
ううちちななーー観観光光ナナビビゲゲーータターーミミニニ講講座座

（（ ））実実施施概概要要

沖縄観光の基礎とも言うべき沖縄の歴史、文化、自然などについて、観光従事者が改めてその魅力を学び、知

識や情報を習得することにより、付加価値の高い観光情報を観光客に提案、発信できるようになることを目的とし

て前年度実施した「うちなー観光ナビゲーター養成講座（全 回）」のうち、歴史と自然に特化した回をそれぞれ 回

ずつ「ミニ講座」として実施した。観光事業者の繁忙期を避ける時期に複数回実施することで受講の機会を増やす

ことを目的とした。

実施期間： 令和元年 月 日～ 月 日

実施回数： 全 回（歴史 回、自然 回）

申込人数： 名（ 社） ※ 人各テーマ 回ずつ受講可。全講座通して 社 名まで受講可。

スケジュール概要：

日日 時時 研研修修場場所所 講講師師 内内容容
受受講講

人人数数

第第 回回目目
月 日（水）

県立博物館美術館 賀数 仁然 「沖縄の歴史をもっと知ろう」

第第 回回目目
月 日（水）

県立博物館美術館 宮崎 悠 「沖縄の自然をもっと知ろう」

第第 回回目目
月 日（木）

県立博物館美術館 賀数 仁然 「沖縄の歴史をもっと知ろう」

第第 回回目目
月 日（火）

県立博物館美術館 宮崎 悠 「沖縄の自然をもっと知ろう」

 

（（ ））各各回回研研修修内内容容

①①【【第第 回回】】【【第第 回回】】：： 沖沖縄縄のの歴歴史史ををももっっとと知知ろろうう

実 施 日： 月 日（水）、 月 日（木） ～

実施場所： 沖縄県立博物館美術館（那覇市）

講 師： 賀数 仁然 有限会社 オフィス クボウグランデ

参加人数： 名（第 回）、 名（第 回）

研修概要： 観光で取り上げられる沖縄の歴史といえば、教育旅

行の平和学習に代表される沖縄戦の悲惨なイメージ

が強いが、それだけではない、日本とは全く違う壮大

で独特な歴史が沖縄にはある。笑いを交えた分かり

やすい歴史文化のガイド・講演に定評のある オフ

ィスの賀数氏より、思わず誰かに話したくなる沖縄の

ユニークな歴史エピソードの数々を、貴重な資料映

像を多数交えて生き生きと解説いただいた。

〇〇アアンンケケーートトよよりり受受講講者者のの声声（（一一部部抜抜粋粋）） 
・沖縄で生きた先人たちの努力や生き方に胸が熱くなりました。普段から知っている建物や跡地の由来が

知れてとても面白かったです。 
・歴史をこんなに集中して聞けたのははじめて！学生のときでもなかった。今後、自分の足で博物館や城

に立ち寄って歴史を学んでいきたい。 

<研修の様子> 
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②②【【第第 回回】】【【第第 回回】】：： 沖沖縄縄のの自自然然ををももっっとと知知ろろうう
実 施 日： 月 日（水）、 月 日（火） ～

研修場所： 沖縄県立博物館美術館（那覇市）

講 師： 宮崎 悠 （一社）キュリオス沖縄

参加人数： 名（第 回）、 名（第 回）

研修概要： 沖縄の自然は世界的に見ても希少で貴重な生物の宝

庫だが、実は身近な森や公園にも観光客に伝えられ

る沖縄のユニークな自然の魅力がたくさんある。県内

各地でネイチャーツアーを実施しているキュリオス沖

縄の宮崎氏より、住んでいると身近すぎて気がつかな

い沖縄の自然の魅力について、また観光活用と自然

保全を両立するための見せ方、取り上げ方のヒントな

ども交えて解説していただいた。後半は、グループご

とに一つの生き物について調べて発表するワークを

行った。

〇〇アアンンケケーートトよよりり受受講講者者のの声声（（一一部部抜抜粋粋）） 
・ グループワークが楽しかったです。生物観察プログラムにつなげたい！環境教育プログラムとして活用

したい！  
・観光と環境保全、日頃モヤモヤしていたことを考えるよい手ほどきを得れました。 

（（ ））研研修修後後アアンンケケーートト

（全回共通アンケート様式）

<研修の様子> 
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①①全全回回共共通通アアンンケケーートト（（満満足足度度・・理理解解度度））

アア 第第 回回目目、、第第 回回目目 「「沖沖縄縄のの歴歴史史ををももっっとと知知ろろうう」」

第 回目 月 日 （ ） 第 回目 月 日 （ ）

本本研研修修にに申申しし込込ままれれたた理理由由ををおお聞聞かかせせくくだだささいい。。（（一一部部抜抜粋粋））

・ お客様の質問に答えられるように、沖縄のことを知りたいと思ったので。 
・沖縄で生まれ育ち、沖縄の観光にたずさわる仕事をしていながら、沖縄について何も知らない、教えら

れないことに気付いたから。 

今今回回のの講講師師へへのの感感想想ををおお聞聞かかせせくくだだささいい。。（（一一部部抜抜粋粋））

・人に話したくなる内容が多く興味が沸いたものが多かった。 
・ とても分かりやすく、いろいろ考えさせられました。琉球の歴史について、自分でももう少し学んでみたい

と思いました。 

今今回回のの研研修修のの内内容容でで、、観観光光客客へへ提提案案ししたたいい、、職職場場でで共共有有ししたたいいとと感感じじたた内内容容ががああれればばごご記記入入くくだだささいい。。

（（一一部部抜抜粋粋））

・琉球時代の前の貝塚や旧石器時代の話。あえて稲作をしなかったことや、北海道との交流がすでにあ

ったことに驚いた。やまとより進んでいた事にびっくりした！ 
・沖縄エンタテイメント心や、しぶとく生きる心を共有したいと思いました。世界遺産のことを調べて観光客

に説明できるようになりたいです。 

自自由由記記述述（（今今回回のの感感想想、、気気づづいいたた点点ななどど））（（一一部部抜抜粋粋））

・歴史の登場人物がまるで生きているように身近に感じられました。こんなにためになる講座を受講でき

て光栄です。 
・非常に分かりやすく、ユーモアを交えた説明は聞いていて飽きなかったです。また機会があれば受講し

たいと思いました。 
 

  

大変参考になった

16名 80.0%

参考になった

3名 15.0%

無回答 1名 5.0%

【満足度】

よく理解できた

14名 70.0%

理解できた

5名 25.0%

無回答 1名 5.0%

【理解度】

大変参考になった

21名 87.5%

参考になった

2名 8.3%

普通 1名 4.2%
【満足度】

よく理解できた

20名 83.3%

理解できた

4名 16.7%

【理解度】
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イイ 第第 回回目目、、第第 回回目目 「「沖沖縄縄のの自自然然ををももっっとと知知ろろうう」」

第 回目 月 日 （ ） 第 回目 月 日 （ ）

 
本本研研修修にに申申しし込込ままれれたた理理由由ををおお聞聞かかせせくくだだささいい。。（（一一部部抜抜粋粋））

・沖縄の自然は内地と比べても世界的にみても特徴的であり、その貴重さを知り、観光で訪れた方にご案

内できればより一層心に残る旅になると考えたからです。 
・海外からの問い合わせで自然体験をしたいという声も多いが、自身に知識がなかったため。 

 
今今回回のの講講師師へへのの感感想想ををおお聞聞かかせせくくだだささいい。。（（一一部部抜抜粋粋））

・ １つの動物について調べるワークショップから興味を湧かせる、いいアイディアだと感じた。 
・頭の中で沖縄の自然の特徴性や貴重性はありましたが、そうなった理由やどのくらい貴重なのか、保全

の必要性についても良く理解できました。 
 

今今回回のの研研修修のの内内容容でで、、観観光光客客へへ提提案案ししたたいい、、職職場場でで共共有有ししたたいいとと感感じじたた内内容容ががああれればばごご記記入入くくだだささいい。。

（（一一部部抜抜粋粋））

・ ”エコ・サステナブル・自然”と”営業”の両立について少し説明できるようになった気がしました。身近な

宝物にもっと気を配りたいと思いました。 
・近隣の固有種などを調べてお客様に教えられるようになりたいと思いました。 

 
自自由由記記述述（（今今回回のの感感想想、、気気づづいいたた点点ななどど））（（一一部部抜抜粋粋））

・ もっと生き物について調べたり学んでみたいです。このような勉強会の機会があればまた参加したいで

す。 
・特に沖縄の海（と亜熱帯）と温帯の海との生態系の違いには驚きました。中南部と北部の土壌の成り立

ちが根本的に違うとかも。自分でも特にやんばるの森のツアーに興味があるので、どういうものが利用

できるのか（サービス）を調べてお客様にも案内できるようにしたいと思います。 
 
 
 

（（ ））ううちちななーー観観光光ナナビビゲゲーータターーミミニニ講講座座ままととめめ

観光事業者の繁忙期を避ける時期に複数回実施することで受講の機会を増やした。本講座では、歴史、自然と

もに満足度・理解度はどちらも高く、同じ内容とはいえ 回目より 回目の方が満足度・理解度共に高くなる傾向が

あった。講師が受講生の傾向を掴み、段取りが良くなったためと考えられる。また、「前回受講した上司が大絶賛し

ていたので自分も参加したいと思った」など、 回目の参加者に勧められて、職場の同僚や知り合いの観光業従事

者が 回目の講座に申込みしてくるケースも複数あり、 回目の方が人数が増える傾向にあった。

ミニ講座に参加したのをきっかけに、 月からの「うちなー観光ナビゲーター養成講座」への参加を決めた受講

者も多数おり、沖縄の歴史や自然を学び、観光客にもっと沖縄の魅力を伝えたくなる良い機会となったと考えられ

る。

 
 

大変参考になった

15名 78.9%

参考になった

2名 10.5%

あまり参考にならなかった

1名 5.3%
普通

1名 5.3%

【満足度】

よく理解できた

15名 78.9%

理解できた

4名 21.1%

【理解度】

大変参考になった

16名 76.2%

参考になった

3名 14.3%

普通

1名 4.8%
無回答

1名 4.8%

【満足度】

よく理解できた

17名 81.0%

理解できた

2名 9.5%

普通

1名 4.8%
無回答

1名 4.8%

【理解度】
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ううちちななーー観観光光ナナビビゲゲーータターー養養成成講講座座

（（ ））研研修修のの目目的的・・背背景景

本講座は、観光業に従事している者が実はあまり沖縄のことをよく知らない、自己学習の機会も不足していると

いう課題に対し、沖縄観光の基礎とも言うべき歴史、文化、自然、離島などについて、それぞれの専門講師から学

ぶ機会を提供することで、受講者が改めて沖縄の魅力を発見・認識し、観光客に付加価値の高い観光コンテンツ

を提案・発信できるような質の高い観光人材となることを目指し、企画実施した。

本講座では、単なる知識の習得で終わることなく、受講者自身が沖縄の魅力に惹き込まれ、研修後も自発的に

調べたくなる、自己研鑽のきっかけとなることを狙い、研修自体が魅力的で面白いものになるよう、ユニークな講師

陣を揃え、ワークショップや実地研修を交えたプログラムを企画実施した。また、連続講座とすることで、受講者同

士での情報交換を通して、業種や地域を超えた広い視野を持てるようになり、さらには新しい連携やアイディアが

生まれることを期待した。

（（ ））実実施施概概要要

実施期間： 令和元年 月 日（火）～令和 年 月 日（水）

実施回数： 全 回

申込人数： 名（ 社）

スケジュール概要：

日日 時時 研研修修場場所所 講講 師師 内内 容容
受受講講

人人数数

第第 回回目目
月 日（火）
： ：

沖縄ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ
（宜野湾市）

上地 恵龍 沖縄観光の扉

第第 回回目目
月 日（水）
： ：

琉球大学
（西原町）

佐々木 健志 沖縄の自然をもっと知ろう

第第 回回目目
月 日（火）
： ：

本島北部周辺 佐々木 健志
【実地研修】

自然のおさらいバスツアー

第第 回回目目
月 日（水）
： ：

県立博物館・美術館
（那覇市）

山城 彰子 沖縄の文化をもっと知ろう

第第 回回目目
月 日（木）
： ：

県立博物館・美術館
（那覇市）

賀数 仁然 沖縄の歴史をもっと知ろう

第第 回回目目
月 日（木）
： ：

本島中部周辺 賀数 仁然
【実地研修】

歴史のおさらいバスツアー

第第 回回目目
月 日（水）
： ：

沖縄産業支援ｾﾝﾀｰ
（那覇市） 離島チーム

離島の魅力をもっと知ろう
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＜募集チラシ＞ 

 

 

（（ ））各各回回研研修修内内容容

①①【【第第 回回】】 沖沖縄縄観観光光のの扉扉
実 施 日： 令和元年 月 日（火） ～

研修場所： 沖縄コンベンションセンター（宜野湾市）

講 師： 上地 恵龍 琉球大学 客員教授

沖縄キリスト教学院大学 特任教授

参加人数： 名

研修概要： 全 回講座の導入回として「観光の扉」と題し、県内大

学で観光人材の育成に尽力されている上地恵龍教授

より、沖縄観光の現状と世界の観光の動向について

解説いただいた。観光もモノ消費からコト消費へと変

化している今、沖縄が観光地として選ばれ続けるため

に必要なブランディングについて、日本各地の成功事

例を多数交えながら、観光コンテンツを作り出すヒント

を、幅広く多角的な視点から提示していただいた。

アイスブレイクとして「沖縄のお勧め観光スポット」を

含めた自己紹介ワークを実施。積極的な情報交換と

受講者同士の交流を図った。

〇〇アアンンケケーートトよよりり受受講講者者のの声声（（一一部部抜抜粋粋）） 
・沖縄だけのローカルな情報だけでなく、世界・日本を踏まえた視点での講座でこれまでにないグローバ

ルな視点で考えることができました。 
・ モノからコト消費になっている今の時代だからこそ、ターゲットをしぼりその層の人達が何を求めて沖縄

に来るのかを考え、着地商品の造成に生かす。 
・観光傾向がシフトしており、ホテル以外の滞在方法や見せ方などとても勉強になった。沖縄のみならず、

日本の観光全体の傾向も勉強できた。 
・私たちが気づけていない沖縄の魅力を、訪れる観光客の文化を知ることで、新たに見つけられることが

分かりました。ぜひ社内へ共有いたします。 

研修の様子
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②②【【第第 回回】】 沖沖縄縄のの自自然然ををももっっとと知知ろろうう
実 施 日： 令和元年 月 日（水） ～

研修場所： 琉球大学（西原町）

講 師： 佐々木 健志 琉球大学博物館（風樹館）学芸員

参加人数： 名

研修概要： 世界自然遺産への登録が進められている沖縄の自

然。なぜ沖縄の自然は特別なのか、「島」をキーワード

に島の生い立ちと種の多様性について学び、沖縄の

生物たちがいかにユニークな進化を遂げてきたかを、

貴重な資料映像や鳴き声なども用いて解説いただい

た。また、この豊かな自然は沖縄の観光産業を持続的

に発展させていく上で不可欠な資源であり、地域に適

した観光開発と環境保全とのバランスを考えることが

重要な課題であることについても解説いただいた。

後半は大学内にある琉球大学博物館「風樹館」に移

動し、館内を見学した。

〇〇アアンンケケーートトよよりり受受講講者者のの声声（（一一部部抜抜粋粋）） 
・ ホルストガエルの鳴き声はとてもおもしろい！！みんなに伝えます！  
・虫とか爬虫類などは個人的に苦手だったのですが、本日、進化、沖縄の島々や生き物の成り立ちetc.を
聞いて、又鳴き声などを聞いて、沖縄の多様な生物に愛着が湧き、興味を持てるようになりました。おも

しろいし、奥が深い！！背景を知れば好きになる人が増えそう。 
・幅広い話で全体像が繋がりました。生態系や種の保護など大切さが分かりました。 
・ ただ沖縄の良さだけを見てもらうだけじゃなく、問題を含めて知ってもらいたいし、説明できるようになり

たいです。

③③【【第第 回回】】 自自然然ののおおささららいいババススツツアアーー（（実実地地研研修修））

実 施 日： 令和元年 12 月 3 日（火）8：00～17：00 
研修場所： 沖縄本島北部地域周辺 
講 師： 佐々木 健志 琉球大学博物館（風樹館）学芸員

参加人数： 名

研修概要： 第 回の座学の振り返りを兼ね、やんばる国立公園区

内であり、世界自然遺産の中心的エリアになる予定

の、琉球大学農学部附属与那フィールドと、辺野喜ダ

ム周辺の豊かな森を、佐々木氏のネイチャーガイドで

周るバスツアーを実施。早朝に那覇を出発、やんばる

に向かうバスの車窓からの景色や自然についても詳

しく解説していただき、到着後は、佐々木氏の案内

で、見えるものだけでなく、音や匂いや触れた感じな

ど、五感を研ぎ澄まして森を散策した。

昼食は、イノブタを使った料理で有名な「レストランく

いな」（ゆいゆい国頭道の駅内）でいただき、道の駅の

支配人平良 勇氏より、道の駅の成り立ちや運営につ

いてお話を伺った。

〇〇アアンンケケーートトよよりり受受講講者者のの声声（（一一部部抜抜粋粋）） 
・実際に森に入って空気を吸って、葉や木に触れるとすごく楽しい。もっと色々知りたいと思った。自分が

ツアーに関わるときがあればそんなツアーにしたいです。そして観光もだが環境についてもしっかり伝え

たい。 

研修の様子
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・ヤンバルの見方がとても面白く、また初心者にも分かりやすい説明＆興味をそそる内容でとても良かっ

た。森から見えてくるその土地の方々の暮らし、草木を使った遊び、外来種、生物の声、動き（イノシシの

掘り返した跡）、マイナスイオンあふれる空気etc.五感を使って体感できました。 
・道中のバスの中でもいろいろ話してくださり、普段通り過ぎているところにも意味があったことに気づかさ

れました。先生のトークが北へ行くにつれ、盛りだくさんでワクワク感が伝わってきました。 
・ヤンバルの森をトレッキングして、観察の方法や植物・虫それぞれの説明がダイレクトに伝わってよかっ

たです。純粋にやんばるの森が好きになりました。 
 

④④【【第第 回回】】 沖沖縄縄のの文文化化ををももっっとと知知ろろうう
実 施 日： 令和元年 月 日（水） ～

研修場所： 沖縄県立博物館・美術館（那覇市）

講 師： 山城 彰子 南城市教育委員会 文化課嘱託職員

参加人数： 名

研修概要： 沖縄の文化といっても非常に幅広く奥深く多岐に渡っ

ているため、今回は「これを観光客に伝えると沖縄の

文化をもっと楽しめるのではないか」という観点に絞っ

て、時系列に沿ってポイントを紹介いただいた。御嶽

やウブガー（井戸）、ノロ殿内（どぅんち）など、昔から

の沖縄の暮らしや風景から始まり、主な年中行事、系

図家譜、紅型、食文化、やちむん、琉球ガラスなどに

ついて、多くの資料映像を用いて解説いただいた。特

に行事や祭事については、動画を見ながら詳しく説明

いただき、沖縄に住んでいても実はよく分かっていな

かった様々な行事の由来や意味を改めて学んだ。

後半は「自分の住んでいる地域の伝統的なまつり

や地域のイベント」について紹介しあうグループワーク

を実施し、情報交換と受講生同士の交流を図った。
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〇〇アアンンケケーートトよよりり受受講講者者のの声声（（一一部部抜抜粋粋）） 
・沖縄生まれ沖縄育ちですが、知っているようで知らない話がいっぱい聞けました。是非観光客にも海洋

博記念公園のおきなわ郷土村に足を運んでもらいたいと思いました。又、修学旅行の生徒たちも沖縄戦

の歴史だけではなく文化も学んで欲しいと思いました。 
・先生の知識に脱帽です。素晴らしすぎる！  
・時間が足りないほど、もっと聞きたい！と思うほど、とても楽しい内容でした。生まれ育った沖縄、現在生

活している沖縄のことがもっと知りたい。あちこちへ足を運んでみたいと思いました。 
・個人的にも調べて勉強したくなりました！自分の知らない文化がたくさんあり、もっと理解を深め、伝えて

いきたいと思います。 
 

⑤⑤【【第第 回回】】 沖沖縄縄のの歴歴史史ををももっっとと知知ろろうう
実 施 日： 令和 年 月 日（木） ～

研修場所： 沖縄県立博物館・美術館（那覇市）

講 師： 賀数 仁然／琉球歴史文化研究所クボウグランデ

参加人数： 名

研修概要： 首里城の火災の話から始まり、過去 回の焼失と復

興・保存にまつわる様々な歴史エピソードについて

解説いただいた。その後は旧石器時代から現代沖

縄まで時系列に沿って、観光従事者が知っておくと

良い歴史的な出来事をピックアップしてお話いただ

いた。

西洋から「レキオグランデ（偉大なる琉球国）」と呼

ばれるほど大繁栄していた大交易時代のこと、種子

島に鉄砲が伝来する 年も前から琉球は鉄砲を持

っていたこと、江戸上りする度に大人気だった琉球

の使節団たちのこと、などなど学校ではほとんど習

わなかった初めて聞く沖縄の歴史も多く、貴重な資

料映像を豊富に活用し、時に笑いを交えて分かりや

すく解説いただいた。

〇〇アアンンケケーートトよよりり受受講講者者のの声声（（一一部部抜抜粋粋）） 
・個人的に歴史を知りたく勉強していましたが、なかなか理解できない部分も多かったので、とても分かり

やすく、学びが多い授業でした。 
・ ただの琉球の歴史としてではなく、日本とのつながり、世界とのつながりのある場所だということを伝え

ていきたいと思いました。つながりを感じると、自分事で面白くなりそうです。 
・ プチエピソードやくすっと笑える伝え方など、参考にしたいなーと思いました。脱線がとても面白かったで

す。マラッカでの琉球の様子などは伝えたいです。 
・ お話がおもしろくて、大変分かりやすく、様々な関連性を説明してくださるので、もっともっと聞きたくなり

時間が足りないと感じました。 
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⑥⑥【【第第 回回】】 歴歴史史ののおおささららいいババススツツアアーー（（実実地地研研修修））
実 施 日： 令和 年 月 日（木） ： ～ ：

研修場所： 沖縄本島中部地域周辺

講 師： 賀数 仁然／琉球歴史文化研究所クボウグランデ

参加人数： 名

研修概要： 第 回の座学の振り返りも兼ね、賀数氏のガイドで世

界遺産の座喜味城、中城城、勝連城を回る「世界遺

産のストーリー観光～護佐丸阿麻和利の乱～」バスツ

アーを実施。那覇を出てからの移動のバス車中も活

用しながら、護佐丸、阿麻和利と、 人を取り巻く登場

人物や時代について絵や写真も交えながら解説を受

け、それぞれの城では、石積みの建築技術の高さや

考え抜かれた守備の工夫等詳しく解説いただいた。

難攻不落と言われた座喜味城では城攻めのシミュレ

ーションをしながら城造りの解説をいただき、中城城、

勝連城では護佐丸、阿麻和利の暮らしや最後の日を

想像させるストーリーを随所に散りばめ、語り部のよう

に生き生きとお話いただき、複雑な歴史を分かりやす

く解説いただいた。

〇〇アアンンケケーートトよよりり受受講講者者のの声声（（一一部部抜抜粋粋）） 
・先生の見解を含めての説明があり、何か歴史の空間が埋まる気がしました。また「石垣」程度の認識し

かなかった「城」が、非常に理解できました。 
・賀数先生の知識の深さ、話し方にすごく引き込まれました。 
・今までの歴史、特に阿麻和利への見方が変わった。歴史を楽しく、話術もワクワクする感じで、難しいと

思ってたこともこんなに楽しく学べてとてもラッキー＆琉球についての興味もわきました。 
・城跡もただそこにあったんだーではなく、それに関わる歴史等を知った上で見るとより楽しめるということ

を観光客に広められたら…と感じた。 
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⑦⑦【【第第 回回】】 離離島島のの魅魅力力ををももっっとと知知ろろうう
実 施 日： 令和 年 月 日（水） ～

研修場所： 沖縄産業支援センター

講 師： 一財 沖縄観光コンベンションビューロー

誘客事業部 国内プロモーション課 離島 チーム

参加人数： 名

研修概要： ここまで主に本島の歴史、文化、自然について学んで

きたが、離島に興味を持ち、離島ならではの観光を求

めて沖縄を訪れる観光客も多い。そこで、 の離

島プロモーションチームより、宮古諸島、八重山諸島、

久米島、本島周辺の 離島についてそれぞれの島の

魅力を紹介した。島の美しい映像と共に、有名な絶景

スポットはもちろん、それぞれの島の担当者がお勧め

する飲むべき、食べるべき一品や、あまり知られてい

ない島の歴史文化、珍しい地質・地形などを次々紹介

した。

後半は、今までのまとめとして、受講者のオリジナル

観光プランを作成してグループ内で発表するグループ

ワークを行い、交流を深めた。また最終回ということで、

回以上出席した受講生に修了証を授与した。

〇〇アアンンケケーートトよよりり受受講講者者のの声声（（一一部部抜抜粋粋）） 
・日帰りで行ける場所として水納島や伊江島の案内をもっと強くしたい。今回の講座は勉強になりました。

自分でも足を運んでみようと思います！ 
・ どうしてもガイドブックに載っている情報が頼りになりますが、今の話を聞いて自身で観て感じたことを共

有したいと思いました。また、このような魅力を話していただける講話等も色々なところで開催してほしい。 
・離島は行きにくいというイメージがありましたが、飛行機、フェリーともに便が増えていました！それをも

っと知ってもらい、離島に来てもらえるように伝えたいと思います。島ひとつひとつに違った特徴から、観

光客に合わせてオススメできることがわかりました。 
・皆さんの楽しい企画ツアーにぜひ参加してみたいと思いました。可能であれば、多くの人の企画を見た

いと思いました。 

（（ ））修修了了証証書書のの授授与与

本セミナーでは、全 回中 回以上出席した受講者に対し、

修了証書を交付した。最終的に 名のレギュラー受講者のう

ち、 名（ ）が受賞した。 名のうち 回全部に皆出席だっ

たのは 名で、毎回変わるテーマを楽しみに、熱心に参加し、

グループワークや他の受講生との交流にも積極的に取り組

んだ。
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（（ ））研研修修後後アアンンケケーートト

（第1回から第6回までのアンケート様式） 

 
 
①① 全全回回共共通通アアンンケケーートト（（満満足足度度・・理理解解度度））

 第第 1回回目目 「「観観光光のの扉扉」」  
研修全体の満足度・理解度 （ ）

 第第 2回回目目 「「沖沖縄縄のの自自然然ををももっっとと知知ろろうう」」  
研修全体の満足度・理解度 （ ）

大変参考になった

15名 60.0%

参考になった

7名 28.0%

普通 3名 12.0%

【満足度】

よく理解できた

16名 64.0%

理解できた

7名 28.0%

普通 2名 8.0%

【理解度】

大変参考になった

17名 74.0%

参考になった

4名 17.4%

あまり参考に

ならなかった

1名 4.3%
無回答 1名 4.3%

【満足度】

よく理解できた

14名 61.0%

理解できた

7名 30.4%

あまり理解で

きなかった

1名 4.3%
無回答 1名 4.3%

【理解度】
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 第第 3回回目目 「「自自然然ののおおささららいいババススツツアアーー」」  
研修全体の満足度・理解度 （ ）

 第第 4回回目目 「「沖沖縄縄のの文文化化ををももっっとと知知ろろうう」」  
研修全体の満足度・理解度 （ ）

 第第 5回回目目 「「沖沖縄縄のの歴歴史史ををももっっとと知知ろろうう」」 
研修全体の満足度・理解度 （ ）

大変参考になった

13名 65.0%

参考になった

6名 30.0%

普通 1名 5.0%

【満足度】

よく理解できた

15名 75.0%

理解できた

4名 20.0%

普通 1名 5.0%

【理解度】

大変参考になった

18名 75.0%

参考になった

5名 20.8%

無回答 1名 4.2%

【満足度】

よく理解できた

16名 66.7%

理解できた

7名 29.2%

無回答 1名 4.1%

【理解度】

大変参考になった

20名 74.1%

参考になった

4名 14.8%

無回答 3名 11.1%

【満足度】

よく理解できた

20名 74.1%

理解できた

4名 14.8%

無回答

2名 7.4%
普通 1名 3.7%

【理解度】
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 第第 6回回目目 「「歴歴史史ののおおささららいいババススツツアアーー」」 
研修全体の満足度・理解度 （ ）

 第第 7回回目目 「「離離島島のの魅魅力力ををももっっとと知知ろろうう」」 
研修全体の満足度・理解度 （ ）

（第 回アンケート様式）

大変参考になった

19名 100.0%

【満足度】

よく理解できた

19名 100.0%

【理解度】

大変参考になった

10名 55.6%
参考になった

6名 33.3%

普通 2名 11.1%

【満足度】

理解できた

9名 50.0%
よく理解できた

8名 44.4%

無回答 1名 5.6%

【理解度】
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②②最最終終アアンンケケーートト
すすべべててのの講講座座をを通通ししてて、、ごご自自身身のの仕仕事事でで活活用用ででききるるももののははあありりままししたたかか。。（（ ））

皆皆ささままのの業業務務ででのの活活用用法法ととししてて、、「「おお客客様様にに直直接接情情報報ををおお伝伝ええすするる」」 以以外外にに活活用用法法ががああれればばどどうういいっったたもものの

ががあありりまますすかか？？

・社内研修として、各テーマにスポットをあてた講座をやっていきたい。 
・ この講座を通し、知らなかった沖縄が見え、地域に貢献できたらなと思いました。地方に寄りそうために

は知識が必要だと思うので、活用したいと思います。 
・ SNS 

すすべべててのの講講座座をを通通ししてて、、ささららにに知知識識やや情情報報習習得得にに向向けけてて、、ややるる気気のの向向上上にに繋繋ががりりままししたたかか。。

すすべべててのの講講座座をを終終ええててのの自自由由記記述述

〇〇アアンンケケーートトよよりり受受講講者者のの声声（（一一部部抜抜粋粋）） 
・講師の方々のクオリティがとても高く、想像以上に勉強させてもらいました。知らないことさえもわからな

かったこと、興味が持てなかったことにも、もっと知りたい、県外の方へ伝えたいと強く思いました。周り

にも広げ、ウェルカムんちゅが増えるといいなと思います。 
・ 「沖縄の面白さをもっと知ろう！もっと伝えよう！」まだまだ足りません。もっと知りたい！！ 
・多岐にわたる講座をありがとうございました。今回の講座で学んだことを活かしていきたいです。講座で

知り合った方々とも今後も情報交換できればと思っています。 
・全講座受講させていただきました。講師の方々はじめこのような機会に参加することで「沖縄」について

勉強になり、さらに興味を持つことができました。 
・今回この講座に参加させていただき、各方面への知識が深まったなと思った。今後、沖縄観光に携わっ

ていく中で、ここで得た知識が活用できればなと思う。  
 
 
 

 

強く思う

12名 66.7%

そう思う

6名 33.3%

はい

15名 83.3%

まだ分からない

3名 16.7%
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（（ ））「「ううちちななーー観観光光ナナビビゲゲーータターー養養成成講講座座」」ののままととめめ

各回に行った満足度・理解度を問うアンケートでは、受講者の満足度・理解度が高いことが確認できた。特に歴

史のバスツアーは全参加者が満足度・理解度ともに満点で、うちなー観光ナビゲーター養成講座始まって以来の

最高値となった。座学は 時間だが、バスツアーは丸一日講師がついて解説してくれるので、満足度が高まったと

思われる。自然のバスツアーも満足度は高かったが、本島北部までの移動時間が長くなり、実際にフィールドワー

ク出来る時間が短くなったため、もっと森の中をたくさん歩きたかったという感想が多かった。

座学については、毎回アンケートに「講義時間が足りない」「もっと聞きたかった」「 テーマ 回ずつにしてはどうか」

など、貪欲に学びを求める意見・感想を多くいただいた。本や教科書からの学びだけでは得られない歴史や自然

について、定評のある講師たちから活き活きと語られる沖縄のユニークさは、受講生を惹きつけ、あっという間に

時間が過ぎると感じられるようであった。

また、受講者同士の交流を図るためのグループワークも好評で、「皆さんのアイディアが非常に勉強になった」

「グループワークなどで皆さんの意見を聞けて良かった」「オススメの観光スポットを教えてもらい、新たな発見があ

り楽しい時間だった」との声が上がっていた。業種の違う人たちとの交流により、今までとは違う視点や考え方、新

しい情報に触れることができ、満足度が上がったと考える。

本講座は、自己学習の意識向上を目標としているが、最終アンケートの結果、「やる気の向上に繋がったか」と

いう問いに対し、全員が「強くそう思う」「そう思う」と回答している点や、記述コメントからも受講者の学習意欲が向

上していることが感じられた。今後、観光客の満足度をより上げていくことができる、質の高い観光人材として活躍

していくことが期待できる結果となった。
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