
プレツーソンコースに関するアンケート

コース受講お疲れ様でした。今後のコースをより良くするために、皆様のご意見をお聞かせいただければ幸いです。

回答者受講年 2019年  臨 床経験年数   年 ←ご記入ください

現在矯正歯科臨床を行つている場所(複数回答可 該当欄に口をお願いします)

ゴ夫学病院矯正科 □大学院矯正学専攻 □矯正歯科専門医院 □一般歯科の矯正部門

□その他(                   )

Ql。プレツーソンコースをどのように知りましたか? ↓ 以下から選択

1.JOP誌広告 2.知 人のロコミ  3.指 導教授の勧め 4。勤務先院長の勧め 'そ の他(椰キ務2れ ォヂめ

Q2.受 講経験のある矯正関連の講習会はありますか? ↓ 以下から選択

1.アレキサンダー 2。バイオプログレッシブ 3。MBT 4.レ ベルアンカレッジ 5.その他(
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でした
1::cit下

から選択

具体的評価点(

コースの開催時期について ↓以下から選択

の時期(秋)が良い  2.春 が良い  3。夏が良い 4。冬が良い 5。具体的に( )月が良い

11√ ξF  lま 翼 1ら

選択

Q5。コ
ースの費用について ↓以下から選択

1.高い    2。やや高い
  こ 多

装当である

Q6。会場のロケーションについて

1。もつと主要駅に近い方が良い 〔E卜
のままでよい

3.短すぎる 4。希望日数等記入欄(

4.安い  5.自 由記入欄 (

3.こだわらない  4.自 由記入欄(

5。狭すぎた

5。狭すぎた

:Lflll部屋̀1111二
III↓以,  電』:ぃ    4.やや狭かつた

自由記入欄 (

Q8。 各人のテーブル(占有スペース)の広さについて ↓ 以下から選択

L嵐` 2やや広い O度よい とやや狭い
自由記入欄 (

Q9.映 写スライドの見やすさ ↓以下から選択

1.とても見やすかつた
  (5)や

すかつた

自由記入欄(

3。見づらかつた 4。とても見づらかつた



Q10。講義音声・アナウンスの聞きやすさについて ↓以下から選択

0題
なく聞き取れた  2.ま あまあ聞き取れた  3.あ まり聞き取れなかつた 4。とても聞きづらかつた

自由記入欄(                                  )

QH.シラバス(実習書)の見やすさについて ↓以下から選択

1。とても見やすかつた (フ曇あまあ見やすかつた  3.見づらかつた  4。とても見づ|らかつた
自由記入欄 (                                  )
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Q13.担 当インストラクターのワイヤーベンディングデモについて ↓以下から選択
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Q14.担 当インストラクターの各人への実習のフォローについて ↓以下から選択
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ず軍L気味だつた

自由記入欄(

2.まあよかつた   3。 あまり受けられなかつた  4.ほ とんど受けられなかつた

)

Q16。今回の講習でツイードメリフィールドテクニックロフィロソフィーに興味を持ちましたか ?↓ 以下から選択

1メ:いに1時つた  (〕興味を持つた  3。あまり持たなかつた  4.ほとんど持たなかつた
自由記入欄(                                  )

プレツーソンコースを貴方の知人に薦めたいと思いますか?↓ 以下から選択

(E声
ても思う   ちそりう思tう   3。あまり思わ41い

自由記入欄 (

4.思わない

※ご記入いただいたアンケー ト内容は、日本ツイー ド研究会ホームページに掲載される場合があります。

ホームページヘの掲載を希望されない場合は、下記のチェック欄に口をお願いします。

ロアンケー ト回答内容の日本ツイー ド研究会ホームページヘの掲載を許可しない。

ご協力ありがとうございました。



プレツーソンコースに関するアンケート

コース受講お疲れ様でした。今後のコースをより良くするために、皆様のご意見をお聞かせいただければ幸いです。

回答者受講年 2019年  臨 床経験年数   年 ←ご記入ください

現在矯正歯科臨床を行つている場所(複数回答可 該当欄に目をお願いします)

□その他 (
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以
三』二革長の勧め,そ州

Q2.受 講経験のある矯正関連の講習会はありますか? ↓ 以下から選択

1.アレキサンダー 2.バイオプログレッシブ 3.MBT 4.レ ベルアンカレッジ 5。その他(
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から選択
具体的評価点(

Q3.コ
ースの開催時期について ↓以下から選択

0日寺期(利k)が1良い   2.春が1譴い   3。夏力`1譴い 4.冬が良い 5。具体的に( )月が良い

11=  ま 翼1ら
選択

3。短すぎる 4.希望日数等記入欄(

`学
病院矯正科 □大学院矯正学専攻 □矯正歯科専門医院 □一般歯科の矯正部門

4.安い  5。 自由記入欄 (

5。狭すぎた

ス
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Q6.会 場のロケーションについて

1.もつと主要駅に近い方が良い
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Q9。映写スライドの見やすさ ↓以下から選択

    づ らかつた   4。とても見づらかつた1.とても見やすかつた  2。 見やすかつた

自由記入欄(
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Q13.担 当インストラクターのワイヤーベンディングデモについて ↓以下から選択
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※ご記入いただいたアンケー ト内容は、日本ツイー ド研究会ホームページに掲載される場合があります。

ホームページヘの掲載を希望されない場合は、下記のチェック欄に□をお願いします。

ロアンケー ト回答内容の日本ツイー ド研究会ホームページヘの掲載を許可しない。

ご協力ありがとうございました。



プレツーソンコースに関するアンケート

コース受講お疲れ様でした。今後のコースをより良くするために、皆様のご意見をお聞かせいただければ幸いです。

回答者受講年 2019年  臨 床経験年数   年 ←ご記入ください

現在矯正歯科臨床を行つている場所(複数回答可 該当欄に口をお願いします)

げく学病院矯正科 □大学院矯正学専攻 □矯正歯科専門医院 ロー般歯科の矯正部門

□その他 (

Ql.プ レツーソンコースをどのように知りましたか? ↓ 以下から選択

1.JOP誌広告 (じ漁人のロコミ  3.指 導教授9勧 め 4。勤務先院長の勧め 5。その他(

Q2.受 講経験のある矯正関連の講習会はありますか? ↓ 以下から選択

1.アレキサンダ…  2.バ イオプログレッシブ 3。MBT 4。 レベルアンカレッジ 5。その他(

それらに比べて貴方のプレツーソンコースの評価はどうでしたか? ↓ 以下から選択

1。リト常に良い   2.良 い    3。 あまり良くない    4.良 くない

具体的評価点(

Q3。コースの開催時期について ↓ 以下から選択

餅
0時 期](利t)が1良い   2.春が1良い   3。夏が1良い   4。冬が1良い   5.婆尋1本Ⅳりに(   )メロが1譴い

Q4.コ
ースの日数について ↓以下から選択

1.長すぎる
    oの

ままでよい     3.短 すぎる    4.希 望日数等記入欄(

Q5.コ
ースの費用について ↓以下から選択

上高い
 oや

高い 媛 当である  4安 い 珀 岨 珊

Q6.会 場のロケーションについて

1。もつと主要駅に近い方が良い
 ⊂ E冷

のままでよい  3。こだわらない  4.自 由記入欄(

Q7.会 場の部屋の広さについて ↓ 以下から選択

1.広かつた   2。 やや広かつた

自由記入欄(

針 度よい   4.や や狭かつた   5。 狭すぎた

Q8。 各人のテーブル(占有スペース)の広さについて ↓ 以下から選択

1.広い   2.や や広い
  o度

よい  4。 やや狭い   5.狭 すぎた

自由記入欄(

Q9.映 写スライドの見やすさ ↓以下から選択

1。とても見やす
・
かつた

  く ≧暴
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・
かつた    3.見 づらかつた:   4。とても見づらかつた

自由記入欄(
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自由記入欄(                                  )

QH。シラバス(実習書)の見やすさについて ↓以下から選択

1.とても見やすかつた 0あ まあ見やすかつた  3.見 づらかつた  4。 とても見づらかつた

自由記入欄(                                  )

Q12。担当インストラクターの数について ↓ 以下から選択

(L曾
F二 襲

いた  2.必 要十分だつた  3。不足と思う場面があつた  4。とても足りなかつ

:

Q13.担 当インストラクターのワイヤーベンディングデモについて ↓以下から選択

0て
もわかり易かつた  2。まあわ)かり易かつた  3。あまりわ)からな:かつた  4.ほとんどわ)からな:かつた

自由記入欄(                                  )

Q14.担 当インストラクターの各人への実習のフォローについて ↓以下から選択

1。とてもよかつた  (3》あよかつた   3.あまり受けられなかつた   4。ほとんど受けられなかつた
自由記入欄(                                  )

Q15。各課題に割かれた時間について ↓以下から選択

」     余
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  (3潜

要十分だつた   3.不 足気味だつた   4.ま つたく足りなか

子

た

Q16。今回の講習でツイードメリフィールドテクニック・フィロソフィーに興味を持ちましたか?↓ 以下から選択

自由菫入欄(た
 び

味を持|つた  3。あまり持たなかった  4.ほ とんど持たなかつた

  )

Lとても思)り う思う ■あまり思わなh_喘 わない_
自由記入欄(

※ご記入いただいたアンケー ト内容は、日本ツイー ド研究会ホームページに掲載される場合があります。

ホームページヘの掲載を希望されない場合は、下記のチェック欄に口をお願いします。

ロアンケー ト回答内容の日本ツイー ド研究会ホームページヘの掲載を許可しない。

ご協力ありがとうございました。



プレツーソンコースに関するアンケート

コース受講お疲れ様でした。今後のコースをより良くするために、皆様のご意見をお聞かせいただければ幸いです。

回答者受講年 2019年  臨 床経験 年数 5 年 ←ご記入ください

現在矯正歯科臨床を行つている場所(複数回答可 該当欄に口をお願いします)

□大学病院矯正科 □大学院矯正学専攻 □矯正歯科専門医院 田一般歯科の矯正部門

□その他(                   )

Ql.プ レツーソンコースをどのように知りましたか? ↓ 以下から選択

1.JOP誌広告 (つ知人のロコミ  3.指 導教授の勧め 4。勤務先院長の勧め 5。その他(

Q2。受講経験のある矯正関連の講習会はありますか? ↓ 以下から選択

1.アレキサンダー
 0ヾ イオプログレッシブ 3。MBT 4.レ ベルアンカレッジ 5。その他(

それらに比べて貴方のプレツーソンコースの評価はどうでしたか? ↓ 以下から選択

o非常に良い  2.良い    3.あまり早くない    4.良くない

具体的評価点(

Q3.コ
ースの開催時期について ↓以下から選択

oの 時期(秋)が良い  2.春 が良い  3.夏 が良い  4.冬 が良い  5.具 体的に(  )月 が良い

Q4.コ
ースの日数について ↓以下から選択

1,長すぎる    Cド のままでよい     3。 短すぎる    4.希 望日数等記入欄(

Q5。コースの費用について ↓以下から選択

1.高い   2。 やや高い
  o当

である   4。 安い 5.自 由記入欄(

Q6.会 場のロケーションについて

1.もつと主要駅に近い方が良い
Oの

ままでよい  3。こだわらない 4.自 由記入欄(

Q7.会 場の部屋の広さについて ↓ 以下から選択

1.広かつた   2.や や広かつた

自由記入欄 (

∈ァ度よい   4.やや狭かつた   5。狭すぎた

砿い 2やや広い 釘度よい 4やや狭い 鍬 すぎた
自由記入欄(

Q9。映写スライドの見やすさ ↓以下から選択

1.とても見やす°かつた  ⊂)見やす
いかつた    3。見づらかつた:   4。とても見づらかつた

自由記入欄(                                  )
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自由記入欄(                                  )
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か
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自由記入欄 (

Q12.担 当インストラクターの数について ↓以下から選択

よ 分足りていた  2。必要十分だつた  3。不足と思う場面があつた

自由記入欄(

(〕と°てもよかつた   2。まあよかつた
自由記入欄 (

Q13.担 当インストラクターのワイヤーベンディングデモについて ↓以下から選択

麺勁
ヒ
・
てもわかり易かつた 2.まあわかり易かつた 3.あまりわ)からな:かつた  4。ほとんどわ)からな:かつた

自由記入欄(                                  )

Q14.担 当インストラクターの各人への実習のフォローについて ↓以下から選択

Q15。各課題に割かれた時間について ↓ 以下から選択

4。とても見づらかつた

)

4。とても足りなかつた

)

3.あまり受けられなかつた  4。ほとんど受けられなかつた

)

4。まつたく足りなかつた

)

1。時間を持て余した

自由記入欄(

2.必要十分だつた
  o足

気味だつた

Q16。今回の講習でツイードメリフィールドテクニック・フィロソフィーに興味を持ちましたか?↓ 以下から選択

酔
いに持つた  2.興 味を持つた  3.あ まり持たなかつた  4.ほ とんど持たなかつた

自由記入欄(                                  )

プレツーソンコースを貴方の知人に薦めたいと思いますか?↓ 以下から選択

61〉 ても思う   2。そう思う   3。あまり思わない

自由記入欄(

4.思わない

※ご記入いただいたアンケー ト内容は、日本ツイー ド研究会ホームページに掲載される場合があります。

ホームページヘの掲載を希望されない場合は、下記のチェック欄に口をお願いします。

ロアンケー ト回答内容の日本ツイー ド研究会ホームページヘの掲載を許可しない。

ご協力ありがとうございました。

―                            |



プレツーソンコースに関するアンケート

コース受講お疲れ様でした。今後のコースをより良くするために、皆様のご意見をお開かせいただければ幸いです。

回答者受講年 2019年  臨 床経験年数  歩 年←ご記入ください

現在矯正歯科臨床を行つている場所(複数回答可 該当欄に口をお願いします)

□大学病院矯正科 □大学院矯正学専攻 □矯正歯科専門医院 □一般歯科の矯正部門

団その他(tトメカ科｀
嬌″鍮斜

Ql.プ レツーソンコースをどのように知りましたか? ↓ 以下から選択

1。JOP誌 広告 2。知人の回コミ  3。 指導教授の勧め
〔⊇

勤務先院長の勧め 5.そ の他(

Q2.受 講経験のある矯正関連の講習会はありますか? ↓ 以下から選択

θ
レキサンダー  2。バイオプログレッシブ  3.MBT 4.レ ベルアンカレッジ 5。その他(

それらに比べて貴方のプレツーソンコースの評価はどうでしたか? ↓ 以下から選択

θ 常に良い   2.良 い    3.あ まり良くない    4.良 くない

具体的評価点(

Q3。コースの開催時期について ↓ 以下から選択

cρ
の時期(秋)が良い  2。 春が良い  3。 夏が良い  4.冬 が良い  5.具 体的に(  )月 が良い

Q4。コースの日数について ↓ 以下から選択

1.長すぎる    oに のままでよい     3。 短すぎる    4.希 望日数等記入欄(

Q5.コ
ースの費用について ↓ 以下から選択

1.高い   2。 やや高い  ご ン当である   4。 安い  5。自由記入欄(

Q6.会 場の回ケーションについて

1。もっと主要駅に近い方が良い C≫のままでよい  3.こだわらない 4.自由記入欄(

Q7.会 場の部屋の広さについて ↓ 以下から選択

1。広かつた   2.や や広かつた

自由記入欄(

Q8.各 人のテーブル(占有スペース)の広さについて ↓ 以下から選択

ひ 度よい   4。 やや狭かつた   5.狭 すぎた

1。広い   2.やや広い  Cド度よい  4.やや狭い   5.狭すぎた
自由記入欄(

Q9。映写スライドの見やすさ ↓以下から選択

1.とても見やすかつた  2.見 やすかつた

自由記入欄(

0見 づらかつた  4。 とても見づらかつた



Q10。講義音声・アナウンスの聞きやすさについて ↓以下から選択

0問 題なく聞き取れた  2.ま あまあ聞き取れた  3。あまり聞き取れなかつた 4.とても聞きづらかつた

自由記入欄(                                  )

輩]Fの]菫I重歴:手ヵ∬
か
 らかつたことても見慟つた

自由記入欄(                                  )

Q12。担当インストラクターの数について ↓以下から選択

こ汁 分足りていた  2.必 要十分だつた  3.不 足と思う場面があつた  4。とても足りなかつた

自由記入欄(                                  )

Q13.担 当インストラクターのワイヤーベンディングデモについて ↓以下から選択

| (1汁 てもわかり易かつた 2。まあわかり易かつた 3.あまりわからなかつた 4.ほとんどわからなかつた

自由記入欄(                                  )

I   Q14。 担当インストラクターの各人への実習のフォローについて ↓ 以下から選択

I   C卜てもよかつた   2。まあよかつた   3。あまり受けられなかつた  4.ほとんど受けられなかつた

1   自 由記入欄(                                  )

Q15。各課題に割かれた時間について ↓以下から選択

1.時間を持て余した   2.必 要十分だつた  3.不 足気味だつた

自由記入欄( llドa孝ン4で棋τι
⊂>わ た:く足りなかつた

Q16.今 回の講習でツイードメリフィールドテクニックロフィロソフィーに興味を持ちましたか?↓ 以下から選択

多
いに持つた  2=興 味を持つた  3.あ まり持たなかつた  4.ほ とんど持たなかつた

自由記入欄(                                  )

プレツーソンコースを貴方の知人に薦めたいと思いますか?↓ 以下から選択

1。とても思う  ∈殊}う思う  3.あまり思わない   4.思わない
自由記入欄 (

※ご記入いただいたアンケー ト内容は、日本ツイー ド研究会ホームページに掲載される場合があります。

ホームページヘの掲載を希望されない場合は、下記のチェック欄に口をお願いします。

ロアンケー ト回答内容の日本ツイー ド研究会ホームページヘの掲載を許可しない。

ご協力ありがとうございました。



宅

プレツーソンコースに関するアンケート

コース受講お疲れ様でした。今後のコースをより良くするために、皆様のご意見をお聞かせいただければ幸いです。

回答者受講年 2019年  臨 床経験年数 粁 年←ご記入ください

現在矯正歯科臨床を行つている場所(複数回答可 該当欄に口をお願いします)

ご矢学病院矯正科 □大学院矯正学専攻 □矯正歯科専門医院 □一般歯科の矯正部門

□その他(                   )

Ql。プレツーソンコースをどのように知りましたか? ↓ 以下から選択

1。JOP誌 広告 2.知 人のロコミ  3.指 導教授の勧め 4.勤 務先院長の勧め (1卜の他(

Q2.受 講経験のある矯正関連の講習会はありますか? ↓ 以下から選択

1.アレキサンダー  2,バ イオプログレッシブ 3。MBT 4.レ ベルアンカレッジ 5。その他(

それらに比べて貴方のプレツーソンコースの評価はどうでしたか? ↓ 以下から選択

∈ント常に良い  2.良い    3。あまり良くない    4.良くない
具体的評価点(

Q3.コ
ースの開催時期について ↓以下から選択

ひ
の時期(秋)が良い  2.春 が良い  3。 夏が良い  4。 冬が良い  5。 具体的に(  )月 が良い

Q4。コースの日数について ↓以下から選択

1。長すぎる    C卜 のままでよい     3.短 すぎる    4.希 望日数等記入欄(

Q5。コースの費用について ↓以下から選択

1.高い   2.や や高い  蘇 当である   4.安 い 5。自由記入欄(

Q6.会 場のロケーションについて

1。もつと主要駅に近い方が良い
Oの ままでよい  3。こだわらない 4.自 由記入欄(

Q7.会 場の部屋の広さについて ↓以下から選択

1.広かつた   2.や や広かつた

自由記入欄 (

Q8。 各人のテーブル(占有スペース)の広さについて ↓ 以下から選択

1.広い   2。 やや広い
  0度 よい  4.や や狭い   5.狭 すぎた

自由記入欄(

Q9。映写スライドの見やすさ ↓以下から選択

○ 丁度よい   4.や や狭かつた   5.狭 すぎた

1。とても見やすかつた

自由記入欄(
0や

すかつた     3.見 てがらかつた1    4。とてもJ己づ゙らかつた



Q10。講義音声・アナウンスの聞きやすさについて ↓以下から選択

帥 題なく聞き取れた  2.ま あまあ聞き取れた  3。あまり聞き取れなかつた 4。とても聞きづらかつた

自由記入欄(                                  )

QH。シラバス(実習書)の見やすさについて ↓以下から選択

c>ても見やすかつた 2。まあまあ見やすかつた  3。見づらかつた  4.とても見づらかつた
自由記入欄(                                  )

Q12.担 当インストラクターの数について ↓ 以下から選択

0分
足りていた  2.必 要十分だつた  3.不 足と思う場面があつた  4。とても足りなかつた

自由記入欄(                                  )

Q13。担当インストラクターのワイヤーベンディングデモについて ↓以下から選択

(〕ヒてもわかり易かつた 2.まあわ)かり易かつた 3.あまりわ)からな:かつた 4.ほとんどわ)からな:かつた
自由記入欄(                                  )

Q14。担当インストラクターの各人への実習のフォローについて ↓ 以下から選択

()て
もよかつた   2。 まあよかつた   3.あ まり受けられなかつた  4.ほ とんど受けられなかつた

自由記入欄(                                  )

Q15。各課題に割かれた時間について ↓ 以下から選択

1.時間を持て余した   0要 十分だつた  3。 不足気味だつた  4.ま ったく足りなかつた

自由記入欄 (

Q16.今 回の講習でツイードメリフィールドテクニック・フィロソフィーに興味を持ちましたか?↓ 以下から選択

くDドいに持つた  2。興味を持つた  3.あまり持たなかつた  4.ほとんど持たなかつた
自由記入欄 (                                  )

プレツーソンコースを貴方の知人に薦めたいと思いますか?↓ 以下から選択

Gて
も思う  2.そ う思う  3.あ まり思わない   4.思 わない

自由記入欄(

※ご記入いただいたアンケー ト内容は、日本ツイー ド研究会ホームページに掲載される場合があります。

ホームページヘの掲載を希望されない場合は、下記のチェック欄に□をお願いします。

ロアンケー ト回答内容の日本ツイー ド研究会ホームページヘの掲載を許可しない。

ご協力ありがとうございました。



プレツーソンコースに関するアンケート

コース受講お疲れ様でした。今後のコースをより良くするために、皆様のご意見をお聞かせいただければ幸いです。

回答者受講年 2019年  臨 床経験年数   年 ←ご記入ください

口大学病軍TT罵群菫I電鷲量理風だ語棄璽事  部 門
□その他 (

Ql.プ レツーソンコースをどのように知りましたか? ↓ 以下から選択

1。JOP誌 広告
cP人

のロコミ  3。 指導教授の勧め 4。勤務先院長の勧め 5。その他(

Q2.受 講経験のある矯正関連の講習会はありますか? ↓ 以下から選択

1.アレキサンダー  2.バイオプログレッシブ 3。MBT⊂ 葛しベルアンカレッジ 5.その他(

それらに比べて貴方のプレツーソンコースの評価はどうでしたか? ↓ 以下から選択

(Ξン
ト畔:に良L  ヽ   2.良[い

具体的評価点(

1。長すぎる

Q6.会 場のロケーションについて

1。もつと主要駅に近い方が良い

自由記入欄 (

Q5.コ
ースの費用について ↓以下から選択

1.高い    2。やや高い  〔 )妥当で|る

Q8.各 人のテーブル(占有スペース)の広さについて ↓ 以下から選択

(1;〉民い    2.やや広い   3.丁度よい   4.やや狭い
自由記入欄 (

d式薫窯ξ
やす
:.」lt111「

択
自由記入欄 (

(3卜 のままでよい

Q3.コ
ースの開催時期につぃて ↓以下から選択

(こ〉0日寺期(利t)が1良い   2。春が1員い   3.夏が1曳い

Q4.コ
ースの日数について ↓以下から選択

3.あまり良くない 4.良くない

以下から選択

3。丁度よい

4.冬が良い 5。具体的に( )月が良い

3.短すぎる 4.希望日数等記入欄(

4.安い  5。自由記入欄(

3.こだわらない 4.自 由記入欄(

4.やや狭かつた 5.狭すぎた

5.狭すぎた

0の
ままでよい

3.見づらかつた 4。とても見づらかつた



Q10。講義音声・アナウンスの聞きやすさについて ↓以下から選択

〔勁問題なく聞き取れた  2.ま あまあ聞き取れた  3.あ まり聞き取れなかつた 4.とても聞きづらかつた

自由記入欄(                                  )

こ二鷲Tの]革IEIIヵ∬
か
 らかつた

自由記入欄(

Q12.担 当インストラクターの数について ↓以下から選択

C)分
足りていた  2。必要十分だつた  3.不 足と思う場面があつた

自由記入欄(

Qて もよかつた   2.ま あよかつた

自由記入欄(

Q13。担当インストラクターのワイヤーベンディングデモについて ↓以下から選択

くンてもわかり易かつた 2.まあわかり易かつた 3.あまりわからなかつた 4.ほとんどわからなかつた
自由記入欄(

Q14。担当インストラクターの各人への実習のフォローについて ↓以下から選択

4。とても見づらかつた

)

4。とても足りなかつた

)

3.あまり受けられなかつた  4。ほとんど受けられなかつた

)

Q15。各課題に割かれた時間について ↓以下から選択

1。時間を持て余した

自由記入欄(

2 .必要十分だつた  く 3.卜足気味だつた 4。まつたく足りなかつた

)

Q16。今回の講習でツイードメリフィールドテクニック・フィロソフィーに興味を持ちましたか?

0い
に持つた  2.興 味を持つた  3.あ まり持たなかつた  4。ほとんど持たなかつた

自由記入欄(

プレツーソンコースを貴方の知人に薦めたいと思いますか?↓ 以下から選択

(:てヽも思う   2。そう思う   3。あまり思わない    4.思わない
自由記入欄(

↓以下から選択

)

※ご記入いただいたアンケー ト内容は、日本ツイー ド研究会ホームページに掲載される場合があります。

ホームページヘの掲載を希望されない場合は、下記のチェック欄に□をお願いします。

回アンケー ト回答内容の日本ツイー ド研究会ホームページヘの掲載を許可しない。

ご協力ありがとうございました。



4/″

プレツーソンコースに関するアンケート

コース受講お疲れ様でした。今後のコースをより良くするために、皆様のご意見をお聞かせいただければ幸いです。

回答者受講年 2019年  臨 床経験年数 年  年 ←ご記入ください

現在矯正歯科臨床を行つている場所(複数回答可 該当欄に口をお願いします)

国大学病院矯正科 口大学院矯正学専攻 日鳥正歯科専門医院 □一般歯科の矯正部門

□その他(

Qleプ レツーソンコースをどのように知りましたか? ↓ 以下から選択

1。JOP誌 広告 Cみ 人の回コミ  3.指 導教授の勧め 4.勤 務先院長の勧め 5。その他(

Q2。受講経験のある矯正関連の講習会はありますか? ↓ 以下から選択

1.アレキサンダー 2.バ イオプログレッシブ 3.MBT 4.レ ベルアンカレッジ 5。その他(

それらに比べて貴方のプレツーソンコースの評価はどうでしたか? ↓ 以下から選択

1。非常に良い   2。 良い

具体的評価点(

3。あまり良くない 4。良くない

Q3.コ
ースの開催時期について ↓以下から選択

(2今
0日寺期(利t)が1良い   2。春が1良い   3.夏が1良い  4.冬 が1良い 5.具体的に( )月が良い

:色 =の

日数に

   ま 量亀11ら

i選択

  3.短 すぎる

Q5.コ
ースの費用について ↓以下から選択

哺 い 紳 や静 ■ る

ll」i重墨ユ[理111石::て て多Zままでよい

Q7。会場の部屋の広さについて ↓ 以下から選択

1.広かつた

自由記入欄(

2.やや広かつた

Q8。 各人のテーブル(占有スペース)の広さについて ↓ 以下から選択

1.広い     2。 やや広い       よ い    4.や や狭い

自由記入欄 (

ll還=V 塁 ツ
自由記入欄 (

4。希望日数等記入欄(

4.安い  5。自由記入欄(

3.こだわらない 4.自 由記入欄(

よい 4。やや狭かつた 5。狭すぎた

5.狭すぎた

3。見づらかつた 4。とても見づらかつた



「
~

Q10。 講義音声・アナウンスの聞きやすさについて ↓ 以下から選択

1。問題なく聞き取れた
 多

あまあ聞き取れた  3。あまり聞き取れなかつた 4。とても聞きづらかつた

自由記入欄(

QH。シラバス(実習書)の見やすさについて ↓以下から選択

自由量桑欄:"か
つケ〔Z声あまあ見やすかつた  3。見

づらかつた  4。とても見づ|らか
F「

Q12。担当インストラクターの数について ↓以下から選択

1.十分足りていた
 cフ 必要十分だつた  3.不 足と思う場面があつた  4.とても足りなかつた

自由記入欄(                                  )

:r-11ニニニ薫Eま「IIグIEl:IIら1111ら言[とんどわか
lな
かつた

Q14.担 当インストラクターの各人への実習のフォローについて ↓以下から選択

屯   Ii倉:た
1    2。まあよかつた1    3。あまり受けられなかつた:   4。ほとんど受けら

1な
かつた

Q15.各 課題に割かれた時間について ↓以下から選択

1。時間を持て余した   σ 要十分だつた   3.不 足気味だつた   4.ま つたく足りなかつた

自由記入欄 (

Q16。今回の講習でツイードメリフィールドテクニック・フィロソフィーに興味を持ちましたか?↓ 以下から選択

1.大いに持つた     を 持つた  3.あ まり持たなかつた  4。ほとんど持たなかつた

自由記入欄(                                  )

「
選択

自由記入欄(

※ご記入いただいたアンケー ト内容は、日本ツイー ド研究会ホームページに掲載される場合があります。

ホームページヘの掲載を希望されない場合は、下記のチェック欄に口をお願いします。

ロアンケー ト回答内容の日本ツイー ド研究会ホームページヘの掲載を許可しない。

ご協力ありがとうございました。



プレツーソンコースに関するアンケート

コース受講お疲れ様でした。今後のコースをより良くするために、皆様のご意見をお聞かせいただければ幸いです。

回答者受講年 2019年 臨 床経験年数 ケ 年←ご記入ください

現在矯正歯科臨床を行つている場所(複数回答可 該当欄にИをお願いします)

田大学病院矯正科 □大学院矯正学専攻 □矯正歯科専門医院 □一般歯科の矯正部門

□その他(                   )

Ql。プレツーソンコースをどのように知りましたか? ↓ 以下から選択

1.JOP誌広告 2。知人のロコミ
 o導

教授の勧め 4.勤 務先院長の勧め 5。その他(

Q2。受講経験のある矯正関連の講習会はありますか? ↓ 以下から選択

犠篤亀方  LI11評鷲:菖う (flTIら重「
州

1。非常に良い  2(Ξ)    3。あまり良くない    4.良くない
具体的評価点(

Q3.コ
ースの開催時期について ↓以下から選択

|  ⊂ D今
の時期(秋)が良い  2.春 が良い  3。夏が良い  4.冬 が良い  5。具体的に(  )月 が良い

Q4。コースの日数について ↓以下から選択

|    .長
すぎる

     oま
までよい     3。 短すぎる    4.希 望日数等記入欄(

I   Q5.コ
ースの費用について ↓以下から選択

‐ L高い
 ④

や高い ■ 妥当である  4安 い ■自由記入欄(

Q6。会場のロケーションについて

1.もつと主要駅に近い方が良い

 ⊂ 3會

のままでよい  3。こだわらない  4.自由記入欄(

Q7。会場の部屋の広さについて ↓以下から選択

1.広かつた   2.や や広かつた

自由記入欄 (

0度 よい   4.や や狭かつた   5.狭 すぎた

Q8。各人のテーブル(占有スペース)の広さについて ↓以下から選択

1.広い   2.やや広い  3。丁度よい ⊂)やや狭い   5。狭すぎた
自由記入欄(

Q9。映写スライドの見やすさ ↓以下から選択

1。とても見やすかつた     す かつた   3.見 づらかつた  4。 とても見づらかつた

自由記入欄(                                  )



Q10。講義音声・アナウンスの聞きやすさについて ↓以下から選択

「
取れた  2.まあまあ聞き取れた  3。あまり聞き取れなかつた 4.とても聞き

Fら
かつた

QH。シラバス(実習書)の見やすさについて ↓以下から選択

1。とても見やすかつた
 0あ

まあ見やすかつた  3。 見づらかつた  4。 とても見づらかつた

自由記入欄(                                  )

Q12.担 当インストラクターの数について ↓以下から選択

1.十分足りていた
  〔 ン

ト要十分だつた  3。不足と思う場面があつた  4.とても足りなかつた

自由記入欄(                                  )

Q13.担 当インストラクターのワイヤーベンディングデモについて ↓以下から選択

[lI重:lξ:易
かつた 2。まあわ)かり易かつた 3.あまりわ)からなかつた 4。ほとんどわ)か

lな
かつた

Q14。担当インストラクターの各人への実習のフォローについて ↓以下から選択

こ1に
もよかつた   2.ま あよかつた   3。 あまり受けられなかつた1   4。ほとんど受けられなかつた

自由記入欄(                                  )

Q15。各課題に割かれた時間について ↓ 以下から選択

1.時間を持て余した    必 要十分だつた   3.不 足気味だつた   4。 まつたく足りなかつた

自由記入欄(                                  )

Q16.今 回の講習でツイードメリフィールドテクニック・フィロソフィーに興味を持ちましたか?↓ 以下から選択

1.大いに持つた  2.興 味を持つた  3。 あまり持たなかつた  4.ほ とんど持たなかつた

自由記入欄(                                  )

プレツーソンコースを貴方の知人に薦めたいと思いますか?↓ 以下から選択

1。とても思う  2.そ う思う  3.あ まり思わない   4.思 わない

自由記入欄(

※ご記入いただいたアンケー ト内容は、日本ツイー ド研究会ホームページに掲載される場合があります。

ホームページヘの掲載を希望されない場合は、下記のチェック欄に□をお願いします。

ロアンケー ト回答内容の日本ツイー ド研究会ホームページヘの掲載を許可しない。

ご協力ありがとうございました。



プレツーソンコースに関するアンケート

コース受講お疲れ様でした。今後のコースをより良くするために、皆様のご意見をお聞かせいただければ幸いです。

回答者受講年 2019年  臨 床経験年数 3 年 ←ご記入ください

現在矯正歯科臨床を行つている場所(複数回答可 該当欄に口をお願いします)

ビ矢学病院矯正科 □大学院矯正学専攻 □矯正歯科専門医院 ロー般歯科の矯正部門

□その他(                   )

Ql.プ レツーソンコースをどのように知りましたか? ↓ 以下から選択

1.JOP誌広告 C脚 人のロコミ  3。 指導教授の勧め 4.勤 務先院長の勧め 5。その他(

Q2.受 講経験のある矯正関連の講習会はありますか? ↓ 以下から選択

1。アレキサンダー  2。バイオプログレッシブ 3。MBT 4.レ ベルアンカレッジ 5。その他(

それらに比べて貴方のプレツーソンコースの評価はどうでしたか? ↓ 以下から選択

1。J卜常に良い   2.良 い    3。 あまり良くない    4.良 くない

具体的評価点(

Q3.コ
ースの開催時期について ↓ 以下から選択

1。今の時期(秋)が良い  2.春 が良い  3.夏 が良い  4.冬 が良い  5`具 体的に(  )月 が良い

Q4.コ
ースの日数について ↓ 以下から選択

1。長すぎる    (卜 のままでよい     3.短 すぎる    4。 希望日数等記入欄(

Q5.コ
ースの費用について ↓ 以下から選択

1.高い   2。 やや高い  Q当 である   4.安 い  5.自 由記入欄(

Q6.会 場のロケーションについて

1。もつと主要駅に近い方が良い ②今のままでよい  3.こだわらない 4.自由記入欄(

Q7。会場の部屋の広さについて ↓以下から選択

1.広かつた   2。 やや広かつた

自由記入欄 (

Q8。 各人のテーブル(占有スペース)の広さについて ↓ 以下から選択

C汀度よい   4。やや狭かつた   5.狭 すぎた

1.広い   2.や や広い  0度 よい  4.や や狭い   5.狭 すぎた

自由記入欄(

Q9.映 写スライドの見やすさ ↓以下から選択

1.とても見やすかつた

自由記入欄(

0や すかつた   3.見 づらかつた  4。 とても見づらかつた



Q10.講 義音声・アナウンスの聞きやすさについて ↓以下から選択

Ch題 なく聞き取れた  2.ま あまあ聞き取れた  3.あ まり聞き取れなかつた 4.とても聞きづらかつた

自由記入欄(                                  )

QH.シ ラバス(実習書)の見やすさについて ↓ 以下から選択

Q13。担当インストラクターのワイヤーベンディングデモについて ↓以下から選択

⊂声てもわかり易かつた 2.まあわかり易かつた 3.あまりわからなかつた 4。ほとんどわからなかつた
自由記入欄(                                  )

Q14。担当インストラクターの各人への実習のフォローについて ↓以下から選択

Q12。担当インストラクターの数について ↓以下から選択

⊂ン
分足りていた  2.必 要十分だつた  3.不 足と思う場面があつた

自由記入欄(

0て もよかつた   2。 まあよかった   3。 あまり受けられなかつた

自由記入欄(

Q15。各課題に割かれた時間について ↓以下から選択

1.とても見やすかつた

自由記入欄(

1。時間を持て余した

自由記入欄(

1.大いに持つた

自由記入欄 (

C声あまあ見やすかつた 3。見づらかつた

餅 要十分だつた 3.不足気味だつた

4。とても見づらかつた

)

4。とても足りなかつた

)

4.ほとんど受けられなかつた

)

4。まつたく足りなかつた

)

Q16。 今回の講習でツイードメリフィールドテクニック・フィロソフィーに興味を持ちましたか?↓ 以下から選択

3.あまり持たなかつた  4.ほ とんど持たなかつた

)

プレツーソンコースを貴方の知人に薦めたいと思いますか?↓ 以下から選択

1.とても思う  Qう 思う  3。 あまり思わない   4。 思わない

自由記入欄(

※ご記入いただいたアンケー ト内容は、日本ツイー ド研究会ホームページに掲載される場合があります。

ホームページヘの掲載を希望されない場合は、下記のチェック欄に□をお願いします。

ロアンケー ト回答内容の日本ツイー ド研究会ホームページヘの掲載を許可しない。

ご協力ありがとうございました。

9味 を持つた



プレツーソンコースに関するアンケート

コース受講お疲れ様でした。今後のコースをより良くするために、皆様のご意見をお聞かせいただければ幸いです。

回答者 受講年 2019年  臨 床経験 年数   年 ←ご記入ください

現在矯正歯科臨床を行つている場所(複数回答可 該当欄に口をお願いします)

画大学病院矯正科 □大学院矯正学専攻 □矯正歯科専門医院 幽一般歯科の矯正部門

□その他(                   )

Ql。プレツーソンコースをどのように知りましたか? ↓ 以下から選択

1.JOP誌広告
0知

人の回コミ Q旨 導教授の勧め 4。勤務先院長の勧め 5.その他(

Q2.受 講経験のある矯正関連の講習会はありますか? ↓ 以下から選択

1.アレキサンダ… 2。バイオプログレッシブ 3.MBT 4.レ ベルアンカレッジ 5.そ の他(

それらに比べて貴方のプレツーソンコースの評価はどうでしたか? ↓ 以下から選択

1。リト常に良い   2.良 い    3.あ まり良くない    4.良 くない

具体的評価点(

Q3.コ
ースの開催時期について ↓以下から選択

0今
の時期(秋)が良い  2.春 が良い  3。 夏が良い  4。 冬が良い  5.具 体的に(  )月 が良い

Q4。コースの日数について ↓ 以下から選択

1.長すぎる
    cパ

のままでよい     3。 短すぎる    4。 希望日数等記入欄(

Q5。コ
ースの費用について ↓ 以下から選択

1.高い   2.や や高い  餅 当である   4。 安い  5。自由記入欄(

Q6.会 場のロケーションについて

1。もつと主要駅に近い方が良い  2。 今のままでよい ∈ >だ わらない  4.自 由記入欄(

Q7.会 場の部屋の広さについて ↓ 以下から選択

1.広かった   2。 やや広かつた

自由記入欄 (

Q8。 各人のテーブル(占有スペース)の広さについて ↓ 以下から選択

0度 よい   4。 やや狭かつた   5。 狭すぎた

1。広い   2。 やや広い
  0度 よい  4.や や狭い   5.狭 すぎた

自由記入欄(

Q9.映 写スライドの見やすさ ↓以下から選択

1。とても見やすかつた

自由記入欄(

餅 やすかつた   3.見 づらかつた  4。 とても見づらかった



Q10.講 義音声・アナウンスの聞きやすさについて ↓以下から選択

Q問 題なく聞き取れた  2.ま あまあ聞き取れた  3.あ まり聞き取れなかつた 4。とても聞きづらかつた

自由記入欄(                                  )

QH。シラバス(実習書)の見やすさについて ↓ 以下から選択

Q12.担 当インストラクターの数について ↓以下から選択

1.十分足りていた り 要十分だつた  3.不 足と思う場面があつた

自由記入欄(

1。とても見やすかつた

自由記入欄(

1。とてもよかつた

自由記入欄(

C>あよかった

0あ まあ見やすかつた 3.見づらかつた 4。とても見づらかつた

)

4。とても足りなかつた

)

3.あまり受けられなかつた  4.ほ とんど受けられなかつた

)

↓以下から選択

Q13.担 当インストラクターのワイヤーベンディングデモについて ↓以下から選択

C)とてもわかり易かつた 2.まあわかり易かつた 3.あまりわからなかつた 4.ほとんどわからなかつた
自由記入欄(

Q14。担当インストラクターの各人への実習のフォローについて ↓以下から選択

Q16.今 回の講習でツイードメリフィールドテクニック・フィロソフィーに興味を持ちましたか?

り
いに持つた  2.興 味を持つた  3.あ まり持たなかつた  4.ほ とんど持たなかつた

自由記入欄(

プレツーソンコースを貴方の知人に薦めたいと思いますか?↓ 以下から選択

Q15。各課題に割かれた時間について

1.時間を持て余した

自由記入欄 (

の 要十分だつた 3。不足気味だつた

4.思わない

4。まったく足りなかつた

)

↓以下から選択

)

1.とても思う  cンう思う  3.あまり思わない
自由記入欄(

※ご記入いただいたアンケー ト内容は、日本ツイー ド研究会ホームページに掲載される場合があります。

ホームページヘの掲載を希望されない場合は、下記のチェック欄に口をお願いします。

ロアンケー ト回答内容の日本ツイー ド研究会ホームページヘの掲載を許可しない。

ご協力ありがとうございました。



プレツーソンコースに関するアンケート

コース受講お疲れ様でした。今後のコースをより良くするために、皆様のご意見をお聞かせいただければ幸いです。

回答者受講年 2019年  臨 床経験年数 多 年 ←ご記入ください

現在矯正歯科臨床を行つている場所(複数回答可 該当欄に口をお願いします)

□大学病院矯正科 □大学院矯正学専攻 □矯正歯科専門医院 □一般歯科の矯正部門

□その他(                   )

Ql。プレツーソンコースをどのように知りましたか? ↓ 以下から選択

1.JOP誌広告 (D知 人のロコミ  3.指 導教授の勧め 4。勤務先院長の勧め 5。その他(

Q2.受 講経験のある矯正関連の講習会はありますか? ↓ 以下から選択

1.アレキサンダー 2。バイオプログレッシブ 3.MBT 4。 レベルアンカレッン 飯 の他(

それらに比べて貴方のプレツーソンコースの評価はどうでしたか? ↓ 以下から選択

轟(2郎
｀ ・あ 科｀ 4良(橿い

Q3.コ
ースの開催時期について ↓ 以下から選択

) の
時期(秋)が良い  2。春が良い  3榎 :が良い  4.冬 が良い  5。具体的に(  )月 が良い

Q4.コ
ースの日数について ↓ 以下から選択

1.長すぎる    0の ままでよい     3。 短すぎる    4.希 望日数等記入欄(

Q5.コ
ースの費用について ↓ 以下から選択

1.高い
   い

や高い
 c当

である   4.安 い  5。自由記入欄(

Q6.会 場のロケーションについて

1.もつと主要駅に近い方が良い  2。今のままでよい (3。〕だわ)らない  4.自 由記入欄(

:LifliF部
屋
lrr[Fill↓

以¬
 Tllぃ   4.やや狭かつた   5。狭すぎた

自由記入欄(

Q8。各人のテーブル(占有スペース)の広さについて ↓以下から選択

1.広い    2.や や広い
  (::)口

「度よい   4.や や狭い    5。狭すぎた

自由記入欄(

Q9.映 写スライドの見やすさ ↓以下から選択

1。とても見やす
・
かつた  (D巨 やすかつた    3。見づらかつた:   4。とても見づらかつた

自由記入欄(



Q10。講義音声・アナウンスの聞きやすさについて ↓ 以下から選択

0題
なく聞き取れた  2。 まあまあ聞き取れた  3。 あまり聞き取れなかつた 4.と ても聞きづらかつた

自由記入欄(                                  )

QH.シラバス(実習書)の見やすさについて ↓以下から選択

1。とても見やすかつた (3〉 あまあ見やすかつた  3。見づらかつた  4。とても見づ|らかつた

自由記入欄(                                  )

Q12.担 当インストラクターの数について ↓以下から選択

〔)す
分足りていた  2。必要十分だつた  3。不足と思う場面があつた

自由記入欄(

〔:し
てもよかつた   2。まあよかつた

自由記入欄(

Q13。担当インストラクターのワイヤーベンディングデモについて ↓以下から選択

:易1:lliぅ::黒
11'こ

子

かつた 3.あまりわ)からなかつた 4。ほと

1ど

わ)か

lな

かつた

Q14.担 当インストラクターの各人への実習のフォローについて ↓以下から選択

4.とても足りなかつた

)

3.あまり受けられなかつた  4.ほ とんど受けられなかつた

)

4.まつたく足りなかつた

)

]:ヽ
れた時

]二塁撃Iだ:1下
から
ず軍L気味だつた

Q16.今 回の講習でツイードメリフィールドテクニック・フィロソフィーに興味を持ちましたか?↓ 以下から選択

ま]菫 驚

た  2。興味を持つた  3.あ まり1時たなかつた  4.ほ とんど持たなかつた

  )

1   :選

択

自由記入欄(

※ご記入いただいたアンケー ト内容は、日本ツイー ド研究会ホームページに掲載される場合があります。

ホームページヘの掲載を希望されない場合は、下記のチェック欄に□をお願いします。

ロアンケー ト回答内容の日本ツイー ド研究会ホームページヘの掲載を許可しない。

ご協力ありがとうございました。



プレツーソンコースに関するアンケート

コース受講お疲れ様でした。今後のコースをより良くするために、皆様のご意見をお聞かせいただければ幸いです。

回答者受講年 2019年  臨 床経験年数   年 ←ご記入ください

け兵学病院矯∬    重 I磁 鷺 lξ i緊    部 門

□その他(                   )

:LJ肇:  fr引理轟L」
以
三』二革長の勧め,そ州

Q2.受 講経験のある矯正関連の講習会はありますか? ↓ 以下から選択

0レキサンダー 2。バイオプログレッシブ評価はどう::[〕tFlTIら二「
の他(

それらに比べて貴方のプレツーソンコースの言

3.あまり良くない 4。良くない伴Iに良[い    2.良[い

具体的評価点(

)月が良い

0の
ままでよい 3。短すぎる 4.希望日数等記入欄(

4。安い  5.自 由記入欄 (

3.こだわらない 4.自 由記入欄(

4.やや狭かつた 5.狭すぎた

5。狭すぎた

↓以下から選択

3.妥当である

1.広かつた

自由記入欄(

2.やや広かった

蔦T薫雪rに
つ
F喜が∬

か
7]黒良い4.冬が良い  5.具 体的に(

Q4。コースの日数について ↓ 以下から選択

1。長すぎる

Q5。コ
ースの費用について

L高い oや高い

Q8.各 人のテーブル(占有スペース)の広さについて ↓ 以下から選択

1.広い   2。 やや広い

自由記入欄(

ll」i重曇二[二11二F』||て(Ξ)のままでよい

Q7.会 場の部屋の広さについて ↓以
       ぃ

3。丁度 よい
  こ :》

や狭 い

Q9。映写スライドの見やすさ ↓以下から選択

Lとても見やすかつた(Ξ)やすかつた
自由記入欄(

3.見づらかつた 4。とても見づらかつた



二1ウ
ン
11顧:こ:二11て t11111言露れなかつた 4。とても聞き

Fら
かつた

11ト
ラ
tittfIIItI: ↓I11[督:L面があつた

: 覇 輩覆1塁:手ヵ壇
動`

らかつた

倉:た

4。とても見づらかつた

)

4。とても足りなかつた

)

Q13.担 当インストラクターのワイヤーベンディングデモについて ↓以下から選択

:易

かつた  2。まあわ)かり易かつた  3。あまりわ)からなかつた  4。ほとんどれ)か

lな

:かつた

Q14。担当インストラクターの各人への実習のフォローについて ↓以下から選択

2.まあよかつた   3.あ まり受けられなかつた  4.ほ とんど受けられなかつた

)

Q15。各課題に割かれた時間について ↓ 以下から選択

3.不足気味だつた 4。まつた<足りなかつた

)

余した  (Iン要十分だつた

Q16。今回の講習でツイードメリフィールドテクニック・フィロソフィーに興味を持ちましたか ?↓ 以下から選択

自由菫ittξ

た
 ⊂ λ

興味を持:つた  3.あ まり持たなかつた  4.ほ とんど持たなかつた

  )

プレツーソンコースを貴方の知人に薦めたいと思いますか?↓以下から選択

0て
も思う   2.そ・う思tう   3。あまり思わ41い

自由記入欄(

4。思わない

※ご記入いただいたアンケー ト内容は、日本ツイー ド研究会ホームページに掲載される場合があります。

ホームページヘの掲載を希望されない場合は、下記のチェック欄に□をお願いします。

回アンケー ト回答内容の日本ツイー ド研究会ホームページヘの掲載を許可しない。

ご協力ありがとうございました。
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プレツーソンコースに関するアンケート

コース受講お疲れ様でした。今後のコースをより良くするために、皆様のご意見をお聞かせいただければ幸いです。

回答者受講年 2019年  臨 床経験年数   年 ←ご記入ください

現在矯正歯科臨床を行つている場所(複数回答可 該当欄に口をお願いします)

ビ矢学病院矯正科 □大学院矯正学専攻 ビ鶴正歯科専門医院 ビ■般歯科の矯正部門

□その他 (

Ql.プ レツーソンコースをどのように知りましたか? ↓ 以下から選択

1。JOP誌 広告 Q知 人のロコミ  3.指 導教授の勧め 4。勤務先院長の勧め 5。その他(

Q2.受 講経験のある矯正関連の講習会はありますか? ↓ 以下から選択

1.アレキサンダ… 2。バイオプログレッシブ 3。MBT 4。 レベルアンカレッジ 5。その他(

それらに比べて貴方のプレツーソンコースの評価はどうでしたか? ↓ 以下から選択

1.J卜常に良い   2。 良い    3。 あまり良くない    4.良 くない

具体的評価点(

Q3。コースの開催時期について ↓ 以下から選択

1。今の時期 (秋)が良い  2。 春が良い  3.夏 が良い  4.冬 が良い  の 具体的に(7 )月 が良い

Q4.コ
ースの日数について ↓以下から選択

1.長すぎる    ② このままでよい     3。 短すぎる    4。 希望日数等記入欄(

Q5.コースの費用について ↓以下から選択

上高い  7.や や高い
 び

当である  4安 い ■自由記入欄(

Q6。会場のロケーションについて

1。もつと主要駅に近い方が良い c冷のままでよい  3.こだわらない 4.自由記入欄(

Q7。会場の部屋の広さについて ↓以下から選択

1.広かつた   2.や や広かつた   0丁 度よい   4.や や狭かつた   5.狭 すぎた

自由記入欄(

Q8。各人のテーブル(占有スペース)の広さについて ↓ 以下から選択

1.広い   2.や や広い
  o丁

度よい  4.や や狭い   5.狭 すぎた

自由記入欄(

Q9.映 写スライドの見やすさ ↓以下から選択

1。とても見やすかつた  0見やすかつた   3.見づらかつた  4。とても見づらかつた
自由記入欄 (                                  )



Q10。講義音声・アナウンスの聞きやすさについて ↓以下から選択

0問
題なく聞き取れた  2.ま あまあ聞き取れた  3.あ まり聞き取れなかつた 4。とても聞きづらかつた

自由記入欄(                                  )

QH。シラバス(実習書)の見やすさについて ↓以下から選択

1。とても見やすかつた 0ま あまあ見やすかつた  3.見づらかつた

自由記入欄 (日 本漱瓶 ttt tStで
°
J′

Q12。担当インストラクターの数について ↓以下から選択

0+分 足りていた  2.必 要十分だつた  3。不足と思う場面があつた

自由記入欄(

6声
てもよかつた

自由記入欄(

Q15。各課題に割かれた時間について ↓以下から選択

1.時間を持て余した   0.必 要十分だつた  3.不 足気味だつた

自由記入欄(

Q13.担 当インストラクターのワイヤーベンディングデモについて ↓以下から選択

θとてもわかり易かつた 2。まあわかり易かつた 3.あまりわからなかつた 4。ほとんどわからなかつた
自由記入欄(

Q14.担 当インストラクターの各人への実習のフォローについて ↓以下から選択

4.とても見づらかつた

)

4。とても足りなかつた

)

4。まったく足りなかつた

)

2。まあよかつた   3。 あまり受けられなかつた  4.ほ とんど受けられなかつた

)

Q16.今 回の講習でツイードメリフィールドテクニック・フィロソフィーに興味を持ちましたか?↓ 以下から選択

Q大いに持つた  2.興味を持つた  3.あまり持たなかつた  4。ほとんど持たなかつた

自由記入欄 (                                  )

プレツーソンコースを貴方の知人に薦めたいと思いますか?↓ 以下から選択

のとても思う  2.そ う思う  3.あ まり思わない   4.思 わない

自由記入欄(

※ご記入いただいたアンケー ト内容は、日本ツイー ド研究会ホームページに掲載される場合があります。

ホームページヘの掲載を希望されない場合は、下記のチェック欄に□をお願いします。

回アンケー ト回答内容の日本ツイー ド研究会ホームページヘの掲載を許可しない。

ご協力ありがとうございました。


