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9. オンライン研修の実証実験 

(1) 目的・背景 

本事業は沖縄 21世紀ビジョンで目標としている世界水準の観光リゾート地の実現に向けて沖縄の受入

態勢を強化するため、国内外の観光客が満足する質の高いサービスを提供できる人材の育成を目指してお

り、時間の制約や人手不足等の理由により十分な研修の実施が難しい県内の観光関連企業・団体（離島・

僻地、小規模事業所を含む）に向けて、オンライン研修の実証実験を行うことを目的とする。 

沖縄県委託事業「観光人材育成プラットフォーム構築事業」の一環である「派遣講師活用支援」事業で

は、受講人数が 5名以上という規定があるため、少人数の事業所や、シフト勤務の多い観光関連企業・団

体では時間調整が困難で、集合して研修を受けること自体が難しく、この事業を活用したくても出来ない

という声があった。また離島や僻地の企業・団体に講師が継続的に通うのは物理的に難しく、長期の研修

が組めないという事情もあるため、ネット環境があればいつでも手軽に継続的に受講できるオンライン研

修を実験的に実施することとなった。 

(2) 事業概要 

今回は実証実験ということで、もともとオンライン研修のコンテンツを持っている複数企業のコンソー

シアムに事業委託し、派遣講師活用支援事業においてもニーズが高い「接客接遇マナー講座」と「外国語

講座（英語・中国語）」の 2 本立てで研修を行った。 

 

① 委託先コンソーシアム 

 

② 実施期間 

募集期間：平成 28 年 10月中旬～平成 28年 12月 7日 

受講期間：平成 28 年 10月中旬（申込後随時）～平成 29年 1月 31 日 

効果測定：平成 29 年 2月 15 日まで 

③ 受講企業募集条件 

現在観光客を受け入れており、県内に事業所がある企業・団体（離島・僻地・小規模事業所を優先）

で、インターネット環境が整っており、最後まで研修を滞りなく受講できること。定員 100名先着順。

受講料無料。
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応募総数：68 名（17社）  最終受講者：48 名（14社） 

 

④ 募集チラシ 

 

⑤ 応募状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域別応募人数 地域別応募企業件

数 
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(3) 研修プログラム 

 

プログラム名称 仕様 手段 

接客接遇マナー講座 30 分×3 回コース スカイプ  

接客接遇マナーテスト 
15 問 10 分 

（選択回答） 

オンラインフォーム 

インバウンド接客 

外国語講座（英・中） 

25 分×16 回コース 

（小売・飲食・宿泊・交通） 

スカイプ 

インバウンド接客 

外国語検定（英・中） 

40 問 30 分 

（選択回答） 

インターネット方式 

オンラインサーベイ 

（アンケート調査） 

36 問 15 分 

（選択回答・フリーアンサー） 

オンラインフォーム 

 

① 接客接遇マナー講座 

 

 （特徴） 

• 専用テキストを使用した「おもてなし」の心をあらわすイン

バウンドの接遇講座。 

• スカイプによる全 3回のオンライン講座（1回 30 分×3 回） 

• 元 CA（客室乗務員）をはじめ 販売員、アナウンサー等サー

ビス業の様々な現場を経験した一流の研修講師陣から基本的

な接客のマナーを学ぶ。 

 

② 接客接遇マナーテスト 

 

• 接客接遇マナー講座は 44名が受講し、うち 38名がマナーテストを受験。 

平均点は 15 点満点中 13.7点と非常に優秀な結果となった。 

業種別応募企業件数 参加人数推移 
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③ インバウンド接客外国語講座 

 

（特徴） 

・ 専用テキストを使用した SKYPEによる全 16回のオンライン

講座。 

25分×16回（英語・中国語） 

・ 各言語それぞれ、業種別（小売、飲食、宿泊、交通機関）に

コースを選択し、専用テキストを使って厳選されたフレー

ズをシチュエーションごとに習得。受講生の現在の業務に

すぐ活かせる実践的内容。 

・ 外国に在住する外国人講師（英語：フィリピン、中国語：中

国）とのマンツーマンレッスンを実施。 

・ 今回は初心者向けで日本語も話せる教師のみで対応。 

・ レッスン予約は 9時～24時まで可能。講師も選択可能。（メ

ール・フリーダイヤルにて） 

 

（受講実績） 

 

 

 

受講者数 48 名に対して、英語を選択した受講生は 35 名と 7割を占める。 

 

（受講回数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

全 16 回を最後まで受講した人は 48名中 27名と、全体の 56％となった。

（テキスト一例） 

英語

72.9％

中国語

27.1％

選択言語
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④ インバウンド接客外国語検定 

 

（特徴） 

・ 業種別に問題作成されており、様々なシチュエ

ーションで話しかけてくる外国人の動画を見て

相手が何を言っているのかを日本語で選択。 

・ 制限時間内であれば何度でも繰り返しヒアリン

グできる。 

・ 外国語講座は 48名が受講し、うち 33名が検定を

受験。平均点は 40点満点中 35.3点であった。 

・ 主催する検定協会の合格認定ラインが 32点（80％）

なので、高レベルな結果と言える。 

・ 検定不合格者は 6名いたが、そのうち 3名は講座 

を最後まで受講出来ていなかった。 

 

(4) アンケート結果 

 

 外国語講座・検定終了後～平成 29年 2月 15日までの間にオンライン上でアンケート回答（講座が最後

まで終了していない・検定未受検の受講生にもアンケート配布）回答数 30名。 

 

⑥ マナー講座満足度 

【結果】 

・ マナー講座に対する満足度調査では、「大変満足」と「やや満足」が 37%となっている。 

・ マナー講座については、70％以上の方が満足していることが分かる。 

・ 記述式アンケートからも、多くの方が、教え方や人柄、丁寧さ、熱心さなど講師の質の高さに大

変満足し、基本的なマナーを改めて学ぶ良い機会になったと感じていることが分かる。 

・ スカイプでのレッスンより実際に習ったほうが身に付くという意見もあった。 

 

【個別アンケート回答】 

（抜粋：「満足」「やや満足」の人の記述） 

『講師の人柄がとてもよかった。改めて基礎を学ぶことは少ないので良い振り返りになった。』 

『回数が適当だった』 『新たな発見があった』 『再認識できた』 

『先生がフレンドリーでとても良かった。』 『自分の対応を振り返る良い時間になった。』 

『スカイプは時間が最小限の拘束ですむ。講師が丁寧、熱心。親しみをもてる方で励まされた。』 

『よい復習になった。特になにか新たに学んだことはない。』 

『マンツーマンで接遇の研修を受けることがあまりないので、とても新鮮だったし、先生のレベルが高い

ので、先生がその生徒のレベルに応じて柔軟に対応してくれているのを感じ、非常に勉強になった。』 

『わかりやすかった。先生も丁寧で、素晴らしかった。』 

『改めて業務に対する姿勢を考えさせられる良い機会になった。』 

『コンテンツ自体に目新しさはなかったが、講師の質の高さは評価に値すると感じた。』 

『自分のこれまでの行動を振り返ることができた。』 

『改めてマナーの勉強が出来大変良かった。』 

（テスト画面一例） 
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【結果】 

・ 外国語講座の講師に対する満足度調査では、「やや満足」が

33％と最も高く、次いで「どちらとも言えない」(30%)の順

で 

講師については、約 50％の方が満足している。 

・ 個別回答では、多くの方が、日本語が話せる、フレンドリ

ーなど講師の質には満足しているが、一部熱心さの足りな

い講師がいるなど講師のレベル差を感じた方受講者もい

た。 

・ テキスト内容、マンツーマンレッスン、個々のペースで進

めることが出来る点には、多くの方が満足している。 

・ 既にある程度の語学力がある人には、内容が簡単すぎると

感じる人もいた。 

『実際に映像を通してジェスチャーをしたり、チェックしてもらったりすごくためになった。普段の業務

に活かせる内容がたくさんあり勉強になった。』 

 

（抜粋：自分のスキルが向上しなかったと感じた人の記述） 

『使う場面がないマナーだった（仕事上）』 

『今回は実証実験だったので基本的な講座のみであったが、やはり受講される方々の年齢や役職、レベル

によって講座内容をかえたほうがより満足度高いものとなるとおもった。授業のほとんどが基本的なこと

ばかりであったので、少し飽きてしまった。もう少し踏み込んだ内容のレッスンだと楽しく見れたかとお

もう。また、立ち姿や姿勢などを見ていただくときには、スカイプだと細かいしぐさや雰囲気を指摘され

ても全体がよく見えないため、直に触れて、習った方が身につくのかな、とも感じた。』 

『スキルの向上というより、初歩的な講座だったので、日頃の見直しにはなりました。』 

『過去に同じようなことをやっていた』 

 

 

⑦ 外国語講座の満足度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

【個別アンケート回答】 

（抜粋：「満足」「やや満足」の人の記述） 

・『講師がフレンドリーだった』 

・『わかりやすいテキストだった。 実際に起こりうる場面であることもよかった。もう少しゲスト側の返

答のバリエーションがあっても良い思う。』  

・『シチュエーションに合わせた対応方法でわかりやすかった。』 

・『先生は話しやすいし、分かりやすい説明だった。』 

・『どの講師が評判いいのか、教え方がうまいのかわからなかったので最初は色々な講師にレッスンいただ

いたが、講師のレベル(とくに熱心さや日本語レベル)に差があったので少し残念だった。レッスンの最

初の段階で熱心さの足りない講師にあたってしまったら時間がもったいないと感じてやる気をなくして

しまう方もでてくるのではないかと心配になった。しかし、わたしが受講した講師のほとんどは要点を

しっかりととらえ、こちらの質問や要望にも的確に回答していただいたのでありがたかった。』 

講師への満足度 

外国語講座への満足度 
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・『一回の量が適切。なんとかがんばれる気がした量。実際にテストもあるのでがんばって覚えようと思っ

た 』  

・『日本語も分かる講師だったので、不安なく出来た』 

・『とにかく一生懸命教えてくれようとしていることがとてもよかった。一人ではなかなか勉強しないので、

お金を払って続けようかと思うほどだった。』 

・『一対一のレッスンなので、苦手な部分を繰り返しできた。』 

・『自分のペースでレッスンできた。』 『個々に合わせて進められる』 『分かりやすい』 

・『テキストのテーマに沿って、毎回話を膨らましてくれるので多くの気づきがあった。何を学ぶ時間とい

うのが明確だったので良いと感じた。』 

 

（抜粋：自分のスキルが向上しなかったと感じた人の記述） 

・『外国語に少し慣れ親しんだ程度であり本業で活かせる段階に到達できていない。』 

・『まだ英語を使えない状態だから』 

・『学んだフレーズが少ないため。』 

・『レベルが初級向けのため簡単すぎた』 

・『まだまだトレーニングが必要だと感じた。』 

・『繰り返しの練習をしなければ習得には繋がらないため』 

 

⑧ 研修全体の満足度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【個別アンケート回答】 

（抜粋：「満足」「やや満足」の人の記述） 

・『スカイプで生の英語を学ぶことができた』  

・『講師がフレンドリーだった』 

・『非常にわかりやすいテキストだった。 実際に起こりうる内容で勉強が出来よかった』 

・『自分の好きな時間に場所を選ばずに学べた。』 

・『ネイティブの講師から直接学べたこと、その他疑問に感じたことをその場で質問できたこと、また時間

の融通がきくところがありがたかった。』 

・『中国現地の方とのレッスンで海外に知人ができたように楽しかった。生の中国語に触れられ、会話した

い意欲が高まった。』  

・『講師が笑顔で会話しやすかった』 

・『接遇レッスンもとてもこまやかだったし、中国語レッスンも先生たちが若いけれど、とても一生懸命で、

ただ読めばいいという感じの先生が非常に少なく、時間が余れば口頭でテスト感覚で質問してくれたり、

前回の復習をしてくれたりと、教えてくれる意識がとても高く感じた。 』 

・『先生とマンツーマンだったので、自分のペースで学習できた。先生方が丁寧で、講座も楽しく取り組め

た。』 

【結果】 

・ 研修全体としては「大変満足」と「やや満足」を合わせると６割以上の方は今回の研修に満足して

いる。 

・ スカイプを使った研修については、使用状況によりうまくつながらなかったり、ID 取得がスムー

ズにいかなかった人もあり、使いにくいと感じた方もいた。 

スカイプを使った研修について 
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・『好きな時間に取り組むことができた』 

・『専門学校以来に受けた英語の勉強だった。 今後に向けて、英語を勉強していく良いきっかけになった。』 

・『レッスン時間が短いこと レッスン時間を自由に調整できること。』 

・『予約の当日変更など、スムーズに対応してくれて、時間を調整できた。 英語を聞けるのが嬉しかった

です。』 

・『時間を有効に使える』 『役に立つワードがあった』 

・『やり取りがスムーズで、都合に合わせて臨機応変な対応してくださり、安心して受講できた。英語圏で

はない先生方で、各々の訛りがあったのが逆に現場で生きた英語を使ってのコミュニケーションの特訓

になった。』 

・『仕事後などの遅い時間帯でも対応していただけた。』 

 

⑨ オンライン研修について、ご意見・ご感想（自由記述） 

 

・『気軽に自宅や職場で受講できることと夜間受講が可能なので合間時間を利用して有効に活用でき大変よ

かった。またスケジュール組みなど煩雑な作業を担当していただき負担も軽くとても良かった。ありが

とうございます。ただ、カヤックガイド、アウトドアガイドに適した業種選択ができないのは非常に残

念だった。ぜひ次回は沖縄で多くの方が関わる観光及びアウトドアガイドでの業種選択ができたらよい

なと思う。後半に担当していただいた講師によっては教え方も上手でもっと習いたいと思う方がいらっ

しゃり 16回で終わってしまいとても残念に感じている。』 

・『英語講座に関して もう少し初歩的なものが出来たらよいなと思う。』 

・『このようなプログラムを体感することができとても有意義な時間でした。 プログラム後にまだ外国人

とのコミュニケーションがない為活用できていないが、どこかで使えるようテキストをこれからも活用

したいと思う。講師によってやる気？に差があるのが少し気になったが ほとんどの先生はとても親切で

分かりやすく発音してくれた。』 

・『総じてよかったが、スカイプがうまくいかないことが度々あったこと、先生によってレベルと対応に差

がある点が気になった。』 

・『ヒヤリングが難しいので、一回の受講の中にもっと取り入れていけば良いと思う。』 

・『講師の説明や授業に対する態度や教え方が非常に良かった。』 

・『私の都合に合わせていただき受講することができ助かりました。 これから役立てていきます。 ありが

とうございました。』 

・『スケジュールの連絡が英語担当者と直接取れればと思う。最後のテストも事前に DVDが送られてきたが

必要ないと思う。本番にて例等で 2 問くらい行えば、どのようなテスト形式なのか、理解できると思う。

事前申請などの流れが分かりづらい。』 

・『レッスン予約の段階で、多少メールの行き違いがあったり、中国語講師が時間を間違えて 1回分受講で

きなかったことがあったため、もう少し受講者と講師、事務局間でのコミュニケーションが必要だと感

じました。 メールや TEL でもう少しフォローいただけたら良かったかとおもう。』 

・『最後のテスト受講に動画のダウンロードがうまくできず困った。事務局スタッフが丁寧に迅速に柔軟に

対応いただき助かった。ありがとうございました。 拘束時間が短くてオンライン研修最高！と思った。

講師が海外在住の方で語学学習にはとてもよいと思う。今まで何回か中国語を学んでみようとしたが、

全く覚えず。今回はじめて、講師の方と話してみたい、通じたい、試験もある！とがんばって勉強した。』 

・『講師陣がネイティブではなく、フィリピン人の方が多かった。いろいろな国の方の英語を聞きなれるこ

とも大切だと思い勉強したが、個人的にはスタンダード（欧米人の話す英語）な英語を学びたい。』 

・『仕事の合間にしていたので急なキャンセルなどが出てしまったのですが対応して頂いた。 とてもあり

がたかった。』 

・『楽しく学ぶことができた。有難うございます。まだ受講できていない分は今検討中だが、機会がありま

したらお願いいします。』 

・『スカイプを利用しての研修なので、自由にスケジュールを組み立てて受講できるのはとても魅力的だと 

思った。 様々な種類の研修があれば自分のスキルアップの為に、今後も活用していきたいと思った。』 

・『とても勉強になりました。 有難うございます。』 

・『機会がありましたら再度、受講を希望します。』 

・『シフト業務でなかなか一同に集めることのできない職場にとって、個々の都合に合わせて受講できるス

タイルはとても良いと思う。また一対一の授業、時間が短いので気負わず受講できた。ただ、受講期間

が 2ヶ月と短いので、週に１回のレッスンを半年～1年の期間があればいいなと思う。次年度も同講座

があれば、他のスタッフにも受講を勧めたいと思う。』 
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・『講師によってはレッスンの充実度にばらつきがあった。』 

・『英語のレッスンの取り方で何度かミスがあった。初回のスカイプの設定連絡のやり取りから始まり、対

応があまりよくない印象でした。でも、まあこんなものかとも思う。』 

・『電話対応をもっと取り入れて、欲しい。 ゲスト対応によく出てくるフレーズなど、 会話例文のテーマ

をリクエストしたいと思った。』 

・『私のヒアリング力不足や回線の不安定さに起因しているかもしれないが、同じ言葉の発音でも講師によ

って若干違って聞こえて混乱した。中国の学生とのオンライン研修とは別に、系統立てた文法講座があ

った方が良いと感じた。』 

・『継続して受講していけば、スキルアップになると感じた。』 

・『まだ途中ですので最後まで頑張ります』 

・『このように時間をとることは普段しないため、休日を有効に使えたと思う。』 

・『働く意識の向上になるので、ぜひ充実させて普及させていってほしい。自分の現場に合ったコースがあ

ればまた受講を希望します。』 

・『大変勉強になったので、また機会があれば受講したいと思う。』 

・『仕事柄スケジュールを立てるのが難しかったが、柔軟に対応していただきありがとうございます。 講

師の英語力が、どうしてもアジアなまりの方が多いことが少し気になった。』 

 

(5) オンライン実証実験結果より 

満足いただいた点 

 

 

 

 

 

 

満足いただけなかった点 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回のオンライン研修の実証実験において、今回のオンライン研修実証実験のテーマである 

「時間の制約や、人手不足等の理由により十分な研修の実施が難しい県内の観光関連企業・団体（離島・

僻地、小規模事業所を含む）に向けて、オンライン研修の実証実験を行うこと。」 

については、時間と場所を選ばず、個人のペースで受講できる当オンライン研修プログラムが、多くの受

講者に支持され、大変満足いただいており、十分な成果が得られたのではないかと感じる。 

ただ運営事務局としては、受講者の管理を含めて、今後改善すべき点もあった。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

①スカイプを使用したオンライン研修 
②会社や自宅など好きな時間と場所を選んで受講できる 
③団体受講ではなく個々でスケジュールを調整して受講できる 
④マナー講座の講師の質の高さ 
⑤外国語講座の講師が日本語を理解している点 

①スカイプのインストール方法、使い方、ID取得、などへの対応 
②申込からの手続きがわかりずらい 
③受講者のレベルに差があり内容が簡単（難しい）と感じている点 
④外国語講師の教え方のレベル差 
⑤期間内に最後まで受講できなかった 
⑥運営事務局としての管理体制の見直し 

【今後の課題】 

申込手続きの簡素化   
スカイプ ID 取得までのフォロー   
研修期間と実施時期の見直し   
研修の無断キャンセル等への対処法   
研修参加企業の責任者との関わり  

タブレットでスカイプ設定テスト中 


