起こった際に、問題の本質を「自分が源」
と捉え、その解決に向けて、自分がまず何をすべきか考えるよ
うにする。

普段忙しくて立ち止まって考えている時間・余裕が無かっ
たのですが、今回の研修を通じて、自分のこれまでの指導
の仕方がどの部下にも同一であり、各々の「本質世界」を
考慮できていなかったことに気づき、反省の念にかられま
した。本日以降、頂いた「責任カード」も活用し、前向きに
「自分が源」として、業務に携わっていきたいと思います。

3/6　JTB関西エリア　マネジメント研修（安達講師）～人を動かす幹部を育てる研修～　事後アンケート

1 ページ



①研修
の内容
は理解
できまし

②上記①の理由
③講習を聞いて、印象に残ったこと・気づき・自身にとっ
て役立つと思われることを記入してください（いくつでも）

④上記③を今後、自分の店・自分の仕事・自分の人生にどの
ように活かしていきますか？（具体的に）

⑤研修全般についての忌憚のない意見・感想、今後どの
ような研修を望むかなど自由にご記入ください

よく理解
できた

人を動かすために自分がどうあるべき
か、どうすればよいのかを学ぶ非常に
良い機会となりました。

一番印象的だったことは、「自分が源」というキーワード
です。もう一つは、ほめる時は周囲の影響も一緒に伝え
るということです。

自分が源については、自身もついつい被害者になりがちなた
め、いただいたカードを手元に常に持ち、自分が源と一旦立ち
止まり考える機会を持ちたいと思います。そうすることで周りに
良い影響を与え、仕事がうまく軌道に乗ったり、店全体の活気
付けになれるよう意識改革をしていきます。もう一つのほめる
時は、感謝だけを伝えがちですが、どういう影響を与えている
から感謝しているよと具体的に伝えていくようこちらも意識改
革をしていきたいと思います。

今回の研修は、参加して非常に良かったなと感じていま
す。楽しく部下育成について学ぶこともできましたし、何よ
り自身のモチベーションも上がりました。今回参加した
方々だけではなく、店のスタッフ全員に参加して欲しいと思
える内容でした。今後も外部で活躍されている講師を招い
てのセミナー等があれば参加してみたいと思います。あり
がとうございました。

よく理解
できた

今までの研修でも、後輩指導や話し方
について学ぶ機会はありましたが、今回
の研修では「人間」としての気持ちや欲
求・願望にあてはめた接し方について学
ぶことができました。今まであまり考え
た事のない方法でしたので、非常に勉

●人を動かすためには「やり方」の前に「あり方」が土台
にあること（やり方だけを伝えるのではなく、何故そうす
るのか、その目的をしっかりと伝えることが大切だと感じ
ました）　●部下の仕事の能力を向上させる為のフィー
ドバックの方法が大切（相手の行動から、周囲へ与えた
影響、それによる自分の気持ちを伝える）

●部下・後輩と業務以外で話す機会を増やし、考え方や、やり
がいをどのような事に見出しているのかを知る　●考え方、価
値観の違うスタッフも受容・理解にとりくむ　●ほめる・叱るのタ
イミングと場所を考えて実行する（若手にだけではなく、ベテラ
ンのスタッフにも）

JTBという会社の枠組み・仕事内容に囚われず、人と人と
の接し方について学ぶ良い機会となりました。

よく理解
できた

人を動かすためは、考え方を変えるこ
と。相手の5大欲求を理解すること

すべての研修が印象的でしたが、その中でも、責任の
反対が被害者であり、人は何か失敗したりするとすぐに
人のせいにするそのしくみが理解できました。理解した
ことにより、今後どのように対応するか勉強になりまし
た。

すでに、リーダー・新入社員の指導社員には今回の研修のこ
とを細かくフィードバックし、今後店舗運営をよりよくできるよう
に協力体制を計画していきます。お子様のいらっしゃる社員に
は、特に5つの基本欲求のことをお伝えし、お子様との接し方
に使えると思い報告しております。

今回の研修は、リーダーにも参加してほしいです。今後外
部からの講師を呼んで違った視点から学びたいと思いま
す。

よく理解
できた

研修参加者同士確認し合ったり、講師
の方の実体験を元にお話を頂けた事に
より、より頭に入ってきました

●自らはもちろん、自立(自律）し、気づき・考え・行動す
る事．また部下に気づきを与える大切さを知った．●自
分が源（被害者にならない）ことの大切さ．●人は価値
を感じるところに時間とエネルギーを注ぐという言葉に
共感し、なるほどと思った

●早速本日から部下に話をする際、自立を与える(気づかせ
る・考えさせる)ように話をした．●仕事(それ以外でも)常に被
害者にならないことを意識し、自分が源と考え行動するように
していく．●普段読んでいる本にも書かれていることを実際言
葉でお聞きしたのでより響きました．少しずつでも行動に移し
実践・身につくように癖づけこの機会に変えていきたいと思い
ます

受講後やる気が増し、気持ちが新たになった．外部からの
講師の貴重なお話、仕事・人生においてもとても役立ちま
した．啓発的な講義、機会があればもっと参加したいと思
いました

よく理解
できた

講師のご自身の経験も交えて説明して
下さったので、具体的でとてもわかりや
すかった。

・私が源　・人は上質世界にあるものに心動かされると
いうこと　・願望と仕事をいかに結び付けるか　・人では
なく事にフォーカスをする

・仕事内容の意味をしっかりと伝えてどういう価値があるかと
いうことを認識させて優先順位をつけて業務を行うようにして
いきたい　部下がやりたい事、達成感・充足感・やりがいや成
長を仕事に対しても見つけられるように部下・後輩ともっとコ
ミュニケーションをとり願望と仕事をマッチングできるようにした
い。

今回のような研修は初めてでしたが楽しく受講できました。
仕事以外でも活かせる研修があると受講してみたいと思
います。

よく理解
できた

インプットだけではなくアウトプットする
機会をつくっていただいたので、グルー
プの人達とも話し合うことが出来、より
理解することが出来た。

①責任というのは自分が源という考え、その対照的な考
えが被害者であるという事。②叱る際に気をつけるこ
と、フィードバックの仕方、質問が大事である事

①他人や環境のせいにせず、自分が源という考えを持ちまず
自分が実行していく②出来なかった事をただ注意するだけで
なく、質問をしどうすれば今後改善できるかを自身で考えても
らう。ほめることも忘れずに。

仕事ではもちろん、日頃生活にも直結する考え方を教えて
頂いた気がします。楽しい研修で時間が経つのも早く感
じ、自分の中にスッと講師の方の言葉が入ってきて学ぶ事
が出来ました。

よく理解
できた

安達講師の具体的な経験談を元にお話
しされていたので。

「リーダーシップとは自分の可能性を信じられる人」、
「自分が源という考え方」というお言葉がとても奥が深い
と思いました。

先ずは自分の可能性を信じ、何事においても「自分が源」とい
う考え方を軸に、日々の業務に取り組んでいきたいとおもいま
す。

人材教育の研修で今回の安達講師の研修が一番よかっ
たです。出来れば全社員受講できると一番いいと思いま
す。ありがとうございました。

よく理解
できた

資料だけの研修ではなく、周りと共有し
たり講師の話を聞いたりと、内容をすり
込む時間が多かった為

①ティーチング・コーチング・ファシリテーションの違い　
②人は価値を感じるところにエネルギーを注ぐということ

①日々ティーチング・コーチング・ファシリテーションを使い分け
て指導していきたい　②なんでやってくれないの？と思うので
はなく、優先的にやりたい・やらないといけないよ本人が意識
持てるような仕事の指示出しをする

当たり前のことですが、この1日の研修の中で、寝ている人
がいない研修は初めてでした。講師の工夫が練りこまれ、
ペアと話したり、グループで話したり、講師の話も楽しくオ
ンオフがあり、運営も素晴らしいなと感じました。リーダー
シップや店舗内の運営には少し自信があった方ですが、
自分に足りない部分を大いに発見し、現状を理解できたの
で、すぐに実践したいと思います。ありがとうございました。

よく理解
できた

話が分かりやすかった。 「自分が源」と考えて行動する。リーダーマネジメントを
実践することで自律創造型社員が育つ。

社員一人一人に興味を持って、その社員が目標に向かって行
動できる動機を見つけて（上質世界にあるものは何か）指導し
ていく。

社外の人を講師とした研修を増やしてほしい。

よく理解
できた

お話が興味深くまたフィードバックの時
間も多く理解しやすかったです。

褒めること、叱ることが普段出来ていないと気付いた。
自分が源と考えることの重要性。他人も周りも責めな
い。

他人も周りも責めないという言葉がとても印象に残りました。
他人を責めないと自分を責めるしかないという固定観念があり
ましたのでので今後は考えを改めたいです。普段部下に対し
て褒める事、叱る事いずれも不十分だったのでお互いの為に
いずれも実行していきます。

普段の社内の研修とはとても異なるものでした。外部の方
のお話を聞くような研修も今後あると良いと思います。また
同じ研修を社員全員が受講出来れば良いと感じました。

理解で
きた

一つ一つの事柄において、安達講師ご
本人やご家族の経験などからの具体例
を示してお話しして下さったので、話が
入ってきやすくとても分かりやすかった
です。

責任とは自分が源であること。　思い通りにいかなかっ
たときに人は被害者を演じる。　人は上質世界（願望）に
あるものに動かされる。　特にこの3つが印象に残ってま
す。イライラした時などは被害者意識が強いのだと改め
て実感しました。

イライラした時等何かあった時に、被害者を演じたり、自分や
周りをすぐに責める傾向にあったので、「自分が源」を意識し
て、一旦落ち着いて、人ではなく、事にフォーカスして対応する
ようにしていきたいと思います。　また、同じチームのメンバー
と普段の仕事、仕事以外どちらもコニュニケーション不足を感
じたので、それぞれの上質世界にあるものを知れるようにコ
ミュニケーションを取ってよりよい環境へ出来るように心掛けた
いと思います。

安達講師の話はとても面白く、冗談や話し方も楽しくて、最
初から最後までよく笑った研修でした。参加出来て本当に
良かったです。研修でお伺い出来たことを少しずつ実践し
ていけるように頑張っていきたいと思います。ありがとうご
ざいました。

よく理解
できた

現場で実際起こっていることに置き換え
て考えることができた。グループ内で意
見を共有することにより、自分と同じよう
な悩みを抱えていることがわかった。耳
の痛い内容も多々あり、具体的に自身
が変わらなければいけないところが明
確になった。

全員がリーダーであること、人を動かす上質世界は人に
よって違うので内容を説明してアンケートを実施してうま
くコミュニケーションを取る、被害者ではなく自分が源と
しての意識、単にほめるのではなく事実に基づいてほめ
ることにより自信につながるということ、肯定的な未来の
言葉をつかって叱るということ

1人ひとりがリーダーなのだという責任意識を店舗内メンバー
に持ってもらう。意見を出し合ってより良い店舗を目指す。どう
しても話すときにティーチング中心になりがち、それをあらため
問いかける工夫、導き出せるようになりたい。出来なかったこ
とに対して被害者を演じない。反省して改善、自分が源にな
る。気になる相手や社内で５つの基本的欲求アンケートをとっ
て上手にコミュニケーションを取りたい。普段ほめることをほと
んどしていない、事実に基づいてしっかりとほめるときはほめ
る、叱るときは魔法の言葉「どうしたらできると思う？」と問いか
けて聞き出せるように頑張りたい。

一方通行な研修ではなく、今回のような自身で具体的に考
えて、グループで話し合い、意見を出し合う研修は何倍も
大きなものになって自分の力になると思いました。

よく理解
できた

常に具体例を示しながら説明して下さっ
たので、自分と置き換えて考えることが
でき、理解がよりしやすかったです。

自分が被害者にならない。人を動かす動機付けの仕方
が非常に印象に残りました。あり方を土台に、やり方が
必要なところも身に着ける必要があると感じました。

被害者にならないようにする。自分を責めず、反省するように
する。フィードバック方法を今一度確認し、後輩へ指導する際
に注意する。

通常の研修だと、同じ机で意見を出し合い発表する、とい
う流れで緊張感があり自分の意見がうまく言えないことが
多いです。しかし、今回は発表が目的ではなく、理解するこ
と、実践することが最終目的で、常に周りと意見を共有し、
理解しながらお話を聞けたのでリラックスして参加すること
が出来ました。ありがとうございました。

よく理解
できた

例を挙げて説明してくれるので普段の
業務にあてはめやすかった。

後輩育成にできていない事を列挙し指導を行っていた
が、自分を源と考えると指導の仕方もっとやり方がある
のではないかと観点が変わった。

指導の仕方からもどのようにすればいいかと考える、またほめ
方、叱り方についても研修で学んだように実践してみたい。

外部講師の方が仕事の観点は当然ながら、日常生活にお
いても刺激になる意見がもらえた。前向きな考え方が参考
になった。

理解で
きた

フィードバック方や上質世界などの存在
はわかっていましたが、具現化できな
かったので、文字や言葉で組立て説明
いただくことでより理解できました。

５つの基本的欲求を自分の店で活用し人を動かす意識
を持って、店長・課長と連携しつつリーダーシップを取り
たいと思います。

フィードバックはしっかり身につけてプライベートでも活用し、人
間関係の構築にも役立てたいと思います。

かつてティーチングでつらい思いをした自分達だからこそ、
同じ思いをさせないよう自己流でコーチングをしてきたつも
りでしたが、とても分かりやすい講師の方のお話を聞いて
具体的な行動や方法を得れたことはとても貴重な体験でし
た。ありがとうございました。

よく理解
できた

研修で「楽しい」「おもしろい」と感じたこ
と、そして、あんなに笑ったのは初めて
です。盛りだくさんの内容で実践したこと
は沢山ありますが、④でも記入します
が、「自分を責めない」が印象に残って
います。また、部下に対してはティーチ
ングとコーチングを使い分け、コミュニ
ケーション(相手を知る)をとることを学び
ました。

全員がリーダーである。コーチングとティーチングの使
い分け。全員が最強の組織を作れる可能性がある。人
は思い通りにならない時は被害者を演じる。自分を責め
る→一切いいことはない。反省は毎日する。上質世界
(願望)に自分自身が入っているか。心理学を勉強する。
本を読む。ほめる。叱る。「ありがとう」と感謝を伝える。
気付きを与える。自分が源。

何かミスをした時(特に仕事上で)、なぜこんなことをしてしまっ
たのだろうと自分を責めることが多いです。「今すぐにやめなさ
い」とおっしゃった時、正直なぜ？と思いました。責める→良い
ことはない→自信がなくなる→夢がなくなる→病気になる…た
しかにと思いました。この研修で、反省することは大切である
が、起こってしまったことは仕方がない、どのように解決するか
考えることが大事、そして助け合いが大事と心の底から感じま
した。

外部講師の研修は新鮮でした。セミナー形式で基本的に
はお話を聞くのみかと思っていましたが、グループワーク
が多く研修参加者と討論の時間を多くとっていただいたの
で飽きることがありませんでした。全員に安達先生の研修
を受けて頂きたいと感じました。

よく理解
できた

人を動かそうとするプロセスが体験で
き、とても勉強になりました。

「自分が源」という概念は自分の中になかったので、新
しい発見となりました。また、5つの基本的欲求の回答に
よって、人それぞれ全然違い面白いなと思いました。

「自分が源」という考えを持ちながら日々業務にあたり、上司
や後輩、同僚に良い影響を与えられるような人間になっていき
たいと思います。

今回この研修に参加させていただき、とても勉強になりま
した。普段、ビジネス本や心理本等を読む習慣がないた
め、こういった機会にお話しを聞くことができ、自分のなか
でも新しい発見がいくつもありました。終日の研修というこ
とで、最初は不安な気持ちもあったのですが、同じ立場の
方と情報共有をでき、また、グループワーク等を通じてコ
ミュニケーションをとることができとても楽しい1日でした。あ
りがとうございました。

理解で
きた

お話が大変わかりやすく、今までにない
考えに気付かせていただきました。

①何事も『自分が源』と考えてみて、他者・他のもののせ
いにせず考える癖をつけたいと思いました。②人によっ
て大切に感じていることが異なり、指導の仕方も同様で
はいけないなと気づかされました。

今までとは違う考え方『自分が源』と考えてみること。まずは自
分から考えを開示し、自分から率先して取り組むこと。相手が
何にどんな価値観を持っているのか想像する癖をつけたい。

今まで外部講師による研修はほぼなかったと思います
が、今回のように外部講師による研修を取りいれていただ
きたいです。他サービス業の研修（例えば航空会社の接
遇など）にも興味があります。
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①研修
の内容
は理解
できまし

②上記①の理由
③講習を聞いて、印象に残ったこと・気づき・自身にとっ
て役立つと思われることを記入してください（いくつでも）

④上記③を今後、自分の店・自分の仕事・自分の人生にどの
ように活かしていきますか？（具体的に）

⑤研修全般についての忌憚のない意見・感想、今後どの
ような研修を望むかなど自由にご記入ください

理解で
きた

出来ない原因を外部に求めても言い訳
にしかならないことがよく分かった。

「最高のクロージングはその人存在そのものである」　
自分自身でも手配できるこのご時世で情報を聞きに来
ただけであっても、その人柄から成約に結び付くことも
あり得る。私自身も気づかぬうちに、内容だけでなく誰
が何を発言しているかで物事を判断しているところがあ
ると感じた為。また、相乗効果で新たな案を出すには
いったんは受容することが必要だと理解した。

部下を自立させる。（分からないは記憶からの回答。考える
力、想像力を養わせる）

学べることが多いので、同じ立場（職位）や環境（リテール
インショップ）などの研修が望ましい。

理解で
きた

自らが思い込みを基に行動している事
が多かった。被害者意識を持って行動
していた。このような事に改めて気づ
き、反省することができた。また、社内で
指導するとき、個々の本当の内面を見
ていなかったとも反省し、学んだ上質世
界、一人ひとりの個性を知り、実行する
手法があることを学ぶことができた。し
かしながら、まだ十分に理解できたとは
言いにくく、ここからしっかりと実行でき
て初めてよく理解できたとなると思うた
め。

”私が源である””想像力を育ませるように働きかける””
気づきの価値→自己変革””一人ひとりが当事者意識を
持つ””意味づけ”

私が源であるという言葉がとても心に響き、私にはこの意識が
足りていなかったと強く感じました。被害者意識が優先し、いつ
も言い訳をしていたと反省しました。考え方を変えていきたいと
思い、少し前向きになれました。まず、自分をオープンにし、今
回の研修内での５つの基本的欲求のテストの自らの結果を公
表し、面白みをもって全員に取り組んでもらおうと思います。そ
こで社内みんなのことを少しずつ把握し、最終的には成績をあ
げられるような組織をつくる環境づくりをしていきたい。

社内の研修では得られない普段の業務とは違ったことを
外部の方の新鮮な講義で学ぶことができ、有意義な時間
だった。仕事のみならず、プライベートな部分でも”自分が
源”という言葉を唱えながら、生活していきたいなと素直に
感じました。今回学んだことを基にまずは自分を変え、社
内で伝えていきたいと思います。

よく理解
できた

講師の話がご自身の経験を交えて話し
て下さったこともあり大変分かりやすく、
また引き付けられるような興味深い話が
多かった

①自分が源、という考え方。②人は動機付けがあると行
動できるという考え方。

①仕事で悩みや困難にぶつかったとき、自分にも原因がある
のではないかと一度立ち止まる必要があると感じた。特に後
輩や部下に仕事を教えたり頼んでも出来ないとき、自分の伝
え方があっているか、見本を示せているか振り返ってみる。②
何か取り組むときにその先にある影響や効果を先に理解すれ
ばよりやりがいを感じられると思う。そうすればやらされている
のではなく意志をもって前向きに仕事に取り組めるようになる
と思う。

外部講師の研修は初めて受けましたが、別の分野やより
広い視野で語られる話がとても興味深かったです。またぜ
ひこのような機会があれば参加してみたいです。

よく理解
できた

講師が飽きさせないように熱意をもって
語り、分かり易い事例と、緩急のきいた
内容についつい考えさせられ、また聞き
ほれていたから。

被害者意識をもたず、自分自身が原因になっていない
か常に振り返る。人を動かしたいときはその行動、事柄
にその人にとってどう価値を見出させ、利益につながる
か理由付けが大切。人間いくつになっても他人から認め
られることに喜びがあるので、ただ事実だけをとらえて
褒める、叱るのではなく一言付け加えて期待感や思い
を沿わせる。

ここ最近、部下指導について悩んでました。私の20歳代はなに
も出来ない自分は先輩の仕事がやり易いように動く。備品の
チェック補充どれ1つかけない様気を配っていました。30歳代
は時短なので周りに迷惑をかけない。早帰りだが年相応の働
きをするのを心掛けてました。後輩育成はできます。しかし、部
下の育成と指導は私にって別物で苦手な分野です。自分の世
代が「先輩の仕事の仕方をみて学びなさい」スタイルでしたか
ら今の若い世代と違うからです。正直、いらっとする意見を部
下から言われることもあり、時代がかわれば店長等にもこんな
要望を言うんだとある意味関心する場面もあります。講師が熱
くかたりました。時代が違う。楽しくないとついてこない。わかり
ます。自分も店舗で全員が仲良く、風通しが良く、この人、この
店舗のために働きたい。休みより会社のほうが楽しい。そう思
える時期が今までに2回ありました。そうするとお客様のクレ－
ムは無い。予算もいく。良い良いづくしです。経験してわかって
はいるんです。ただ、感性が10歳違いぐらいの世代が一番わ
からなく、この世代を一番うまく動かしたいのにとジレンマでし
た。動機付けの仕方のセッション時、やはり思ってた通り、人
間関係の質を上げるのが重要と聴き、振り戻って各自の意見
にすぐ反応して遮らず、聞く耳と心の受容枠を大きくしたいと思
いました。

講師の最後の言葉が響きました。終末期を迎えた人が何
を望むか。旅行。そのすばらしい仕事についている。当た
り前に仕事としてこなしてしまい、忘れがちですが、こう聴く
と色々思い出します。若手にも動かすではなく、どう成長で
きたのか。気づきと振り返えり研修として安達講師の研修
作ってほしいです。

よく理解
できた

セッションの1つ1つの終わりに理解でき
たかペアと確認する時間があったので、
立ち止まって理解することができたた
め。

物事を考えるとき、自分自身の思い込み、先入観、固定
概念にとらわれることなく、相手の意見を聞き、また受け
とめることで相乗効果により新しい気づきを得ることが
できる。自分が源と考え、周りを責めずに、まずは自分
ができることを考え行動にうつすこと。被害者を演じるこ
とをしない。一緒に働くビジネスパートナーの上質世界
に何があるのか理解する、人を動かすための動機とな
る。ビジネスパートナーについて知ることが重要。肯定
的、未来的な質問の方法、ほめる、しかる時のポイン
ト。

周りを動かすにも、まず自分が行動するところからはじめてい
く。優良顧客のフォローを今後していくに当たり、目的は何か、
どういう効果が得られるのかを説明した上で全員に共有してい
く。また現在、部下（若年社員）の接客対応について、知らない
こと、見れていないことが多い為、どういう接客かどういう考え
方を持っているのか知る。コミュニケーションをはかる。整理整
頓、発注、受付方など、注意を促す時、詰問になるのでなく、
肯定的に質問を投げかけ「考える」ことを一緒にしていきたい。
褒める時、叱る時は事実だけを伝えるのではなく、特にどんな
影響があったのかに留意して伝えていく。

安達講師の研修を受け、自身のマインドを見直すきっかけ
となりました。心理学に基づく話など今まで経験したことの
ない研修でしたので興味深く、また楽しんで話を聞くことが
できました。今後JAL/ANAの客室乗務員が教える接遇な
ど、他企業が行うような研修のスタイルに関心がありま
す。朝活講習など、営業時間外で全員が参加しやすい研
修などもあれば参加してみたいと思います。

よく理解
できた

安達トレーナーの説明がとても分かりや
すく、人を引き付ける話術も勉強になり
ました。また「人を動かすための必要な
あり方とやり方」につきましては、自らの
経験を交えたお話しを聞くことにより、非
常に説得力があると感じましたので、研
修内容全てが、自然と自分の頭の中に
入り、よく理解することができました。

①「人は思い通りにいかなかったとき、被害者を演じる」
→ついつい他責・言い訳をしているのではないか？②
「自分が源」→自分が源に起きているのではないか？と
いう考え方は自分の中にはありませんでした。おそらく
自分を責めるか他人や周りのせいにしていたと思いま
す。③部下に対し、詰問になっていたのではないか？未
来質問をすることで前向きな気持ちになり、気づきが生
まれる。④相手の願望を理解することも重要⑤余命3週
間だったらの話しの中で8割の人が旅行と答えてくださっ
たとのこと。日頃私たちはどれだけお客様の旅行に対
する思いを組みとれているのか考えさせられました。流
れ作業になることなく対応してきたいと思います。

自らの思い込みや先入観を捨て、まずは自己変革に努めたい
と思います。自らが変わることで、部下に対しても気づきを与
え意識改革をし、リードマネージメントを目指します。相手に対
し対決するのではなく、受容することができていなかったこと
や、知らず知らずのうちに自らも被害者を演じていることが
あったことに気づきました。他人や自分を責めずセルフイメー
ジを上げていくよう努力します。研修で学んだことはもう一度思
い直し実践していきます。

長い時間の研修でしたが、とても楽しく研修に参加させて
いただきありがとうございました。安達トレーナーのように
うまく伝えることはできませんが、研修で学んだことは共有
して全員でセルフイメージを上げていきたいと思います。可
能であれば、ほかの社員にも参加してほしい研修だと感じ
ました。私自身も機会がありましたら、また安達トレーナー
の研修に参加したいです。

よく理解
できた

非常にわかりやすく、素直に自分の中
に受け入れる事できて楽しい研修でし
た。これからの自分自身に活かしたい
真剣に考えました。

他人・周り・自分を責めずに目標達成にできること考え
行動。願望と仕事を結びつけるかが、人を動かす技術。
価値が見出すところに人はエネルギーを注ぐ。

部下の仕事ぶりをよく見るよく知る「気付き」を増やし、価値を
知って行動に変える、人を動かす動機をもっと理解すること、
そこが自分に足りないと感じました。仕事において、まず自身
の取り組み、発言、行動を自身でチェック、全員がリーダー意
識が持てるような活気ある最強組織に少しでも近づけていき
たいです。

研修にでてから自身の発言や行動を振り返るようになっ
た、部下にも是非考えの変わるきっかけに研修参加してほ
しい

よく理解
できた

新しい考え方を学べることができ、どの
仕事にでも活かせれると思いました。ま
た自分の今までの考え方と違った考え
方がとても新鮮でした。

部下に指導する際にすぐに教えてしまし自分自身で考
えさせるような持っていき方ができていませんでした。今
回の研修で今までの自分の働き方とは違う考え方を知
ることができました。また叱る際も相手の欠けてる部分
を見るのではなく足りている部分を見てあげれるように
今後はしていきたいです。今回の研修で新しい考え方に
気づく良いきっかけとなり仕事でも活用していきたいと思
いました。

業務内容での質問やパンフレット配置などをすぐに教えるので
はなく、一度考えてもらうよう変えていく。自分自身も頭の片隅
にその考えを持ち働きます。

安達講師の話し方や考え方がとても参考になりました。話
もとても面白く講師の別の講習を受けたいです。

よく理解
できた

「人を動かす」ためのスキルやマインド
を学ぶ機会を頂き、まずは人対人との
関係性、気持ちの動きを具体的かつＯ
ＵＴＰＵＴ式で教えてくださり、リーダーと
してどう人（部下）の上質世界の中に入
れるかを学ぶ事ができた為。

①ティーチングとコーチングの違い②問題の本質を把握
し自分が源と考え行動する③人は上質世界（願望）にあ
るものに動かされる④“叱る”とは正しい道へ導きことで
ある

①部下の指導は講義を受けるまでティーチングであった。これ
からはリードマネジメントを意識し答えを引き出す手法、問い方
を見つめなおす。そして自ら動きたくなる気持ちを起こさせる②
自分が出来ていない理由を周りのせいにせず自分が源と考え
振り返る。③お客様や部下の中の上質世界に入れるよう、選
ばれ求められる人財となるよう自問自答し行動する④叱ること
が苦手なので、まずは事実に対し質問し気づきを求め能力を
引き出し成長するよう促す

凄まじいサクセスストーリーからの大どんでん返し、更にＶ
字回復と経験者でないと語れないリアルストーリーに聞き
入りました。“最高のクロージングは人そのもの”のフレー
ズは昨日の参加者が常に意識し体感している事ではない
でしょうか。よって冒頭から会場は一丸となったように感じ
ます。様々な角度の切り口やご家族のお話も共感する部
分が多く次回は心理学に基づく講義も是非受講したいで
す。【責任】カード早速マイデスクにセットしました。毎日心
を引き締めて取り組みます。今回の講義を設けて下さった
小野寺エリア長、ありがとうございました。

理解で
きた

大体は理解できたが言葉の意味など難
しい部分は再度復習する。

①自分が・・上司部下に対して自分が被害者になってい
ることを気づかされた②上質世界・・人はそれぞれ上質
世界があるので理解してもらないことがある③ほめ方、
𠮟り方・・いつもは一言褒める、注意するということで終
わっていた。④コーチング、ファシリテーション・・自分は
いつもティーチングばかりだった。

常に自分が源という考えを持つ。人それぞれの上質世界を理
解し、それぞれに合った対応ができるようにする。部下には効
果的なフィードバックをする。それらを達成させるためにはまず
は細めなコミュニケーションを取る。

今回の研修は仕事や人生において学ぶことが多かった。
グループワークがあったり項目ごとに振り返りができたの
で良かった。

よく理解
できた

講師自身の話に説得力があり、他店舗
の方と意見交換しあうことでより理解が
深まりました。

リーダーは可能性を信じることが大切。そして全員が
リーダーであることを認識する。相手を責めるのではな
く、常に「私に責任」があるということを頭に入れて発言・
行動する。

人を育てることは、自分自身の成長につながるということを改
めて気づきました。社員同士の信頼関係を築き、お互い意見
が言い合えるお店づくりにしていきたいと思います。人の心を
動かすプロになるために、幅広い視野と興味を持ち、日々努
力していきたいと思います。

担当課長で同じ立場の方とこのようなマネジメントや教育
の研修を受けたいと思います。他店の好事例情報を共有
できればと思います。

よく理解
できた

安達講師の話し方が上手でとてもわか
りやすかった。また話を聞くだけでなくグ
ループワークを通して話し合うことでより
深めることができた。

今までどうやったらいいかを考えていたけれど、まずは
意識を変え土台となるあり方をきちんと築けていないん
だと認識した。またすべてを「自分が源」と考えることに
よって意識改革を行おうと思った。

まずは「自分が源」の考え方に基づいていままでの反省改善
し、部下とももっと密にコミュニケーションをとって土台を築く。
全員がリーダーであろうとする最強組織に近づけられるよう仕
事への意味づけをして人を動かせるようにしたい。

とても熱くて勉強になった研修でした。グループワークなど
もあり自分自身の仕事や店舗のことにひもづけて考えられ
るいいきっかけになった。
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①研修
の内容
は理解
できまし

②上記①の理由
③講習を聞いて、印象に残ったこと・気づき・自身にとっ
て役立つと思われることを記入してください（いくつでも）

④上記③を今後、自分の店・自分の仕事・自分の人生にどの
ように活かしていきますか？（具体的に）

⑤研修全般についての忌憚のない意見・感想、今後どの
ような研修を望むかなど自由にご記入ください

よく理解
できた

講師の説明がとても上手く理解し易かっ
た。説明の都度、グループ内で共有を
行い、内容ごとに確認し合うことができ
た。ディスカッションも適宜行い、自分以
外の意見も取り入れることができた。

①責任＝自分が源。②基本的欲求と上質的欲求を満た
すことが人を動かすきっかけになること。③部下を成長
させるほめ方、叱り方。

①被害者にならない。他責・文句を言わないこと。②店舗のメ
ンバーのことをもっと知り、コミュニケーションを取り、部下との
信頼関係をさらに築き上げる。店舗内をより話しやすい環境に
し、業務をスムーズ行えるようにする。店舗で研修内で行った
心理テストを行ってみる。部下の特性を知る③魔法の言葉「ど
うしたら出来ると思う？」を利用し、部下に影響を考えて叱る、
ほめる。いきなり全ては出来ないので、出来ることから日々行
いたいと思います。

今回のような研修をもっと多くの社員に受講してほしいと
思います。

理解で
きた

座学ではありましたが講師の活力に満
ち溢れた前向きな言葉の数々､そして大
変分かりやすい話し方だったこともあり
頭にすっと入ってくるそんな内容でした。
ただ最後は少々自分の許容量を超えた
ため消化出来ていない部分もあります。
少しずつ振返りを行い一つずつ理解し
消化していきたいとおもいます。日々の
生活や仕事をする上で知らない間にマ
イナスな行動や発言、考え方などをして
いたんだと痛感した1日でもありました。
すぐに全てを自然に行動に移すことは
難しいですが一つずつ自分が出来るこ
とから行動に移し、周りにも良い影響を
与えられるようになりたいと思います。

①思考を変える（良い行動をするには良い考えを持たな
ければならない。　自分の見方、考え方、価値観などの
固定観念にとらわれない）　②受容する（自分と異なる
思考だからといってすぐにはねのけず一旦は受け止め
理解をしてあげる。　そうすることにより自分自身も気づ
きを得ることが出来、相手も話を聞いてくれる状況とな
り、共創することができる）　③価値を与える（意味づけ
すると価値があると思う。人は価値を感じるところに時
間とエネルギー（労力）を費やす。相手の願望と仕事を
いかに結びつけるか、これが人を動かす技術。）

年々､自分の思考で物事を捉えてしまう傾向があるように思い
ます。自分の固定観念にとらわれず思考を柔軟にしプラスの
発言と態度をとり、周囲によい影響を与えられるように意識し
て行動できればと思います。　そしてもともと得意ではない、人
を動かすこと、これが本当に容易ではないと実感しました。人
を動かす秘訣は自ら動きたくなる気持ちを起こさせること、そし
て人は価値を感じるところに時間とエネルギーを注ぐということ
を学びましたが､自分自身のこれまでの行動を振返り、そう
いった気持ちになってもらえるような行動や発言は出来ていま
せんでした。実際に仕事を後輩にお願いするときには、ただ単
にお願いするのではなくそれがいかに重要（必要）であるか、
価値を感じてもらえるような渡し方もポイントであると学んだの
で実行していこうと思います。また役目を与えることで仕事の
能力を向上させ成長へと繋がる気づきを与える機会を作り、そ
して自信を引き出し、成長してもらえるような環境を作っていけ
ればと思います。　最後に､問題の本質を自分が源であると考
え他人や周りや自分を責めずに目的や目標達成のためにで
きることを考え行動できるように、日々、前向きにポジティブに
過ごしていこうと思いました。

今回初めて外部講師による研修に参加させていただきま
した。初めはどういう研修なのか想像できませんでしたが
グループワークも固すぎず、気楽に話が出来る内容だった
ことや同じエリアではないリーダーという立場の方が集まっ
て話を交わす時間は大変貴重だったと思います。また外
部講師だからこその視点でお話いただけたことで、少し頭
を柔軟にできる機会になった点が特によかったと感じまし
た。内部講師による研修も勉強になりますが､今回のよう
な外部講師だからこその視点で学べる研修はとても良い
刺激になるので今後もこういった研修を実施いただきたい
です。

よく理解
できた

わかりやすく、楽しい研修だった。講師
のご家族やご自身の過去の話などを交
えながら、お話されていたので、とても
わかりやすかった。

リーダーは一方的に教えるだけでなく、話し合ってみん
なで答えを出すことが重要だとわかった。後輩にも、質
問をすることで考えさせることで、自立してもらうようにし
ようと思った。

何かミスがあれば、一方的に指導するのではなく、質問をして
考えさせるようにする。原因の追究とこれからの対策を考えて
もらう。

今回のように実務とは違った研修は、とても勉強になっ
た。わかりやすく説明されるプロの講師だと、より一層理解
でき、研修を受けてよかったと思えた。

よく理解
できた

講師の先生のお話が全てにおいて納得
出来きました。

今まで何か問題が発生すると他責にしてた事が多く、原
因は自責にあるという意識を変える事で物事の見方が
変わっていきそれが最終的に良い結果に繋がるという
事

物事をネガティブに受け取るのではなく受け取り方の発想をポ
ジティブに変えていく事で自分自身の成長や今後の人生にお
いてのチャレンジ精神に活かしていきたい。

講師の先生の人間力に魅了されました。終日大変勉強に
なるお話が聞けまた今後の仕事の仕方にも大きく影響さ
れる講習でした。このような研修は年に何度か開催してい
ただき他の社員にも受けてもらいたいです。

よく理解
できた

すごくわかりやすく、同じ言葉を繰り返し
発して下さったので、誰でも理解できる
内容だったと思います。

自分と違った意見でも人の意見をひとまず受け入れるこ
と。相手を知れば知るほど人を動かせるチャンスが増え
ること。どうしたらうまくできると思う？という肯定質問を
すること。

普段の生活の中でしていないことを仕事でのみすることは無
理だと気付きました。今まで相手に興味を持つことを避けがち
だったので、日々の生活の中でもこの人はどんな人？と意識
して思うことで、一緒に働くメンバーにも普段の会話から人間
性を見出していきたいです。また、後輩指導するにあたり、こう
すべきであると自分の意見を先にいっていたので、なぜそのよ
うになり、今後はどうすればできるのか？とまず相手の意見を
聞くことを心がけます。また、パンフレットの面だしや何か改善
点を見つけた際はこうしたいけど、どう思うか？と自分と違った
意見が本当にないのか突き詰めていきたいと思います。

講師の方の聞き手をたいくつさせず引き込むような話し方
が印象深く、今までの研修で一番笑いのある研修でした。
苦痛をバネにはなかなかしにくいですが、楽しさをバネに
自身の人生に、人生の大半を占めている仕事に生かせる
研修でした。個人的に多くのことを一度に覚えるが苦手な
ので、今回の研修では「自分が源」という言葉を心に留め、
日々の業務に追われた際に少し立ち止まって思い返した
いです。今回の研修を今後も望みます。人材のモチベー
ションを高めることに繋がる研修は今回のように楽しみな
がら考えられる研修であることを望みます。

よく理解
できた

よく理解できたが、実際自分がどこまで
近づけるかが難しいと思った。

①ティーチングよりコーチングで意識を引き出す。②「自
分が源」と考える。③人を動かす動機付けの仕方。

①部下や相手に質問し、答えを引き出させるように話をする。
自分から答えを言ってしまわないように意識する。②周りを責
める傾向にあったので、自分の考えを改めるよう気を付けて状
況をじっくり理解する。③それぞれの価値の高いものを知るた
めに5つの基本的欲求のアンケートをしてみたい。

講師の実体験を交えた話の内容と演じるかのような話し方
により、講習内容がリアルに理解でき、納得させられた。
実務的な研修も必要だが、こういった人間性を高められる
ような研修をこれからも受けていきたい。

よく理解
できた

聞きなれない「コーチング」や「ファシリ
テーション」などを具体例を交えながら
教えていただけたので、普段の自分の
仕事に置き換えて考えることができたの
で。グループワークも多く、自然に自分
の思考の偏りに気付くことが出来まし
た。

結果を変えるには行動を変える、そのためには思考を
変えるということが最も印象に残りました。これまでは、
目標に向けてどう行動すれば良いか？という考えしかな
く、その考え自体も自分の中にある狭い考えだけである
ことに気付きました。また、グループワークを通じて、部
下、上司に対しての気がかりなことを書き出したことは、
考え方を変えれば自分がすべきこと、出来ていないこと
なのだと気付きました。感情に流されず、一旦冷静に
「自分が源」という考えを持って物事を見るようにしたい
と思いました。

物事を進める時、決めたことをスピーディーに指示することを
重視するのではなく、まずは皆で意見を出し合ってそれぞれが
考えるというやり方をします。自分が思っている意見と反対の
意見や納得できない意見が出たとしても、感情的にならずに、
その意見を受容して話し合うようにします。また、ほめる、叱る
というのも、少し時間をかけてでもきちんと順序立てて行いま
す。

安達講師のお話はとても面白く、またご自身の悪かった時
期のことも率直に話していただけたので、よりリアルなこと
として捉えられました。講師のように、いつでも素直で柔軟
に何でも吸収出来る人間になりたいと強く思いました。これ
からもこの気持ちを忘れず、店舗でも良い風を吹かせられ
るよう頑張ります。ぜひ私達だけでなく、皆にこの研修を受
けて欲しいと思います。今後もこのような、旅行に関してだ
けでなく、人間としても成長できるような研修を受けたいと
思います。全く違う業種の方から色々学びたいです。

よく理解
できた

何かとフラッシュバックのように思い出し
ます・・・。

自分は源、誰かのせいでも自分のせいでもない、という
考えは目からウロコでした。

上記の考えを広め、自分自身もそのように考えられるよう努力
していきたい。

今まで聞いたことのある言葉もたくさん出てきましたが、今
回の研修では一番心に響きました。

よく理解
できた

実際の私たちの仕事に落とし込みお話
して下さったので、想定もでき、とても分
かりやすかった。

ﾃｨｰﾁﾝｸﾞとｺｰﾁﾝｸﾞは異なる。すべての責任は自分にあ
る＝自分が源である。人は上質世界にあるものに動か
される。フィードバックの仕方の重要性。

まずは今回の研修内容を共有したいと思います。問題が起き
た場合、まずは「自分が源」として物事を考えるようにします。
そして、部下に対して自ら考え発言してもらえるよう、質問の仕
方を変えようと思います。コミュニケーションを意識的に取り、
互いの関係性を気づき、相手の上質世界を知りたい。1日1回
は「ほめる」ことをしたいと思います。そして考えなくても上手く
フィードバックできるようになりたい。

とても楽しい研修でした。内容が盛りだくさんで最初はあま
り乗り気ではありませんでしたが、足立講師のお話は自分
の実務に置き換え考えることができ、とても勉強になりまし
た。そして、多くの気付きをくださいました。この研修がス
タッフ全員とは言いませんが課長、ＧＬは受けることができ
ればうれしいです。

よく理解
できた

1日心を惹きつける楽しい話し方、学び
を講習いただきとても勉強になりまし
た。

ファシリテーション・後輩社員への指導法 今まで店舗改善を何度も行ってきましたが、自分が思った意
見を伝え指示していく方法やまた他のメンバーに言われたこと
に従って改善していくという方法が多かったのですが、今回学
んだファシリテーションを行うことで色々な意見を共有すること
でより良い改善点を気づき、発見できることを学び今後の店舗
改善に繋げていくようにしたいと思いました。また後輩への指
導法に関しては失敗点を「なぜできなかったのか？」や改善点
についてもこちらから答えを出してしまうことが多かったため、
今後は肯定的で未来形の質問をしていこうということを学ぶこ
とができ、活かしていきたいです。

どのような研修かわからず参加させていただきましたが、
このような楽しく吸収できる座学は初めてでした。学んだこ
とを一つでも多く自分自身の仕事に活かせることができる
ようしていきたいです。

よく理解
できた

リーダーでありながら、「人を動かす」と
いうことを強く意識して働くことができて
いなかったが、安達講師のお話は非常
に興味深く、「人を動かす」人材になるた
めの考え方・行動の仕方を前向きに考
えることができた。

1,自分が源　2,可能性を信じる　3,まず相手の上質世界
に入る　4,優秀一流のリーダーは部下に気づきを与え
る。

1,自分が源と捉えることにより、より多くの可能性を秘めた未
来につながるものを得ることができ、職場の中でもプラスに働
くことが分かった。人や環境のせいにしたり、なげやりになるこ
となく、「自分が源」を習慣化し、周りにうつせるようになりた
い。共に働く同僚やお客様への、信頼関係も強化できると感じ
た。2,一緒に働く仲間、そして自分の可能性を信じことが、組織
や個人変革の一歩と感じたので、信じるということを忘れな
い。3,相手の願望を知ることを実践する。自分が思っていいる
以上に、相手のことを知らなかった。どんな願望があるか深堀
し、教育やお客様対応に結びつける。4,答えを教えるだけでは
なく、コーチングやファシリテーションを推進する。質問で返し、
共有し、自分で気づいて発見してもらえる関わり方をする。

非常に興味深く、勉強になった研修でした。リーダーとして
の役割を前向きに、かつ楽しく考えることができ、心理的な
部分からフィードバックの仕方などの実践部分まで、分か
りやすく教えていただけたことがよかったです。また、頻繁
に同じグループの方と意見を共有することで、自分の考え
や周りの方の考え方を知り整理することができ、職場でも
このようなやり方で意見を共有したいと思いました。今後
も、このような研修をより多くのやる気のある社員が聞くこ
とで、会社としてさらに前向きに進めるような気がしまし
た。

よく理解
できた

今までに考えたことがなかった発想だっ
たが実際その通りだと感じたため

被害者にならない　叱り方　コーチング 仕事が滞る原因はお客様、メンバーが原因かと感じていたが
まずは自身から行動する。叱るではなく怒るになってしまうこと
が多々あるので改める。業務時間中はティーチングになりがち
だが数分でも時間を割いて話をする。

今までの研修に比べると終始笑いがありリラックスした気
分で臨めたのが印象的だった。普段の自身の態度を見つ
め直す良い機会となった。

よく理解
できた

どの話も興味深く、これからリーダーとし
てどうすべきかを明確に話して頂けまし
た。

【私が源】【被害者にならない】考え方が今までできてい
ないことで良くない方に向かっていたことがあったことに
気が付きました。

忙しく余裕がなくても一旦スペースを置いて考えることを習慣
づけ、後輩や部下にも同じような考えを伝えてお互い成長して
いきたいです。

長い研修時間が短く感じた、大変考えさせられた研修でし
た。他店舗のリーダーとの意見交換も貴重な体験となりま
した。

理解で
きた

一方的に聞くだけではなく、グループ
ワーク等で話しいあいながらお話を聞け
たたた

自分が源　という言葉が大変心に残った　いろいろなお
客様や上司部下、いろいろな考え方があるが、なにか
あってもこちらが変われば、変えてみれば、いい報告に
向くかもしれないと思えた

何かあったらまずは自分がどうかを考えてみる 今回の研修はとても楽しく、それだけでなく為になった　安
達先生の考え方は初めて聞くようなことも多くあった　残念
だったのは、本来は2日間の内容を1日でしたということ　
もっとくわしくゆっくりとお話をきけたらよりよかった　日々
の店頭業務に皆さん忙しいと思うが、今回のように課長や
リーダーがそろう研修が今後もあってほしい
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①研修
の内容
は理解
できまし

②上記①の理由
③講習を聞いて、印象に残ったこと・気づき・自身にとっ
て役立つと思われることを記入してください（いくつでも）

④上記③を今後、自分の店・自分の仕事・自分の人生にどの
ように活かしていきますか？（具体的に）

⑤研修全般についての忌憚のない意見・感想、今後どの
ような研修を望むかなど自由にご記入ください

よく理解
できた

講師のお話が非常にわかりやすく、関
心・興味を引くものでした

「人は思い通りにならないとき、被害者を演じる」説明を
聞いたとき、まさしくその通りだと思いました。これから
は「自分が源」という考えを常に持ち、視野を広く持てる
よう意識しようと思いました。

「自分が源」という考えができるようになると、周りの人への影
響が180度変わり、人材育成という観点からも全く違った結果
が出ると思いました。、今後自身の仕事においても、プライ
ベートにおいても、本能のまま行動せず、常に一呼吸置き客
観的に自分を見ていこうと思います。

頭で理解できても、実際行動に起こすのは非常に難しいと
思いますが、「スキル」だと仰られていたので、習慣付けれ
ば身につくと信じ、自分の考え方・人生を変えるために努
力していこうと思いました。こんなに笑いながら受けた講習
は初めてでした。楽しく身になる有意義な講習でした。有
難うございました。

よく理解
できた

ご自身の経験談も含まれたお話だった
ので理解しやすかったです

自分が源（自分ごとととらえる）　ファシリテーションを大
事にする

教える育てるに加え、自分の考えを皆に共有して答え（結論）
を導き出すようにしていく

安達講師の話は伝達よりもぜひ直接聞いてほしいと思い
ました　もう少し少人数制を好みます

よく理解
できた

「人を動かす」ためにはごのようにしたら
いいか、自分自身の心がけを学べ、理
解できたため。

育成方法で、ファリテーションというみんなから意見をだ
してもらって話し合う手法はぜひ使っていきたいと思っ
た。常に「自分が源」という意識を持ち、他人や周りや自
分を責めずに、目標達成に向けてできることを考え、行
動するという考え方が一番心に残っています。

個所をよくするにはどのようにしたらいいか、自分自身が考
え、部下に気づきを与え、やる気を出させてお互いに成長させ
るようにしていきたいです。まずは、自分人の気持ちを根本的
に変えて、自分自身が当事者という意識をもち行動して、みん
なを巻き込んでいけるようにしていきたいです。

すごく内容の濃い内容でした。たくさんの気づきをいただけ
ました。２日間で受けたい内容でした。講師の方の例えば
の話もすごくわかりやすくで、楽しく充実した研修を受ける
ことができました。

よく理解
できた

講師のお話がとてもわかりやすく、グ
ループワークも多かったので興味深く受
講できました。

責任やリーダーシップについての考え方、部下に気づき
を与えることが自己変革につながること。人は価値を感
じることに時間とエネルギーを注ぐこと。人は願望にあ
るものに動かされることなどが印象に残りました。

仕事の価値（意味）を伝え指導にあたる。自分で考え行動でき
るように導く。どんな欲求があるのか相手に興味を持つ

今回はマネージメントの研修でしたが仕事をする上のでの
社会人としての考え方や心の持ちようも学べたので多くの
社員が受講することができればいいと思いました。

よく理解
できた

各項目、講師がゆっくり丁寧に話してく
ださる、グループワークも多く、グループ
内のメンバーの方と意見交換がたくさん
できたので、よく理解することができた。

自分が源。人は価値を感じるところに時間とエネルギー
を注ぐ。相手の願望と仕事をいかに結びつけるか。

私たちの本能、被害者を演じることなく、他人や周りや自分を
責めずに目的、目標達成のためにできることを考え、行動す
る。部下たちに上質世界の中に仕事や私を入れてもらえるよう
に、日々意識して行動する。そうすることで最強組織が出来上
がる。部下と話をする際、部下が悩んでいたり、考えていること
を自身も一緒になってどんな意味があるかを考える。

今回、外部講師の研修で違った角度で学ぶことができ、新
鮮で貴重な経験ができました。グループワークも多くあり、
自然とグループ内のメンバーとコミュニケーションを図る機
会が多く、店舗ごとの意見交換もたくさんできました。今後
もこういった外部講師の研修はぜひ参加したいですし、今
回の人を動かす研修はリーダー以上は全員マストで研修
に参加できたらなと思いました。

よく理解
できた

目標を掲げて前向きに市Hごとに取り組
んでいても、不満足なことがあります。
それを今までは他人・物・事のせいにし
ていたが、実は自分自身の行動・発言
が原因であったのだと理解しました。後
輩育成にあたり、同僚の上質世界に入
り込める人になれるよう日々の業務に
携わっていかなければならないと学びま
した。

皆で答えをだしていくファシリテーションをする。誰もが
リーダーであり、自分を信じれるリーダーになる。「自分
が源」／被害者を演じている。成長を実感させ、自信を
引き出す／能力を引き出し成長を支援する。

自分だけの意見・意図を伝えるのではなく、相手の気持ちも確
認した上で話し合い答えを導き出すような仕事をしていく。言
い訳をするのではなく、ます何が原因だったのかを考えて発
言・行動をする。後輩指導は詰問になっている事もあると思う
ので、まずは認めて、どうしていくべきかを考え、改善できるよ
うに各々の能力を引き出してあげ自分自身も気づきや発見を
できるようにしていきます。

分かってるようで分かっていなかったことをたくさん気づくこ
とができた研修でした。仕事はもちろんプライベートにおい
ても「自分が源」を胸に刻み自己変革していこうと思える研
修でした。

理解で
きた

日々の業務に結びつけてイメージでき
たため

自分が源を意識し、リーダーシップを発揮していきたい 責任カードを店舗に掲示し、全員で共有できるようにしたい 大変考えさせられる研修となりました。機会がれば、再度
受講したいと思います

よく理解
できた

具体的な例をあげて説明してもらえたの
で、理解しやすかった。

責任についての考え方について、変わった様な気がす
る。改めて考えると、何かのせいにしている事が多い様
に思う。性格の傾向によって言い方や対応方を変えた
方がいい場合があることもある程度理解していてもなか
なか難しい。

自分の業務については、何かのせいにせずに、責任をもって
取り組むようにしていく。またフィードバック等についての対応
方も一旦、考えてから行う様にしていきたいと思います。

もう少しグループワーク等に時間があると良かった。(2日
間分を1日分に短縮しているので、仕方ないかもしれませ
んが・・)

よく理解
できた

安達講師の実体験を元にわかりやす
く、テーブル内の他エリアの方と話す機
会を多く持っていただけたので楽しみな
がら受講することができた。

リーダーとして部下を育てるためには、ティーチングと
コーチングとをうまく使い分ける必要があること。先入観
を持たずに視野を広く、部下のキャラクターに合わせた
欲求を充足すること。ただ部下褒める・叱るだけではな
く、影響力や因果関係を具体的に表現してあげることが
大切。部下の自信を高めてあげること。

まずは自身の仕事を見つめ直し、余裕を持った仕事の進め方
をする。それによって視野も広くなると思うのでその視野を店
全体に移し、上司や部下がどんな仕事を抱えているかを把握
する。カウンターの回転がうまく回っているか、無理をしている
社員がいないかを見極めながら割り当てをする。2週間に1回、
最低5分でも時間を見つけて部下全員個々で話し合いを設け
て、思っていること、感じていることを引出し、問題点改善へ向
けて上司への提案、見直しを図る。

各エリアでの話し合いを設けていただいたことはとてもあり
がたかった。全体的に時間が足りず、店の状況を踏まえ
ゆっくりと考える時間が少なかったのは残念。

よく理解
できた

いろいろなエピソードを交えながらわか
りやすくお話をしていただました。楽しく
学ぶことが出来ました。

ティーチング・コーチングの違い。普段自分のとっている
行動か「被害者」として発言したり行動をしていることが
あることに気づきました。「私が源」という言葉を思い出
し、自分が行動していくと周りもきっと変わっていくので
はと思いました。人を動かす動機づけの仕方を身につ
けたいと思います。

相談をされたり、注意をしないといけないときに、ティーチング・
コーチングを考え、発言をしていこうと思います。責任カードは
身に着けています。相手のことを考え、「私が源」を心にとめ行
動をしていきます。

社員全員がこの研修をうけると日々の言動・行動に対する
姿勢が変わると思います。私たちも伝えていこうと思いま
すがぜひ機会を作ってほしいと思います。日頃の発言・行
動を見直すいい機会となりました。

よく理解
できた

安達講師が非常にユーモアを持って具
体的な事例を示して講義してくださり、
想像、理解しやすかった。

自分が源！全員がリーダー！まずあり方が大切！受
容！全員がリーダー！選択理論心理学！人を動かす
動機付け！上質世界！詰問と質問！魔法の質問！可
能思考！

自分が源を合言葉に、まずは被害者にならず自身のマインド
をできると思って少しずつ変えていく、そして1日に一つでも多く
良い影響が与えられる発言を増やす

安達講師の具体的なイメージを与えてくれるユーモラスな
講義に、1日がアッとい間でしたし、たくさんの気づきを得る
事ができ研修に参加できたことをとても幸せに思いまし
た。仕事だけでなく人生の考え方のヒントもいただけたよう
でとても良い機会でした。仕事に直結した研修も重要かと
思いますが今回の講義のような違った角度からいろんな
物事のとらえ方を学ぶことやいろんな業界で成功した人の
話を聞く事により実際の仕事のスキルUPやマインドUPが
できる研修を希望します。今回は参加させていただきあり
がとうございました。

よく理解
できた

話が面白く、現場での行動考えながら
研修を受けれた

自分が源、自分もいつでも被害者意識になる、上質世
界、全員リーダー、セルフイメージを高める、

セルフイメージを高く持ち、自分を責めない。だけど日々反省
は必要。そして、部下の上質世界に入れるように努める。日々
コミュニケーションを取って、共有し気づき、発見して相手のこ
とを知ることを続けていきたい。

自分の意識、考え方で周りも変わっていくことを改めて感じ
ました。『自分を責めない。しかし反省は必要。』の言葉は
心に沁みました。長丁場でしたが、終わった後はなぜか
スッキリしました。リーダー、課長だけではなく他のスタッフ
にも受けさせてあげたいと思いました。仕事だけではなく
て、今後の人生にとっても役に立つ研修だと思いました。

よく理解
できた

分かりやすいワークから始まり、その理
論と解説があり、説得力のある結論だっ
たので、よく理解できた。部下を動かす
やり方に試行錯誤しながら悩んでいた
ので、講師の方の心理学に基づくアプ
ローチの仕方に気づかされた事が多
かった。

1.自分が源（この考えが皆が持ち、実践できれば最強の
会社になる）　2.　5つの要求を理解し、部下の価値を引
き出し動かす。（それぞれの部下の個性の中に秘めら
れている要求からアプローチが必要）　3.フィードバック
の仕方（影響を入れること）

1.自分が率先して「自分が源」精神を実行し、自ら環境を変え
ていく。2.部下に5つの基本的欲求をチェックテストして、部下
の個性に秘められている上質世界を知り、今後のアプローチ
を変えていく。3.ほめる、叱るフィードバックの仕方として最初
に質問をじっくり取り入れ、影響を入れること、そして自分の気
持ちを言葉で表し、コミュケーションの重要性を大事にする。

講師の方のリラックスさせながら議題を進めていくやり方
は、とても心と頭に入りやすかったです。すべてをグループ
ワークではなく、ペアと確認しあうところも堅苦しくなくよ
かったです。

よく理解
できた

自身で心理学や外部セミナーへの参加
を行い、ビジネススキルを学習している
ため、再確認という内容が多かったた
め。

「責任＝私が源」「被害者＝他人や周りが源」という考え
方を聞き、様々な負の感情は考え方一つでコントロール
できると感じました。また、部下への指導に悩むところが
ありましたので、「動機付けの仕方」もとても参考になり
ました。

人の数だけ様々な生き方や考え方があるということを念頭に
置き、自身が積極的に発信しながらも、上司のフォローや、部
下の各人に合わせた指導を行い、チームとして更なる一体感
の醸成と目標達成に向け努めていきます。

今回は課長中心の研修でしたが、次期役職のGL等の年
次にも「責任感の醸成」という意味で是非参加してもらいた
い内容だと感じました。また、今後設定いただきたい研修
として、仕事では重要な数値・分析関連のスキル向上を目
的とした内容を求めます。

よく理解
できた

話が興味深くて入ってきやすかった 自分はこう考えるのが当たり前だと思っていることでも、
人によって受け止め方が違うのは基づくものがあるのだ
と改めて考えさせられた。（順序立てて指示する、自由
にさせる等）

店舗員によって何を重視しているのか、何を充足してあげれば
いいのか理解した上で接することも重要だと感じた。また「自
分が源」という言葉を念頭に置いて取り組んでみようと思う。

外部の講師のセミナーは広い視野から物事を見ることが
できるので、興味深かったです。

ほとんど
理解で
きなかっ
た

安達講師がご自身の体験や経験を交え
ながらお話して下さったので大変分かり
やすくとても興味が持てる内容だった。

・部下に気づきを与えて導く、気づきをいかに与えられる
か、リードマネージメントが大切。・全員がリーダーであ
ろうとする組織が最強の組織。・自分が源と考える。被
害者を演じない。・願望と仕事をいかに結びつけるか。
仕事から得られる効果・利点とメンバーの持つ願望とを
マッチングさせて理解させる。・質問を通じて能力を引き
出す。

自分自身・部下・チーム・組織の可能性を信じて行動する。す
べては自分が源という考えを心に置き、出来ることを第1に考
えて行動したい。今回の講習を聞いて、部下の上質世界（願
望）がどうなのかあまり思い浮かばなかったのでまずは部下と
もっとコミュニケーンを図り、上質世界を知ること・自分が入る
ことから始めたい。

とても興味の持てる内容でたくさんのことに気づけた講習
でした。店舗全員にぜひ受講してほしい。

よく理解
できた

説明がわかりやすかった 普段の業務の中で人のせいにせず自分にも原因があ
ると発想の転換が必要と気づきました

自分の価値観だけでなく様々な価値観があるということを常に
頭におき、思い込みで行動しない様にしたいです

普段の業務の中ではなかなか意識できないことを気づか
せていただいたのでとても参考になりました

理解で
きた

リーダーとは率先してみんなをひっぱて
行ける人だと思っていましたが、今はみ
んなで考えて新しい答えを発見していく
全員が立場、能力的リーダーであること
を知ることができた。一人でするのでは
なく、みんなでお店をよくして行こうと同
じ目標に向えるような環境づくりをしてい
くのが、リーダーであるんだと理解する
ことができた。

①育成方法　質問をして答えを引き出す　みんなで答え
を作っていく　発見していく。　共有→気づき→発見　
リードマネジメントをして行く　②目標に向けた+思考を
持ちよい環境を周りに与える　被害者を演じるのではな
く、”自分が源”であると考えそして行動にうつす。（意識
すること）自然には身につかない。③人は価値を感じる
所にエネルギーを注ぐ。

①上手くいかないことを人や環境のせいにせず、自分自身を
まず振り返ること、そしてどうしたらいいか考えて反省する。→
行動にうつす。自分だけでするのではなく周りを巻き込んです
る。②ネガティブにとらえがちなところをポジティブに考える③
相手の考えや思いをしっかり話を聞く。コミュニケーションの時
間を作る。聞いて終わりではなく、どうしいていくか？を後輩達
に考えてもらえるような質問の仕方を考えて話しをする。

講師の方がとってもユーモアがあり楽しくて、長い一日の
研修もあっという間に時間が過ぎました。ずっと聞いている
講習ではなく参加型で同じ班のメンバーと意見交換ができ
て、同じように考えている人や、私と全く違う考えを聞くこと
ができて、共有できて本当に良かったです。このような研
修は是非、機会があれば全員聞くことができれば良い環
境で働けると思いました。

よく理解
できた

テンポよく、理解しやすい言葉を選んで
説明があった。お話に説得力や笑いが
あり、集中して受講出来た。

自分の責任　周り・お客様に興味を持ち行動　アウトプッ
トのスキル　被害者にならない・周りのせいにしない（自
分が源）

前向きに仕事を取組むメリットを再認識　行動に責任を持ち周
りの意識改革に貢献　気づきを自分のスキルする

JTBの仕事内容を理解して開催して頂いた外部講師だっ
たので、新鮮さと説得力があった。他の社員にも参加させ
たい。
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①研修
の内容
は理解
できまし

②上記①の理由
③講習を聞いて、印象に残ったこと・気づき・自身にとっ
て役立つと思われることを記入してください（いくつでも）

④上記③を今後、自分の店・自分の仕事・自分の人生にどの
ように活かしていきますか？（具体的に）

⑤研修全般についての忌憚のない意見・感想、今後どの
ような研修を望むかなど自由にご記入ください

よく理解
できた

研修を通して、リーダーとしての真の役
割を分かりやすく楽しく教えて頂き学ぶ
ことができたため。

「自分が源と考え、周りを責めずに目的・目標達成のた
めにできることを考え行動すること」という言葉はとても
心に響き、自分のモットーとして実践していきたいと思い
ました。

気づきを与えられるリードマネージメントを目指し、自分が源と
なることを忘れず、そして周囲の意識が変えられるようまずは
自らが自己変革を行います。

こんなにも楽しく、印象的な研修は初めてでした。リーダー
としての考え方が変わりました。研修で学んだことを現場
でアウトプットします。参加でき本当に良かったです。ぜひ
ほかのスタッフにも参加していただきたいです。ありがとう
ございました。

理解で
きた

内容は「まさしく」と実感する講習であっ
た。内容盛りだくさんだったので、自分で
考えたて吸収したり、もう少しメンバーと
意見交換などする場面があったら理解
を深めれたらと思う（2日分の講義を1日
との事だったので仕方ない部分はある
が、2日間受けたいと思う内容であっ
た）。

気づくとこ、気づかせることの重要性。「自分が源」＝責
任とスタンス。指導する場合の叱る方法、内容。

部下のことをもっと知る。マイナス志向を減らし、発展的な思
考、取組を増やす。独りよがりにならない。お客様にとっても重
要な内容の仕事をしている立場にいるという事を実感したの
で、接客にも生かせていく。

自分で考えたて吸収したり、もう少しメンバーと意見交換な
どする場面があったら理解を深めれたらと思う（2日分の講
義を1日との事だったので仕方ない部分はあるが、2日間
受けたいと思う内容であった）。ぜひ他のメンバーも参加し
てもらいたい。安達講師の他のテーマの講義も定期的に
視聴したい。

理解で
きた

研修の内容は、心を動かし、日々の生
活の中でも実践しようと思えるものにな
りました。自分には可能性があるんだと
講師が力説されている時に、胸が熱くな
り、涙が出そうになりました。ただ、もの
すごく実践したいと思った一方で、正直
現場では業務に追われ部下含め社員
が疲弊し、心の余裕もない状態です。ど
うやって時間創出をすればいいのでしょ
うか。みんなが希望を抱き、笑顔で楽し
く働ける職場にしたいです。

相手の願望を知ることは人を動かす動機付けができる 今までは相手がどういうことを考えて行動しようとするのかを
考えるよりも、業務効率を優先するあまり、ミスマッチがあった
かもしれないし、強引と感じることもあったかもしれないと気づ
きました。気持ちよく、相手を動かすためにも何を望んでいる
のかを知ってから依頼したり、提案したほうが効果的だと学び
ました。相手の願望を知るためには、日頃から自身の人間力
を高め、コミュニケーションと取ろうと思います。

内容、時間的にもまる1日でハードでしたが、集中して受講
できた。こういった講師のセミナーは積極的に受講したい。

よく理解
できた

とてもわかりやすく楽しくお話してくださ
るので必死に話をきいてしまう程であっ
た。

自分は源である。これには気づかされることが多かっ
た。後輩指導、叱りかた、教育の仕方などすべて為にな
る研修であった。

即日、自分が後輩、部下指導をする立場として教えて頂いたこ
とを実践していきます。人生においても自分が源であることを
日々忘れず精進していきます。

今回のような研修であればとても勉強になるし参加してい
きたいと思った。

よく理解
できた

講師の安達先生が具体例（家族の話を
用いて説明してくださった点）　適に自分
で考えたり、ペアになって共有したり、グ
ループ6名（ｸﾞﾙｰﾌﾟで話し合うにはちょう
どいい人数）で意見交換できた点　堅苦
しい雰囲気ではなく先生の実体験に基
づいた熱意のこもった内容に考えさせら
れる事が多かったです

①ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟの捉え方（誰もがﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟを発揮できる）　
最強の組織は全員が能力的ﾘｰﾀﾞｰで立場的ﾘｰﾀﾞｰであ
ろうとする。②人を動かす動機付けの仕方　③人は上質
世界にあるものに動かされる（仕事に通じるとは気づき
ませんでした）

何かを店で決める際は相手の案も受け入れ、どちらかの案を
採用にとどまらず第三の案を創造する（お互い納得して決め
る）　褒めたり御礼を述べる際は具体的な事例とともにどういっ
た良い影響があったかを加えて褒める。

上記⑥⑦に挙げた以外にもたくさんの気付きがありまし
た。思考の重要性、良い結果を生むには良い行動、良い
思考が導くのだとの教えは心にひびきました。すぐに実践
しようと思える内容でした。

よく理解
できた

講師の話が具体的で想像しやすく、自
分でも実践できることなのだと感じられ
たため。

なんとなく感じていたものの、社会の変化がリーダーの
在り方や指導方法に直結しているのだと実感した。今回
の講習内容は仕事上のことだけに留まらず、本当に人
生を豊かにしてくれる内容でした。人それぞれが全く違
うのは当然の事だと、改めて気付かされると同時に人を
変えることはできないが自分が変わればいいという目標
もできた。

まずはスタッフそれぞれの上質世界を理解するためにアン
ケート実施したいと思いました。現状良い環境で仕事させてい
ただいていますが、各々のステップアップに繋がることは間違
いないので、更にコミュニケーションを掘り下げ　意見を出し合
い　仕事の時間が楽しいと感じられる空間づくりに努力したい
です。個々の個性を理解しあい、隙間を埋めあえるような仕事
仲間、友人、を育みプライベートから充実した時間を持ちたい
と考えます。

こんなに笑った研修は初めてでした。人生の糧となる話を
楽しく学べたことが、今の自分にとてもプラスの働きかけを
もたらしてくださった事に感謝です。

理解で
きた

講師の話が丁寧で優しく進めてくれたか
ら

自分が源。信頼関係が大切。何を発信するのにもこの
人がい言うならと思ってもらえないとダメ。

まずこの人が言うなら頑張ろう、と思ってもらえるように全員と
もっとコミュニケーションを取り信頼関係を築いていきたいと思
います。その上で私から発信をし、自分の案、全員の案、第３
の案がでるようにしていきたいです。

講師がとても熱く、丁寧に説明してくれ楽しい研修でした。

よく理解
できた

参加型の研修で、講師の方の説明がわ
かりやすく楽しく受講できたため。みん
な積極的に話しあい、共有できたため。

「自分が源」として考えることが重要。可能性を信じない
人の部下はかわいそう。思考を（価値観やモノの考え
方）を変えて取り組んでいかなければ、コーチングしてい
くことはできない。

まずは自分自身から被害者を演じ無いよう、意識する。何事に
もポジティブに考え、挨拶とコミュニケーションを店舗内で積極
的に行う（相手のことをしる）。先入観を持たずに相手の話を聞
く。答えを引きだしていけるような質問をし、相手に気づいても
らう。

研修当初は緊張感と後輩指導に悩んでいたこともあり不
安な思いの方が強いスタート参加となりましたが、研修は
予想以上に楽しくグループ間でさまざまな内容を共有する
ことができました。自分自身かなり考えさせられる部分も
多く、反省と同時に今後は「自分は源」を意識し、ポジティ
ブな考えをもって周囲の方々と積極的なコミュニケーション
図っていきたいと思いました。今までにない参加型の貴重
な楽しい講習でした。今回の研修で学び、考えたことをそ
の場限りで終わらせないよう、意識して店舗内で実施・実
行していきたいと思います。

よく理解
できた

人を動かすという事は、自分自身が先
頭に立って引っ張るだけでなく、相手の
意見を尊重すること、自分が源となり、
行動する事を学べたため。

心理学に基づいたセッションは非常に興味深く、早速お
店のスタッフ数名に実施しました。実施する前に、私か
ら見たスタッフの性格を予測してみました。個々の性格
に合わせた、指示をすることも、伸びにつながると思い
ました。

自分の意見ばかりをぶつけるのではなく、その人にあった指
示をすることで、伸びることを今後生かしていきたいと思いま
す。

講師の先生の説明が、非常に分かりやすく、面白く、印象
に残る講義となりました。仕事だけでなく、今後の人生に
生かせる講義だと思いました。

理解で
きた

非常にわかりやすい説明であった為 日々コミュニケーションの重要性、気づきを与えるという
発想、フィードバックの仕方（影響を伝えるということ）

今回きづいたことを意識して後輩社員と接していきます。忙し
さを言い訳に、会話することが少なくなっていたので、これから
はもっと意識してコミュニケーションをはかっていきます。

分かりやすく楽しい研修でしたので、しっかり頭に入ってき
ました。できれば多くの社員が研修を受ける機会があれば
よいと思いました。

よく理解
できた

講義の内容が具体的でわかりやすく、
現在正に私自身に当てはまることが多く
あり勉強になりました。

①一流のリーダーは部下に気づきを与える。気づきをい
かに与えるか（リードマネージメント）の重要性　気づき
を得ることで自己変革、成長する、意識・行動を変えら
れる。②「自分が源」周りに影響を及ぼすことが出来なく
ても、被害者を演じることなく目標達成のために出来る
ことを考える。　③人を動かすための動機付け　部下の
欲求プロフィールを見極めそれにあった方法で、自ら動
きたくなる気持ちを起こさせること。

現在部下とあまり会話ができていないこともあり、どんなことを
考えているかもよくわかっていません。今後職場で、より風通
しの良い環境をつくり、相互に「気づき」を与えられるように、ま
た目標達成に向けポジティブで周囲に良い影響を与えられる
ように私自身努力したいと思います。

私自身「気づき」を多くいただきました。学んだ内容を店に
持ち帰り、部下育成に取り組みたいと思います。また機会
があれば、リーダーにもこの研修を受けてほしいと思いま
した。

よく理解
できた

・情熱的に教えて下さり、驚きの連続で
安達講師の話に聞き入りました。・演習
も楽しく行えるように工夫されていてわ
かりやすく伝わりました。・楽しい研修で
多くの【気づき】があり、前向きな気持ち
になりました。・人を動かすという事は部
下だけではなくお客様対応にもあてはま
ると思いました。

※ファシリテーションについて：相乗効果、皆でコタエを
導き出す※自分の意見と異なっても対立しない。受容す
る。理解する。※ボスマネージメントではなくリードマ
ネージメント：部下に【気づき】を与える。※【責任】に対し
ての考え方：私が源である！　他人や周りや自分を責め
ず目標達成のためにできることを考えて行動すること。
自分が影響力となる。その逆で人は思い通りにいかな
かった時【被害者】になる→こうならないように意識す
る。※私はできる！と自己肯定感のセルフイメージを持
つ　自分を責めない⇒夢が描けなくなる※5つの基本的
欲求というものがある：生存・愛と所属・力・自由・楽し
み、5つの欲求の内自分の欲求が充足されるとモチベー
ションが上がり阻害する人と仕事をしたくなくなる。※相
手の欲求が高いものを知り知り欲求充足を満たしてあ
げる※人は上質世界にあるものにつき動かされる：部下
の上質世界を知る。自分が部下の上質世界に入る。※
人を動かすには相手の願望と仕事をいかにマッチング
させるか※人は価値を感じるところに時間とエネルギー
を注ぐ※人を動かす秘訣は【自ら動きたくなる気持ちを
起こさせることが唯一の秘訣だ】※部下への指導方法
に生かせる　ほめかた、叱り方について明確になった※
質問は過去に向けて否定的には行わない効果的な質
問をする：未来に向けてどうしたらできるようになると思
う？→思考が可能思考になる

・全体ミーティングで促進者となって議題を話し合う。・自分が
源であると考え　積極的にコミュニケーションをとる・相手の意
見を引き出す　巻き込んで相談する・主体的に働きかける　提
案してみる・スタッフの事を知るために5つの基本的欲求をみ
んなにも実施してもらい、生かしたいのでまずは自己開示をし
本人たちにとってのメリットを伝え、そして相手の欲求充足に
ついて知る。・今までのほめ方から一歩進んで周囲への良い
影響についてポイントをおいてほめる・コミュニケーションをは
かり自分も相手もセルフイメージを高めて目標を達成するため
に日々できることを考えて自分が影響力となって行動する。

・この研修をスタッフ全員に体感させてあげたいと思いまし
た。習った事を出来ることからひとつずつでも即行動に移
したいと思いました。1人ではできないので店全体で取り組
んでいけるようフィードバックします。一致団結して同じ目
標にむかっていけるよう働きかけたいと思います。この度
は貴重な機会を与えてくださりありがとうございました。
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