
 （47）一般社団法人読谷村観光協会① No.16　業種6-1（地域観光協会）人材

2030ＳＤＧｓゲームを活用し
た持続可能な読谷観光を考
えるワークショップ

一般社団法人読谷村観光協会
沖縄県読谷村字喜名2346-11 
読谷村地域振興センター1階

会長：知花　昌彦 
業種：地域観光協会

研修場所：読谷村地域振興センター2階
大会議室Ａ

協働促進社
平井　雅

講師

研修内容

NO 日時（期間） 学んだ内容・テーマ 実施時間
（休憩） 受講人数

1 令和元年 7 月 23 日
13：30 ～ 17：00 SDGsゲームを活用した持続可能な読谷観光を考える 3：30 16 名

合計時間（休憩時間）・実施人数 3：30
（0：00） 16名

課　題

協会の進むべき観光振興の方向性

目的と成果

目　的 成　果

役職員で共に考え、明確な理念を確立する ➡ 役職員間での「協会の進むべき方向性」は
確認できたが、具体的な振興策については
更なる熟考が必要。

目標の達成度（効果）

目　標 達成度（効果）

SDGsについて、受講者の理解度・習熟度の向上を
目指す。 ➡ カードゲーム形式が、より理解度を増し

た。

SDGsにより協会の理念を導き出し、役職員間での
共有意識 ➡

「これぞ理念」というモノには辿り着かな
かったが、協会の意義・役割を話合う事で
役職員間の意見の共有は十分に図れた。お
互いの向かうべき、ベクトルが確認され、
意識の向上につながった。
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目　標 達成度（効果）

SDGsにより直面する課題に対しての解決法を導き
出す。 ➡

課題の解決法については、まだ不十分な箇
所はあるものの、このワークショップで話
し合われた様々な意見等を、再度ブラッ
シュアップし、具体的な解決法を導き出し
ていきます。

総　括

SDGｓについての理解度に若干のばらつきはあった。しかし、「研修の時間が短く感じた」「もう少し
続けたかった」などの意見も聞こえた事から継続の必要性を検討していきたい。3つの目標を掲げ、ある
程度の達成感はあるが、明確な答えが出るにはもう少し熟考する必要がある。今後、セミナー・ワーク
ショップで得た成果物をヒントに独自に会議を持ち、答えを導き出したい。

受講者

全16名：観光協会　理事（12）、観光協会　事務局（3）、読谷村役場（1）

アンケート（記述部分のみ）

講　師
・今回の研修は、理事会メンバーが対象ということから、ビジネス経験のある方が中心だったので、や

りやすかったです。観光協会全体の会員を対象にすると、ビジネス経験の多い少ないのバラつきが増
えるので工夫が必要になるでしょう。今回の研修での経験をもとに、理事会の皆さんがどのような協
会運営を進めていくようになるのか、たいへんに楽しみにしております。

実施者
・今回の実施で、もう少し受講できれば明確に見

えてくる部分が…、といった感覚が残った。再
度、受講したい。また、語学やマナー接遇など
多種多様な研修も実施していきたい。

受講者
・いいきっかけになった。自社での受講を考えた

い。
・もう少し受けたかった。そうすれば、さらに具

体的な課題の解決法が見つかりそう。
・目標達成のためには、時として外部の協力が必

要なことが多々ある。より、横や縦のつながり
も大切にするとともに、ほかの状態もしっかり目を配りたいと思いました。

・時間が足りなかった。
・良いきっかけになったと思います。あとはでてきたアイデアを現実的なプランに落とし込み、実践し

て、結果を検証していくことが大事かと思います。
・会社の在り方や自分自身を見直す、いいきっかけとなった。
・カードゲームを通して、自身の仕事への取り組み方が如実に現れたことには驚かされた。機会があれ

ば、もう一度受けてみたい。
・すごく面白い研修で様々な（仕事に対する取り組み方や普段の生活、人間関係など）ことに対するこ

とを学んだので、今後どう生かしていくかというセミナー（研修）を受けてみたい。（今回の研修は
少し時間が足りてなかった）
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 （48）有限会社らんの里沖縄① No.33　業種6-6（観光施設）人材

広報・ブログ ブラッシュアッ
プ講座・ワークショップ

有限会社らんの里沖縄
ビオスの丘

沖縄県うるま市石川嘉手苅961-30
代表取締役：内田　晴長 

業種：観光施設
研修場所：ビオスの丘、会議室及び園内

合同会社バヌー（Banoo.LLC）
又吉　演

講師

研修内容

NO 日時（期間） 学んだ内容・テーマ 実施時間
（休憩） 受講人数

1 令和元年 9 月 12 日
14：00 ～ 16：00

日本の広告宣伝について、昨年のセミナーの復習、ビオスのブロ
グについて、タイトルの検証 2：00 7 名

2 令和元年 9 月 19 日
14：00 ～ 16：00

ターゲットを決めたブログネタ作成練習。ペルソナを決めての
ジャーニーマップの作成。 2：00 6 名

3 令和元年 9 月 26 日
14：00 ～ 16：00 前回作成したジャーニーマップをもとに検証。 2：00 7 名

合計時間（休憩時間）・実施人数 6：00
（0：00） 7名

課　題

ブログを定期的にUPは行っているが自己中心的になっていないか。

目的と成果

目　的 成　果

ブログを続けていくために掲載内容に自信をもって
UPできてゆくこと。 ➡ ブログを発信する際に発信先を考えながら

内容を書くことができるようになってき
た。

目標の達成度（効果）

目　標 達成度（効果）

週2回のブログ掲載を行える自信をつける。 ➡
前回行った内容を把握したブログになって
いたとの指摘により、現在行っていること
の評価が自信につながったと考えられる、
次の目標として現在の内容に数字を加え
ることでより良くなるとアドバイスを受け
た。
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目　標 達成度（効果）

ブログの文章や写真について、ビジターの興味を引
く演出がなされていること ➡ タイトルの工夫、言葉使いなどを考えるこ

とにより、ビジターの興味を引く演出がで
きることなどを学んだ。

集客とマーケティングにつなげられるブログが書け
るようになること ➡

ターゲットを決め、そこに向けての発信が
できるようになるため、ペルソナを作り上
げてのジャーニーマップの作成などを勉強
し具体的に発信できるようになった。

総　括

自分たちの書いているブログに対しての再確認、新たな発見があった。
ブログで発信すべき内容を具体的な形にすることができるようになった。
など、ブログ担当のスキルアップにつながるセミナーが開催できたと考えられる。

受講者

全7名：営業課／情報発信担当／入園口担当（2）、販売課／店舗担当（3）、運営課／乗物運行担当（2）

アンケート（記述部分のみ）

講　師
・去年に続き、2回目の研修でした。前回の研修後のスキルアップが非常にあり、さらにブラッシュアッ

プということで、前回の復習も踏まえながら、もう一歩進んだワークショップ型の研修となりまし
た。こういった形でまた研修をしていただけるのはありがたいです。基本的には前回参加者がほとん
どで、1名のみ今回が初回という受講者がいました。私の研修は1回の情報量が多いので復習となる受
講者は無理ないとしても今回初回の受講者にはちょっと難しかったかもしれません。おそらく、らん
の里様におかれましては、去年に続き満足頂いたと思うのですが、もし可能であれば、育人のマッチ
ングサイト、講師情報に「受講団体からの評価」や「受講団体からの推薦文」的なものがあると、講
師を探される方の参考にもなるでしょうし、講師のモチベーションもあがるので、検討いただきた
い。

実施者
・観光県のリーディング産業といわれている観光

ですが、人材の数、質ともにまだまだですの
で、行政の支援継続をお願いしたい。

受講者
・初めてブログ講習に参加しました。講習を受け

る少し前からブログを書き始めたのですが、正
直どんなふうに書けばいいのかわからなかった
ので、今回のブログは本当にわかりやすかった
し、役に立ちました。誰に読ませるか、どんな
内容が気を引くことが出来るかって正直ちゃん
と考えてなかったので、これからのブログの書き方が少しわかるようになりました。

・ペルソナにひびくブログづくりに勉強になった。ペルソナが何の情報が必要かを考え、伝えたいこと
を文章としてUPできるようになる。

・今まで自分がお勧めしたいことをテーマにして作成していた部分がありましたが、ターゲットを明確
に、テーマを決めることを意識するようになりました。タイトルや文書を作る際に見る側に立って考
えられるようになった。
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 （49）一般社団法人読谷村観光協会③ No68　業種6-1（地域観光協会）人材

SNS活用講座

一般社団法人読谷村観光協会
沖縄県読谷村字喜名2346-11
読谷村地域振興センター1階

会長：知花　昌彦 
業種：地域観光協会

研修場所：読谷村地域振興センター2階
小会議室A

合同会社　LEAD ONE
伊東　純平

講師

研修内容

NO 日時（期間） 学んだ内容・テーマ 実施時間
（休憩） 受講人数

1 令和 2 年 1 月 8 日
14：00 ～ 16：00 SNS運用 初級編 2：00 19 名

2 令和 2 年 1 月 15 日
14：00 ～ 16：00 TwitterとInstagramを活用したマーケティング 2：00 23 名

3 令和 2 年 1 月 22 日
14：00 ～ 16：00 FacebookとYouTubeを活用したマーケティング 2：00 17 名

4 令和 2 年 1 月 29 日
14：00 ～ 16：00 公式LINEの導入から運用 2：00 16 名

合計時間（休憩時間）・実施人数 8：00
（0：00） 30名

課　題

会員の中から上手くSNSを活用させたいという声がある。運用こそしているが成果（集客など）に繋げら
れていない現状がある。また、この講座をきっかけにSNSを運用したいとの声もある。

目的と成果

目　的 成　果

まず初歩的な事から課題に合わせて具体的なテク
ニックを習得する。 ➡

SNSの活用という部分で、解り易く、すぐ
にでも実践したいとの声も多く、充分な成
果が感じられました。初回の初級編では、
もっと初心者向けの内容が適していたよう
です。
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目標の達成度（効果）

目　標 達成度（効果）

SNSを導入し、運用すること ➡
ほとんどの受講者が運用自体は始めている
方々でした。しかし、これからSNSを覚え
ようと参加した方には、ついていくのが難
しい内容だったようです。

より具体的なテクニックを習得し、SNSを活用す
ること ➡ 講座の中からテクニックを習得して、すぐ

に次実践していこうという、受講者の前向
きな姿勢は見えました。

SNSが集客や課題の解決につながること ➡ 課題の解決に繋がるかどうかは、会員が各
社に戻り実践の中で感じていくと思いま
す。

総　括

総括として、講座自体の内容・講師の伊東先生には大変満足しております。受講者が得たものは大き
かったはずです。しかしながら、受講者間の温度差（レベル差）に配慮が行き届かなかった事は反省して
います。受講者の中でも高齢の方は、SNSの初歩中の初歩的な部分から教わりたかったようです。SNS
用語などでもお悩みのようでした。次回からは少人数でピンポイントの案内をかけ、中身の濃い講座を
実施していきます。

受講者

全30名：観光協会　会員（29）、観光協会　事務局（1）

アンケート（記述部分のみ）

講　師
・参加者のSNSにおける利用状況やリテラシーが参加者によってバラバラだったので全くの未経験の方

からすれば話についてこれない人も複数名おり、そこを想定してレジュメを作成してなかったので一
定数の人には伝わりづらい内容になってしまったと思います。もう少し募集の段階で、対象の方を絞
り込めるようにする、第1回目の講座をもっと初歩向けにしてプログラムを組むなどの工夫をしておけ
ばよかったと思いました。参加者の皆さんは内容に対して積極的で、分からない方も終わった後など
に質問に来てくれたり実際にアカウントを開設して運用し始める方もいるなど、前向きな姿勢のほう
が多かったので研修はやりやすかったです。また次回、同じような形で研修の機会がありましたら、
上の2点を踏まえたうえでプログラムを作成できればと思います。

実施者
・今回の実施は、満足しています。しかしながら

広く会員に案内をかけた為、受講者間のレベル
の違いもあり、途中離脱（3回目以降）する受
講者がいました。主催者側としても、案内をか
ける範囲をもう少し考慮する必要性がありまし
た。受講生の中でも講座の内容に関しては大変
満足しており、更なる高いスキルの受講希望
の意見も上がっています。今後も開催を考え
ています。受講者からの意見の中に「受講者ア
ンケート」の設問内容に疑問の声が上がりまし
た。「受講直後すぐに答えられる設問内容では
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ない」との意見でした。ご検討いただけますでしょうか。よろしくお願い致します。

受講者
・4回全て受講したが、もう少し時間をかけて学びたかった。
・動画編集作成のセミナーがあれば、ぜひ受けたい。
・SNSそれぞれの特徴を理解できた。
・SNS導入の、他社の事例を聞き参考にしたい。
・SNSの重要性、将来への考えが変わった。
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 （50）タピック沖縄株式会社 No.30　業種2（宿泊施設）人材

アンガーマネジメント研修
～怒りのコントロールを図り、
業務改善に役立てる～

タピック沖縄株式会社
ユインチホテル南城

沖縄県南城市佐敷字新里1688
代表取締役：宮里　好一 

業種：宿泊施設
研修場所：ユインチホテル南城

株式会社実践教育ラボ
萩原　知子

講師

研修内容

NO 日時（期間） 学んだ内容・テーマ 実施時間
（休憩） 受講人数

1 令和元年 9 月 13 日
14：00 ～ 17：00 管理職向け　アンガーマネジメント　入門編 3：00 15 名

2 令和元年 9 月 17 日
14：00 ～ 17：00 一般職向け　アンガーマネジメント 3：00 23 名

3 令和元年 9 月 24 日
14：00 ～ 17：00 一般職向け　アンガーマネジメント 3：00 22 名

4 令和元年 9 月 30 日
14：00 ～ 17：00 一般職向け　アンガーマネジメント 3：00 12 名

5 令和元年 10 月 3 日
14：00 ～ 17：00 管理職向け　アンガーマネジメント　実践編 3：00 16 名

合計時間（休憩時間）・実施人数 15：00
（0：00） 75名

課　題

若年層の離職。管理職の人材育成術。コミュニケーション力の不足。

目的と成果

目　的 成　果

怒りのコントロールを図り、業務改善に役立てる ➡ コミュニケーションを理解し、感情のコン
トロールに関しての認識が深まった。

目標の達成度（効果）

目　標 達成度（効果）

怒りの感情の正体を知り、コントロール方法を学ぶ ➡ 怒りの正体は、理想と現実のギャップにあ
ることを理解し、そのコントロール方法と
して、3つの対処法があることを学んだ。
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目　標 達成度（効果）

『怒られる側』と『怒る側』の意識を共有すること ➡ 怒りが生まれるメカニズムを学ぶことで、
それぞれの立場で考える術を身につけた

自分の怒りの傾向を知り、相手の怒りの「べき」も
理解 ➡

各人診断テストを受け、自分自身にどのよ
うな傾向があるかを知った。受講者のほと
んどが、自身の傾向に納得し、その対処法
を学んだ。

総　括

管理職、一般職と分けて研修を行ったが、各職位で悩みや課題は異なるが、感情のあり方の意識を統一
することで、今後のコミュニケーションが進むのではないかと思う。一般職に関しては、業務都合より3
度に分けて、同内容の研修を実施したが、別の日程で受講した職員が、受講後にあらためてお互いの研
修内容を確認しあう姿を見ることができ、研修効果を実感した。

受講者

全75名：一般職（57）、管理職（18）

アンケート（記述部分のみ）

講　師
・今回の研修、管理職は特に受講者の意識も高く、とても前向きに受けてもらったことが効果をあげた

と感じている。一般のスタッフは、出来る事から取り入れ、怒らない体操とかは、あちこちで実施さ
れていると聞いたので、興味を持たれていたのと、少しでも浸透して行っているのがありがたかっ
た。また、プラス変換で課題や問題を考えていくと言うことを全員通じて行なったが、課題は「人手
不足」。チャンスと考えたら、自分の責任において考えたらと、ワークをしてもらったら前向きな意
見がいっぱい出てきた。この内容は、短時間で荒削りなので、またの機会を社内でもうけて、もっと
掘り下げていってもらいたいとお願いした。私的にはほぼ満足のいく研修が出来たと感じている。実
際の仕事の中で、家庭で活かしたいという意見が多かったのが、成果だと感じている。4月からパワハ
ラ防止法も施行され、ますますアンガーマネジメントの必要性が企業で求められるので、12月にその
講座も始まるので、コンテンツをどんどん必要に応じて進化させていきたいと感じている。

実施者
・人材育成はエネルギーや費用もかかる課題です

ので、行政の支援があるのは非常に助かる。継
続してほしい。

受講者
・自分ではアンガーマネジメントが出来ていると

思っていたが、数点、改善点が見つかった。自
分の成長のチャンスとしてとらえ、改善した
い。

・ためになった、今後活かせるように取り組む。
・怒りの本質を知ることが出来、部下とのコミュ

ニケーションの向上について学べた。他部署と
のコミュニケーションや問題点を共有できた。

・「後悔しないか」を肝に銘じ、常に意識します。怒りや叱り、感情に動かされることなく公開しない
ように、相手の成長につなげるしかり方。日常的にチームメンバーとコミュニケーションを良好に行
い、常に物事を建設的かつ生産的に進行できるようになることの重要性を学べた。共通理解、一人ひ
とりが仕事に充実感を持ち、幸せで健康な未来を迎えるように、とても良い機会・勉強となりまし
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た。
・聞いた事はあったが、受講したことによって考え方も変わった。部下に対して実践したい。
・怒りのコントロールを体系的に学ぶことができた。管理職で受講したことにより、共通の概念、言語

を理解し、チームビルディング要素もあると感じた。
・改めて自己を見直すことが出来たと思う。
・怒りのコントロールは難しいが、6秒待つやり方とか、多くのことを学んだ。
・人に（言葉で）攻撃された時、言い返してはいけないと聞いた事はあったが、なんとなくなぜかわ

かった。
・他部署の社員と話せてよかった。業務に対する理解や今後の取り組みについても考えていきたいと感

じた。
・怒りをコントロールすることは、自分にとっても周りにとっても良いこと。
・相手は変えられないので、自分のとらえ方を変えようと思った。
・怒りのコントロールは一度だけではなく、継続する必要性を感じた。
・講師の話がわかりやすく楽しく学べた。怒りの対処方法も様々で面白いと思ったが、その場面になっ

た時にちゃんとできるか不安はあるが、少しづつ実践していきたい。
・プライベートでも実践したい。
・全職員対象に研修を実施してほしい。
・笑顔でやるということがとても効果的だと感じた。
・自分を見直すと同時に他人はどう考えているかを考える機会になりました。
・休みなのに出勤してくる人、1日仕事のやる気が失せる。怒りを超えたストレスになる、仕事へ行きた

くない病へつながる。感情のコントロールも変わらない。
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 （51）株式会社シーサー No.46　業種3（マリンレジャー関係）人材

リーダー研修
～アンガーマネジメント応用～

株式会社シーサー
沖縄県那覇市港町2-2-2 2階
代表者役職：稲井　日出司 
業種：マリンレジャー関係

研修場所：那覇市・恩納村研修施設

株式会社実践教育ラボ
萩原　知子

講師

研修内容

NO 日時（期間） 学んだ内容・テーマ 実施時間
（休憩） 受講人数

1 令和元年 12 月 13 日
9：00 ～ 17：00

アンガーマネジメントによる人材育成とリーダに求める役割と能
力

7：00
（1：00） 30 名

2 令和 2 年 1 月 14 日
13：00 ～ 17：00 ダイビングショップにおける経営マネジメント 4：00 17 名

合計時間（休憩時間）・実施人数 11：00
（1：00） 38名

課　題

一部店舗での離職率の増加、全店舗マリンスタッフの器材販売率低下

目的と成果

目　的 成　果

アンガーマネジメントによる人材育成、都市型店舗
での黒字化できる仕組みとダイビングショップにお
ける経営マネジメントを身に付ける事が必要 ➡

プラス変換ワーク、べきのワークを通して
現在抱えている具体的な問題点を認識し、
それに対するアクションプランと今後の道
筋を立てる事が出来た。

目標の達成度（効果）

目　標 達成度（効果）

アンガーマネジメントによる人材育成について、受
講者の理解度・習熟度の向上を目指す。 ➡

自分たちが求めるリーダー像を洗い出すと
ともに衝動のコントロール、怒りのメカニ
ズムを理解し日常業務へ落とし込むことが
出来た。

平成 31 年度　観光人材育成・確保促進事業　事業報告書

288



目　標 達成度（効果）

都市型店舗での黒字化できる仕組みとリゾート店舗
への応用について、受講者の理解度・習熟度の向上
を目指す。 ➡ 経営理念から考える入店からクロージング

までの仕組みを作る事が重要で今までな
かったシステムを取り入れる事が出来た

ダイビングショップにおけるマネジメントスキルを
身に付ける事について、受講者の理解度・習熟度の
向上を目指す。 ➡ 理想とギャップを埋めるために必要なリー

ダースキルを理解することができた

総　括

第二回の研修時間をもう少し長く計画すれば、よりディスカッションできたと反省面はあるが、今まで
取り入れてなかったシステムや考え方を知ることが出来、継続して取り組んでいくためのスケジュール
を立てることが出来た。とても有意義な時間となりました。

受講者

全38名：主任候補／主任／店長／マネージャーなど（38）

アンケート（記述部分のみ）

講　師
・アンガーマネジメント研修では、全員が管理職

だったので、部下へのしかり方であるとか伝え
方を基本に指導した。稲井社長の意向で怒り方
は人それぞれの傾向があるので、怒りのタイプ
診断を全員、事前にしてもらって、その傾向の
対策も教えた。パワハラととられないためのポ
イント等も管理職には必要なので、その部分も
織り交ぜて怒りで失敗しないように、楽しくア
ンガーマネジメントを理解してもらった。家庭
を持っている人は、家庭でも必要だと感じて
いただいたようだ。リーダー研修では、会社が
リーダーの役割として何を求めているのか、またそのことを管理職全員が共通認識をもっているのか
ということを摺合せ、現実はどうなのかということをアウトプットしてもらい、そこに必要な能力、
環境、行動を考えてもらった。国籍の違う管理職もいるので、価値観の違いを、思いを知る機会にも
なったと思う。私は特にこの価値観の違いは埋めることのできない部分もあるので、お互いに理解が
必要だなと感じた。リーダーが、会社が右翼なるためには何とかしなければならないと考えているこ
とは、少なからず感じること事ができた。また、それに対する対応策を発表する場面では、ほかの
チームが考えたものを参考にしようと写メをとる風景もあったので、とても前向きな傾向だと思う。
機材販売に関する研修では、最初に、シーサーのメンバーの器材販売に関する考え方の摺合せをした
が、共通して押し付けるべきではないとか、十分な理解をしてから買ってもらうとか、販売に関する
自身のなさが浮き彫りになってきた。なぜ売るのか、いつ売るのか等、なぜお客様に器材を持っても
らった方がお客様にとってハッピーなのかという、器材販売の考え方をしっかり、ここで理解しても
らった。何を強化して、どうアプローチし、クロージングまでもっていくのかというストーリーを、
あるシートを使って考えてもらった。みんな自分の部署に合った形で考え出したので、結果的には売
り方に対して大きなヒントを得たように感じた。研修を受けた中には、新人もいて、彼らが非常に前
向きで、意欲があると感じられた。

実施者
・非常に素晴らしい制度なので、今後もお願いしたいと考えております。
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受講者
・アンガーマネジメントは、自身にも非常に効果的な内容で、スタッフ一同浸透させていきたい。
・内容は興味深くもう少し詳しく聞きたい内容が多かったが、ファシリテーターとしてはワークショッ

プの進め方がよくわからず、グループ内で意見出しが止まってしまうことが多かった。
・ほめる研修をしてほしい。
・叱るは「リクエスト」ということがキモだと感じました。
・自分の周りにいるスタッフたちへの声のかけ方が自分がこうあるべきという目標を考えるきっかけに

なりました。
・叱ることについて、自分の考えを整理することができてよかったです。販売に関して、みんながやっ

ているであろうと思っていたことが、いろんな理由でできないという現状が分かって、その課題に対
し、やるべきことが見えてきました。

・仕事に対してだけでなく家庭内でも役立つ内容で勉強になった。
・120%ハッピーの図は、とてもよかった。そうあるべきだと感じました。どちらかというと“押し売り

しない”という考え方だったのですが、相手の今度のダイビングのためにも店舗の売り方としてもとて
も勉強になりました。
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 （52）ザ・テラスホテルズ株式会社④ No.47　業種2（宿泊施設）人材

リーダーシップスキル研修

ザ・テラスホテルズ株式会社
ザ・ブセナテラス

沖縄県名護市喜瀬1808
代表取締役社長：國場　幸伸 

業種：宿泊施設
研修場所：会議室または宴会場

株式会社実践教育ラボ
萩原　知子

講師

研修内容

NO 日時（期間） 学んだ内容・テーマ 実施時間
（休憩） 受講人数

1 令和元年 12 月 02 日
10：00 ～ 15：00

A班：リーダーの役割と、現状のギャップに気付く。部下の指導
について具体的な方法を知る・出来るようになる

4：00
（1：00） 18 名

2 令和元年 12 月 03 日
10：00 ～ 15：00

B班：リーダーの役割と、現状のギャップに気付く。部下の指導
について具体的な方法を知る・出来るようになる

4：00
（1：00） 13 名

3 令和元年 12 月 04 日
10：00 ～ 15：00

C班：リーダーの役割と、現状のギャップに気付く。部下の指導
について具体的な方法を知る・出来るようになる

4：00
（1：00） 21 名

4 令和元年 12 月 11 日
10：00 ～ 15：00

D班：リーダーの役割と、現状のギャップに気付く。部下の指導
について具体的な方法を知る・出来るようになる

4：00
（1：00） 15 名

5 令和元年 12 月 12 日
10：00 ～ 15：00

E班：リーダーの役割と、現状のギャップに気付く。部下の指導
について具体的な方法を知る・出来るようになる

4：00
（1：00） 22 名

合計時間（休憩時間）・実施人数 20：00
（5：00） 95名

課　題

リーダーの役割が曖昧。具体的で効果的な指導方法が分らない

目的と成果

目　的 成　果

リーダーの役割と、現状のギャップに気付く。部下
の指導について具体的な方法を知る・出来るように
なる ➡ リーダーの役割の1つ＝部下への企業理念の

浸透”について指し示すことが出来た。

目標の達成度（効果）

目　標 達成度（効果）

リーダーの役割と、実際の自分自身とのギャップ ➡ 理想的な役割を示すことは出来たが、受講
者の“腹落ち感”を得なかった。
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目　標 達成度（効果）

企業理念を再確認 ➡
改めて、「企業理念がありそれに向かって
いる」という確認が出来た。企業理念その
ものを知らない（わかっていない）リーダー
（受講者）が多く、その点もクリアできた。

パワーハラスメントの理解 ➡
メディアで取り上げられているだけでな
く、身近な問題として理解できた。受講者
はリーダーの役にある為、日々困っている
ことなども意見に上がった。

総　括

研修中、グループワークのコントロールが上手くいかず、負の連鎖を生んでしまった。5回の研修のう
ち、4回目以降は4時間の構成を変えていただきある程度のまとまりを得ることができました。昨年もお
越しいただいた講師だったので、双方に油断があったのかも知れません。受講者一人一人に行動変化を
約束して貰う所まで至らず、歯がゆい思いです。

受講者

全95名：接客・マネジメント（2班に分けて実施）　ザ・ナハテラス（31）、接客／マネジメント（3班に分
けて実施）　ザ・ブセナテラス（64）

アンケート（記述部分のみ）

講　師
・今回はリーダー研修ということで、リーダーの

役割を理解させ、自分たちが考えている役割が
会社求めている役割と一致してるかどうか？を
まず、すり合わせしました。そこに近づくため
に、具体的に自分の職場の問題点をとらえ、具
体的に解決していくためにはどんな能力、行
動、環境が必要かということをワークで考えて
もらいました。その内容を他人ごとではなく、
自分たちは何から手を付けていったらいいかと
いうことからワークしてもらいました。最初
は、何を考えるのかという戸惑いもありましたが、解決手法を参考で話したり出てきた課題・問題点
を巡回して整理していくと、考える切り口ができてきて、発表できる段階までには持っていくことが
出来ました。それぞれ、ほかのグループの発表も参考になるという話をして、写メで取って参考にす
るという光景も見られるようになりました。とても前向きで考えてくれたことが嬉しかった。課題は
同じなのだけれど、切り口が違ったり、できるところから取り組むという発想が出来て研修の効果は
少しづつ出てきたと実感できる場面もありました。また、現場の良いところ、出てきているところは
最初上げてとは言ってなかったのですが、自発的に上がってきました。そこからの良い相乗効果もあ
ります。研修をまとめていくには、受講生がどんな反応が出てくるかわからないので、非常にエネル
ギーのいる研修ではありましたが、終わった時の笑顔を見て、やりがい感はあったし、とても嬉し
かったです。あとは、口を酸っぱくして言いましたが、今日の研修で終わったら、今回の研修は意味
がないので最後に「今からやれること」ベイビーステップを決めて、まずは実施をしてもらうことを
約束しました。この研修は、今回だけではなく、来年も経過を発表し、次のステップを考えられたら
理想です。

実施者
・毎年、閑散期に入るとこの事業を活用させていただいており、大変助かっております。沖縄は宿泊業
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が多いことから、飲食やホテル業に特化した（ソムリエやコンシェルジュ、プロトコールなど）講師
の登録があると、さらに充実しそうです。本土から著名な講師を呼ぶことは、かなりハードルが高い
ですがこの事業を活用できると嬉しいです。

受講者
・前回研修を受けていないので、事前に資料などをもらって予習が出来たらよかった。
・すぐに「答え」が出るケースも少なく、今後の改善として取り組んで参りたいと思います。
・過重負担に感じた。会社の上下組織において、今回のマネジメントベクトルが必要。
・内容的に一日の研修で終わるのがもったいないと感じた。チームに持ち帰って実践した後のフォロー

アップのための研修があるとより充実した内容になり、結果が出ると考えます。
・他セクションとのコミュニケーションがとれた。
・リーダー以外（役職を持っていない人）の人たちもこのような研修があるとよい。
・業務を整理できる良い機会になった。
・アンガーマネジメントゲームは「親がなぜこの点数なのか」の理由を聞いても面白いと思った。後輩

の気持ちを知るように「悲しみマネジメントゲーム」も欲しいかもしれません。何をショックに感じ
るのか。

・当社のビジョンに答えられるスタッフはいないのではないか？テラスコードに記入したほうが良い。
・このような研修は、日々の業務の中でより良い行動、思考の気づきになるので、対象を全社員に広げ

てもよいと思います。
・業務改善・できることからすぐに実行（引継ぎをしていく）
・価値観の違いを再確認し、他人との感情コントロールの相違など、改めて考えることができた。
・直面する問題の解決になった。
・今後もリーダーシップスキル研修の実施をお願いします。
・リーダーとは、リーダーの役割が理解できたので現場で実践していきたい。まずはコミュニケーショ

ンをしっかりとって部下、スタッフがどんな人なのか知っていきたい。
・人員・人材不足に対する対策を共有することができた。部下がいる立場として、リーダーの役割を果

たしていきたい。
・リクエストを伝えるということ、感情をコントロールすること、を理解しました。
・人員不足の件に関しては全く残念な結果となった。少数精鋭では一人倒れたら、さらに首が締まり、

残業で金が…、では本末転倒だった。休日とギャランティーを増やし、さらにバカンスが取れるくら
いが日本人は目標であるべきと思う。
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