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支援とは、個人やオフィス、またはグループの人々のニーズを満たすために提

供されるサービスの一種です。 辞書の定義によると

誰かを助けるためにリソースを提供することによってサポートを提供すること

によって誰かを助ける行動です。

正確には、支援は、人が何らかの活動/仕事

アシスタンスサービス
付加価値スキル

ギリシャの哲学者アリストテレスは、

「人間は社会的動物であり、一人では

生きていけない」と述べた。 言い換え

れば、私たちは皆つながり、私たちの

ニーズを満たすためにお互いに依存し

ています。 私たちは生計を立てるため

に多くの人々に頼っています。

したがって、私たち全員が、個人的ま

たは専門的な日常生活の中で助けやサ

ポートを必要とします。 人々のグルー

プは、私たちのニーズを完了するため

に私たちを助けます。
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紹介 - Shōkai

またはグループの人々のニーズを満たすために提

辞書の定義によると、援助は仕事を共有したり、

誰かを助けるためにリソースを提供することによってサポートを提供すること

仕事/行為を行うのを助ける支援です。
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例えば、個人の最小ニーズを以下に示し

ます:



Shien to wa, kojin ya ofisu, matawa gurūpu no

sa reru sābisu no isshudesu. Jisho no teigi ni

dareka o tasukeru tame ni risōsu o teikyō suru

yotte dareka o tasukeru kōdōdesu.

Seikaku ni wa, shien wa, hito ga nanrakano

tasukeru shiendesu.

アシスタンスサービス
付加価値スキル

Girisha no tetsugakumono Arisutoteresu

wa,`ningen wa shakai-teki dōbutsudeari,

hitoride wa ikiteikenai' to nobeta.

Iikaereba, watashitachiha kai tsunagari,

watashitachi no nīzu o mitasu tame ni

otagai ni izon shite imasu. Watashitachiha

seikeiwotateru tame ni ōku no hitobito ni

tayotte imasu.

Shitagatte, watashitachi zen'in ga, kojin-

teki matawa senmon-tekina nichijō

seikatsu no naka de tasuke ya sapōto o

hitsuyō to shimasu. Hitobito no gurūpu wa,

watashitachi no nīzu o kanryō suru tame ni

watashitachi o tasukemasu. www.clrn

紹介 - Shōkai

no hitobito no nīzu o mitasu tame ni teikyō

ni yoru to, enjo wa shigoto o kyōyū shi tari,

suru koto ni yotte sapōto o teikyō suru koto ni

nanrakano katsudō/ shigoto/ kōi o okonau no o
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Tatoeba, kojin no saishō nīzu o ika ni

shimeshimasu :



画像に示すように、さまざまな方法で個人のニーズを満たすために関連する人

の連鎖があります。 同様の行では、プロフェッショナル活動は

通りに活動を完了するために人々の関連付けを必要とします

Gazō ni shimesu yō ni, samazamana hōhō

suru hito no rensa ga arimasu. Dōyō no gyōde

katsu jikandōrini katsudō o kanryō suru tame

shimasu.

アクティビティ/タスクの時間枠

Akutibiti/ tasuku no jikan-waku
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なぜ支援サービスが必要なのですか
hitsuyōna nodesu ka?

基本的に、アシスタンスサービスは、ある場合に必要です

Kihontekini, ashisutansusābisu wa, aru baai

リソースが必要 Risōsu ga hitsuyō

アシスタンスサービス
付加価値スキル

さまざまな方法で個人のニーズを満たすために関連する人

プロフェッショナル活動は、正常かつ時間

通りに活動を完了するために人々の関連付けを必要とします。

de kojin no nīzu o mitasu tame ni kanren

gyōde wa, purofesshonaru katsudō wa, seijō

tame ni hitobito no kanren-tsuke o hitsuyō to

専門知識が必要

Senmon chishiki ga hitsuyō
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なぜ支援サービスが必要なのですか? - Naze shien sābisu ga

ある場合に必要です-

baai ni hitsuyōdesu. -

hitsuyō
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支援の種類 - Shien no shurui

しかし、援助が助けであることは明らかです

てそれを提供することができます。

物理的な存在, は、個人が場所に

することを意味します。

仮想プレゼンス, とは、個人が技術

します。

Shikashi, enjo ga tasukedearu koto wa akirakadesu

ni yotte sore o teikyō suru koto ga dekimasu

Butsuri-tekina sonzai wa, kojin ga basho

teikyō suru koto o imi shimasu.

Kasō purezensu to wa, kojin ga gijutsu

shimasu.

アシスタンスサービス
付加価値スキル

現在のシナリオでは、仮想アシスタンスは実際には物理的なプレゼンスと比

較してより多くの方法です。どのようなビジネスでも

ルダーの支援を受けてさまざまな活動を行っています

まなグループの人々がサポートする作業の効率を高めることができる特定の

スキルに焦点を当てる必要があります

しょう。……………………..

Genzai no shinariode wa, kasō ashisutansu

hikaku shite yori ōku no hōhōdesu.Do

sutēkuhorudā no shien o ukete samazamana

samazamana gurūpu no hitobito ga sapōto

dekiru tokutei no sukiru ni shōten o ateru

tsuite hanashiaimashou……………..
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らかです。物理的な存在または仮想によっ

に存在し、必要に応じてサポートを提供

技術を通じて支援を提供する場所を意味

akirakadesu. Butsuri-tekina sonzai matawa kasō

dekimasu.

basho ni sonzai shi, hitsuyōniōjite sapōto o

gijutsu o tsūjite shien o teikyō suru basho o imi

仮想アシスタンスは実際には物理的なプレゼンスと比

どのようなビジネスでも、社内外のステークホ

ルダーの支援を受けてさまざまな活動を行っています。 したがって、さまざ

まなグループの人々がサポートする作業の効率を高めることができる特定の

スキルに焦点を当てる必要があります。これらのスキルについて話し合いま

ashisutansu wa jissai ni wa butsuri-tekina purezensu to

Do no yōna bijinesu demo, shanaigai no

samazamana katsudō o okonatte imasu. Shitagatte,

sapōto suru sagyō no kōritsu o takameru koto ga

ateru hitsuyō ga arimasu. Korera no sukiru ni
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サポートサービスの付加価値スキル

コミュニケーションスキルは、あらゆるタイプの支援サービスのバックボーンで

す。 援助を必要とする人や援助を提供する人にとって重要です

ション能力の優れた人は、関連する情報や要件

表現することができます。

ここでは、コミュニケーションには、物理的および仮想的な支援に必要な口頭お

よび書面が含まれます。例の一部を以下に示します

Komyunikēshonsukiru wa, arayuru taipu no shien

to suru hito ya enjo o teikyō suru hito ni

sugureta hito wa, kanren suru jōhō ya yōken,

hyōgen suru koto ga dekimasu.

Kokode wa, komyunikēshon ni wa, butsuri-teki

oyobi shomen ga fukuma remasu. Rei no ichibu

Technical Assistance

アシスタンスサービス
付加価値スキル
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サービスの付加価値スキル - Sapōto sābisu no fuka kachi sukiru

あらゆるタイプの支援サービスのバックボーンで

援助を必要とする人や援助を提供する人にとって重要です。 コミュニケー

関連する情報や要件、境界、制限(もしもしも)を明確に

物理的および仮想的な支援に必要な口頭お

例の一部を以下に示します:

shien sābisu no bakkubōndesu. Enjo o hitsuyō

totte jūyōdesu. Komyunikēshon nōryoku no

kyōkai, seigen (moshi moshimo) o meikaku ni

teki oyobi kasō-tekina shien ni hitsuyōna kōtō

ichibu o ika ni shimeshimasu.:
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サポートサービスの付加価値スキル

コミュニケーションは、正式または非公式の場合に使用できる

機能です。 通信が成功すると、受信側の意図した情報を伝える必要があります

したがって、通信プロセスがシンプルで正確であることを確認する必要があり

ます。これは、受信機が理解し、応答するのに役立ちます

Komyunikēshon wa, seishiki matawa hikōshiki

kinōdesu. Tsūshin ga seikō suru to, jushin-gawa

arimasu. Shitagatte, tsūshin purosesu ga shinpurude

hitsuyō ga arimasu. Kore wa, jushin-ki ga rikai

アシスタンスサービス
付加価値スキル
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サービスの付加価値スキル - Sapōto sābisu no fuka kachi sukiru

正式または非公式の場合に使用できる、通常の双方向

受信側の意図した情報を伝える必要があります。

通信プロセスがシンプルで正確であることを確認する必要があり

応答するのに役立ちます。

hikōshiki no baai ni shiyō dekiru, tsūjō no sōhōkō

gawa no ito shita jōhō o tsutaeru hitsuyō ga

shinpurude seikakudearu koto o kakunin suru

rikai shi, ōtō suru no ni yakudachimasu.

4つの能力に対する効果的な職場コ

ミュニケーション機能-

聞くために

穏やかな口調で話す

ポイントを明確にする

調整する

4Tsu no nōryoku ni taisuru kōkatekina

shokuba komyunikēshon kinō-

 Kiku tame ni

 Odayakana kuchō de hanasu

 Pointo o meikaku ni suru

 Chōsei suru
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サポートサービスの付加価値スキル

これらの能力は、部下との関係を改善し

また、また、コミュニケーションが良いと自信が与え

コラボレーション作業環境の開発に役立ちます

Korera no nōryoku wa, buka to no kankei o

yakudachimasu. Mata, komyunikēshon ga

sagyō kankyō no kaihatsu ni yakudachimasu

職場でのコミュニケーションで避けるべき言葉、または使用する必
要がある単語

効果的なコミュニケーションは、感情や感情を表現するのに大いに役立ちます

したがって、判断的な行動や否定的な言葉は

起こし得るため、職場では避ける必要があります

''のような言葉'が' '逆'、'理由'、'みんな'、

アシスタンスサービス
付加価値スキル

Shokuba de no komyunikēshon de yokerubeki

suruhitsuyōgāru tango

Kōkatekina komyunikēshon wa, kanjō ya kanjō

Shitagatte, handan-tekina kōdō ya hitei-tekina

hikiokoshi eru tame, shokubade wa yokeru

orokana shikō'' no yōna kotoba' ga' ' gyaku','
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サービスの付加価値スキル - Sapōto sābisu no fuka kachi sukiru

部下との関係を改善し、業務効率を高めるのに役立ちます。

コミュニケーションが良いと自信が与え そして

コラボレーション作業環境の開発に役立ちます。

kaizen shi, gyōmu kōritsu o takameru no ni

yoi to jishin ga atae soshite koraborēshon

yakudachimasu.

職場でのコミュニケーションで避けるべき言葉、または使用する必

感情や感情を表現するのに大いに役立ちます。

判断的な行動や否定的な言葉は、コミュニケーション障害を引き

職場では避ける必要があります。 例えば、-'怠惰''愚かな思考

、'ショートフォーム/略語'など。

yokerubeki kotoba, matawa shiyō

kanjō o hyōgen surunoni ōini yakudachimasu.

tekina kotoba wa, komyunikēshon shōgai o

yokeru hitsuyō ga arimasu. Tatoeba,-' taida''

',' riyū',' min'na',' shōtofōmu/ ryakugo' nado.
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常に過去ではなく現在のシナリオに焦点

時応答を策定する能力を必要とする. あなたは

「すぐにあなたに戻ってきます」、「

「うーん」などの言葉を使用して肯定的

人がそれを求めなければ、あなたの意見

Tsuneni kakode wanaku genzai no shinario

sokuji ōtō o sakutei suru nōryoku o hitsuyō

harai,`wa i',`sugu ni anata ni modotte kimasu',`jikan

no kotoba o shiyō shite kōtei-tekina fun'iki

sore o motomenakereba, anata no iken o ataenaide

アシスタンスサービス
付加価値スキル
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焦点を当てます。支援のプロファイルは、即

あなたは広い心で注意を払い、「はい」、

「時間を与える」、「わかりました」、

肯定的な雰囲気を伝える必要があります。 また、

意見を与えないでください。

ni shōten o atemasu. Shien no Purofairu wa,

hitsuyō to suru. Anata wa hiroi kokoro de chūi o

kimasu',`jikan o ataeru',`wakarimashita',`u ̄ n' nado

o tsutaeru hitsuyō ga arimasu. Mata, hito ga

ataenaide kudasai.
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サポートサービスの付加価値スキル

対人スキルとは、他者(利害関係者/チームメンバー

わる能力を意味します。 これは、支援を提供しながら

ンバーと仲良くする能力の一つです。

レーション、受容性、リスニング、アサーティブネス

れます。

これらの能力は、チームやチームメンバーの間のギャップを埋め

たがチーム/クライアント/利害関係者と接続し

すいように支援します。 常に「話す前に考える

Taijin sukiru to wa, tasha (rigai kankei-sha/

to kakawaru nōryoku o imi shimasu. Kore

hito ya chīmumenbā to nakayoku suru nōryoku

mo, koraborēshon, juyō-sei, risuningu, asātibunesu

remasu.

Korera no nōryoku wa, chīmu ya chīmumenbā

chīmu/ kuraianto/ rigai kankei-sha to setsuzoku

shitashimi yasui yō ni shien shimasu. Tsuneni

oite kudasai.

アシスタンスサービス
付加価値スキル
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サービスの付加価値スキル - Sapōto sābisu no fuka kachi sukiru

チームメンバー)と交流したり、他の人と関

支援を提供しながら、関連する人やチームメ

コミュニケーション以外にも、コラボ

アサーティブネス、感度などの能力が含ま

チームやチームメンバーの間のギャップを埋め、また、あな

利害関係者と接続し、一緒に働くために、親しみや

話す前に考える」ことを覚えておいてください。

chīmumenbā) to kōryū shi tari, hokanohito

wa, shien o teikyō shinagara, kanren suru

nōryoku no hitotsudesu. Komyunikēshon igai ni

asātibunesu, kando nado no nōryoku ga fukuma

chīmumenbā no ma no gyappu o ume, mata, anata ga

setsuzoku shi, issho ni hataraku tame ni,

Tsuneni `hanasu mae ni kangaeru' koto o oboete
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ドキュメンタリーを聞く、または見

る

受動的な観客ではなく、公式活動に

貢献または関与する

解決策指向の意見を提供し、また、

他の意見を認める

落ち着いてオフィスのエチケットに

従ってください

楽観的な見通しを維持する

何よりも自分を信じる

対人スキルを伸ばすには?  - Taijin sukiru o nobasu ni wa?

アシスタンスサービス
付加価値スキル
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Taijin sukiru o nobasu ni wa?

 Dokyumentarī o kiku, matawa miru

 Judō-tekina kankyakude wa naku,

kōshiki katsudō ni kōken matawa kan'yo

suru

 Kaiketsusaku shikō no iken o teikyō

shi, mata, hoka no iken o shitatameru

 Ochitsuite ofisu no echiketto ni

shitagatte kudasai

 Rakukantekina mitōshi o iji suru

 Naniyori mo jibun o shinjiru
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サポートサービスの付加価値スキル

ナレッジアップデートは、個人だけでなく

領域の知識を更新することが必要です。

提供するのに役立ちます。 たとえば、

ティング アシスタントとして、市場から

のユーザーに提供する必要があります。

を共有することによって支援を提供しています

しかし、組織のステークホルダーとして

ている場合があります–

 管理

 人材

 財務・会計

 製造

 トレーニングとカウンセリング

 技術的な専門知識

個人として、あなたの職場で知識を得るために

用することができます、それらのいくつかは

アシスタンスサービス
付加価値スキル
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サービスの付加価値スキル - Sapōto sābisu no fuka kachi sukiru

だけでなく、関連する利害関係者がそれぞれの

。 これは、利害関係者が生産的な支援を

、組織は新製品の開発中であり、マーケ

から関連する最新情報を収集し、それぞれ

。 本当の意味で、あなたは関連する知識

しています。

のステークホルダーとして、次のようなさまざまな活動を支援し

るために利用可能な様々なリソースを使

それらのいくつかは以下に与えられています.

関連するオンライン リソース

会議/ウェビナーへの参加

プロフェッショナルネットワーク

と接続

トレーニング(必要に応じて最新の

ツールとテクニックを提供)

ナレッジを更新するソース
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サポートサービスの付加価値スキル

Narejjiappudēto wa, kojin dakedenaku, kanren

ryōiki no chishiki o kōshin suru koto ga hitsuyōdesu

seisan-tekina shien o teikyō suru no ni yakudachimasu

no kaihatsu-chūdeari, māketingu ashisutanto

jōhō o shūshū shi, sorezore no yūzā ni teikyō

anata wa kanren suru chishiki o kyōyū suru koto

Shikashi, soshiki no sutēkuhorudā to shite,

shite iru baai ga arimasu–

 Kanri

 Jinzai zaimu

 Zaimu kaikei

 Seizō

 Torēningu to kaunseringu

 Gijutsu-tekina senmon chishiki

Kojin to shite, anata no shokuba de chishiki

risōsu o shiyō suru koto ga dekimasu, sorera

アシスタンスサービス
付加価値スキル
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サービスの付加価値スキル - Sapōto sābisu no fuka kachi sukiru

kanren suru rigai kankei-sha ga sorezore no

hitsuyōdesu. Kore wa, rigai kankei-sha ga

yakudachimasu. Tatoeba, soshiki wa shinseihin

ashisutanto to shite, ichiba kara kanren suru saishin

teikyō suru hitsuyō ga arimasu. Hontō no imi de,

koto ni yotte shien o teikyō shite imasu.

shite,-ji no yōna samazamana katsudō o shien

chishiki o eru tame ni riyō kanōna samazamana

sorera no ikutsu ka wa ika ni atae rarete imasu.

 Kanren suru onrain risōsu

 Kaigi/ u~ebinā e no sanka

Purofesshonarunettowāku to setsuzoku

Torēningu (hitsuyōniōjite saishin no tsūru

to tekunikku o teikyō)

Narejji o kōshin suru sōsu
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サポートサービスの付加価値スキル

シチュエーション管理スキル 、 アドホックプロセスまたは特定のシナリオ用

のツールの開発によってソリューションを見つけることを意味します

の支援を提供しながら、多くの課題に直面する可能性があります

状況では、人々は分析し、迅速に解決策を見つける必要があります

理すればするほど、管理スキルを磨きます

てる必要があります-

 迅速なソリューション

最大効率

高い生産性

ドリルダウンアプローチに従って、成功を収めることができます

ト管理では非常に一般的です。

状況を理解し、さらにそれを小さな段

階に分割して迅速な解決策を得るため

の効果的なアプローチです。 この方法

によって、状況の複雑さを最小限に抑

えることができます。 アプローチのプ

ロセスは、あなたが考え、各段階で分

析し、最終的に前進させます。

ドリルダウンアプローチとは

アシスタンスサービス
付加価値スキル

shr.com

サービスの付加価値スキル - Sapōto sābisu no fuka kachi sukiru

アドホックプロセスまたは特定のシナリオ用

のツールの開発によってソリューションを見つけることを意味します。 職場で

多くの課題に直面する可能性があります。 このような

迅速に解決策を見つける必要があります。 課題を管

管理スキルを磨きます。 したがって、あなたはに焦点を当

成功を収めることができます。 プロジェク
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サポートサービスの付加価値スキル

Shichuēshon kanri sukiru, adohokkupurosesu

no kaihatsu ni yotte soryūshon o mitsukeru

teikyō shinagara, ōku no kadai ni chokumen

jōkyōde wa, hitobito wa bunseki shi, jinsoku

arimasu. Kadai o kanri sureba suru hodo, kanri

wa ni shōten o ateru hitsuyō ga arimasu -

 Jinsokuna soryūshon

 Saidai kōritsu

 Takai shōsansei

Dorirudaun'apurōchi ni shitagatte, seikō o

kanride wa hijō ni ippan-tekidesu.

Jōkyō o rikai shi, sarani sore o chīsana

dankai ni bunkatsu shite jinsokuna

kaiketsusaku o eru tame no kōkatekina

apurōchidesu. Kono hōhō ni yotte, jōkyō

no fukuzatsu-sa o saishōgen ni osaeru

koto ga dekimasu. Apurōchi no purosesu

wa, anata ga kangae, kaku dankai de

bunseki shi, saishūtekini zenshin sa

semasu.

Dorirudaun'apurōchi to wa

アシスタンスサービス
付加価値スキル

shr.com

サービスの付加価値スキル - Sapōto sābisu no fuka kachi sukiru

adohokkupurosesu matawa tokutei no shinario-yō no tsūru

koto o imi shimasu. Shokuba de no shien o

chokumen suru kanōsei ga arimasu. Kono yōna

jinsoku ni kaiketsusaku o mitsukeru hitsuyō ga

kanri sukiru o migakimasu. Shitagatte, anata

o osameru koto ga dekimasu. Purojekuto
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サポートサービスの付加価値スキル

創造性、 それは仕事/活動に価値を追加

像力を意味します。 毎日のサービスや仕事

適用できるプロセスです。 つまり、創造性

せです。 深い知識を持つ私たちは、仕事

ることができます。 ここで焦点を当てる

 エンゲージメント – 自分自身と他の懸念

に関与する。

 効率 - 不必要な計画や議論に時間を無駄

クセレンス-

常にトレーニングと非連想学習に焦点を

たとえば、- 雨が降っている場合は、天気予報

るのではなく、傘やレインコートを使って

また、アシスタンスサービスを提供する

要があります。仕事の成功の終わりは、あなたの

アシスタンスサービス
付加価値スキル

shr.com

サービスの付加価値スキル - Sapōto sābisu no fuka kachi sukiru

追加することができる何か新しいまたは想

仕事を遂行するために新しいアイデアを

創造性は知識とコミットメントの組み合わ

仕事を遂行するための新しい技術を生成す

てる必要があります –

懸念メンバーがプロセスに貢献するため

無駄にせず、むしろ行動を起こす。 エ

を当てます。

天気予報をチェックする時間を無駄にす

って身を守る必要があります。

する一方で、設定された目標を達成する必

あなたの創造性です。
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サポートサービスの付加価値スキル

Sōzō-sei, soreha shigoto/ katsudō ni kachi o

matawa sōzō-ryoku o imi shimasu. Mainichi

atarashī aidea o tekiyō dekiru purosesudesu

komittomento no kumiawasedesu. Fukai chishiki

suikō suru tame no atarashī gijutsu o seisei

ateru hitsuyō ga arimasu –

 Engējimento – jibun jishin to hoka no kenen

ni kan'yo suru.

 Kōritsu - fuhitsuyōna keikaku ya giron ni jikan

 Ekuserensu - tsuneni torēningu to hi rensōgakushū

Tatoeba,- ame ga futte iru baai wa, tenkeyohō

wa naku, kasa ya reinkōto o tsukatte miwomamoru

Mata, ashisutansusābisu o teikyō suru ippō

hitsuyō ga arimasu. Shigoto no seikō no owari

アシスタンスサービス
付加価値スキル

shr.com

サービスの付加価値スキル - Sapōto sābisu no fuka kachi sukiru

tsuika suru koto ga dekiru nanika atarashī

no sābisu ya shigoto o suikō suru tame ni

purosesudesu. Tsumari, sōzō-sei wa chishiki to

chishiki o motsu watashitachiha, shigoto o

suru koto ga dekimasu. Koko de shōten o

kenen menbā ga purosesu ni kōken suru tame

jikan o muda ni sezu, mushiro kōdō o okosu.

rensōgakushū ni shōten o atemasu.

tenkeyohō o chekku suru jikan o muda ni suru node

miwomamoru hitsuyō ga arimasu.

ippō de, settei sa reta mokuhyō o tassei suru

owari wa, anata no sōzō-seidesu.



この活動は、創造性を促し、状況に基づく意思決

定のための思考を開発するのに役立ちます

加者に提供のプリントアウト イメージ -A

ペン先を持ち上げずに描くことができる限り多く

の三角形を描くように頼みます。 また、彼らは再

び同じパス上に線を描くことが許可されていない

それは1つのパス上の単一の訪問を意味します

時間 – 10分

Kono katsudō wa, sōzō-sei o unagashi,

motodzuku ishi kettei no tame no shikō o kaihatsu

no ni yakudachimasu. Kaku sankasha ni teikyō

purintoauto imēji – A.

Pen-saki o mochiagezu ni kaku koto ga dekiru

ōku no sankakkei o kaku yō ni tanomimasu

karera wa futatabi onaji pasu-jō ni sen o kaku

kyoka sa rete inai, soreha 1tsu no pasu-jō no

no hōmon o imi shimasu.

Jikan – 10-bu

www.clrn-shr.com

活動 - Huódòng

アシスタンスサービス
付加価値スキル

状況に基づく意思決

定のための思考を開発するのに役立ちます。 各参

A.

ペン先を持ち上げずに描くことができる限り多く

彼らは再

び同じパス上に線を描くことが許可されていない、

つのパス上の単一の訪問を意味します。

jōkyō ni

kaihatsu suru

teikyō no

dekiru kagiri

tanomimasu. Mata,

kaku koto ga

no tan'itsu

shr.com



結果の発言 : 創造性はどんな状況でも可能であり

あなただけが考え、状況に焦点を当てる必要があ

ります。 実際、このような活動は、人々に境界を

越えて考えさせることもできます。

ファシリテーターとして、参加者が注意深く指示

に耳を傾けるようにしてください。

参加者に自分のアイデアを適用する機会を与えま

しょう。 例えば、人々は2つの異なるカラーペン

を使用することができます。

Kekka no hatsugen - Sōzō-sei wa don'na jōkyō

kanōdeari, anata dake ga kangae, jōkyō ni

ateru hitsuyō ga arimasu. Jissai, kono yōna katsudō

hitobito ni kyōkai o koete kangae saseru

dekimasu.

Fashiritētā to shite, sankasha ga chūibukaku

mimiwokatamukeru-yō ni shite kudasai.

Sankasha ni jibun no aidea o tekiyō suru

ataemashou. Tatoeba, hitobito wa 2tsu no

karāpen o shiyō suru koto ga dekimasu.

www.clrn-shr.com

活動 - Huódòng

アシスタンスサービス
付加価値スキル

創造性はどんな状況でも可能であり、

状況に焦点を当てる必要があ

人々に境界を

参加者が注意深く指示

参加者に自分のアイデアを適用する機会を与えま

つの異なるカラーペン

jōkyō demo

shōten o

katsudō wa,

koto mo

chūibukaku shiji ni

suru kikai o

kotonaru

shr.com
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イメージ-A

アシスタンスサービス
付加価値スキル
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このモジュールは、さまざまなタイプのサービスを管理および提供するユー

ザーをガイドする上で役立ちます。 また

い方法や間違った方法はありません。 ジョブを完了するには

的なアプローチに集中する必要があります

ここで議論されているスキル以外に、あなたは忍耐を持っている必要がありま

す、柔軟性、即興、説得も。 ウェイン・

イレクトマーケティングビジネス責任者は

「未来は人のもとに学ぶ, 捨て

あなたは組み込みのスキルを持っていますが

す、たとえば、以下に示すように、さまざまな方法でステートメントを作成で

きます。

スズメは飛ぶことができます。

スズメには飛ぶ翼がある

また、サービスや課題をポジティブな考え方で管理することが重要です

「毎日が学ぶ機会を与える」

www.clrn-shr.com

結論的な発言 - Ketsuron-tekina hatsugen

アシスタンスサービス
付加価値スキル

さまざまなタイプのサービスを管理および提供するユー

また、職場でスキルを使用するための正し

ジョブを完了するには、効果的かつ効率

的なアプローチに集中する必要があります。

あなたは忍耐を持っている必要がありま

・マンスフィールド, オーストラリアのダ

イレクトマーケティングビジネス責任者は、-

捨て去るそして 学び直す」

あなたは組み込みのスキルを持っていますが、それらを適用する必要がありま

さまざまな方法でステートメントを作成で

スズメには飛ぶ翼がある。

鳥は飛ぶ翼を持ち、スズメは鳥です。

サービスや課題をポジティブな考え方で管理することが重要です。

「毎日が学ぶ機会を与える」

shr.com

hatsugen



Kono mojūru wa, samazamana taipu no sābisu

suru ue de yakudachimasu. Mata, shokuba de

ya machigatta hōhō wa arimasen. Jobu o

tekina apurōchi ni shūchū suru hitsuyō ga arimasu

Koko de giron sa rete iru sukiru igai ni, anata

jūnansei, sokkyō, settoku mo.

dairekutomāketingubijinesu sekininsha wa,-

`Mirai wa hito no moto ni manabu

Anata wa kumikomi no sukiru o motte imasuga

tatoeba, ika ni shimesu yō ni, samazamana hōhō

Suzume wa tobu koto ga dekimasu.

Suzume ni wa tobu tsubasa

Tori wa

Mata, sābisu ya kadai o pojitibuna kangaekata

`Mainichi ga manabu

www.clrn-shr.com

結論的な発言 - Ketsuron-tekina hatsugen

アシスタンスサービス
付加価値スキル

sābisu o kanri oyobi teikyō suru yūzā o gaido

de sukiru o shiyō suru tame no tadashī hōhō

kanryō suru ni wa, kōka-teki katsu kōritsu-

arimasu.

anata wa nintai o motte iru hitsuyō ga arimasu,

U~Ein mansufīrudo, ōsutoraria no

-

manabu, sute saru soshite manabi naosu‘

imasuga, sorera o tekiyō suru hitsuyō ga arimasu,

hōhō de sutētomento o sakusei dekimasu.

tsubasa ga aru.

tobu tsubasa o mochi, suzume wa toridesu.

kangaekata de kanri suru koto ga jūyōdesu.

manabu kikai o ataeru'

shr.com

hatsugen



さまざまな言語で学習モジュー
ルと記事を検索す

訪問先: www.clrn

また

電子メール
clrnandshr@gmail.com

www.clrn-shr.com

アシスタンスサービス
付加価値スキル

さまざまな言語で学習モジュー
ルと記事を検索する

www.clrn-shr.com

または

子メール : 

clrnandshr@gmail.com

shr.com


