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「地域の観光人材のインバウンド対応能力強化研修」終了ご報告
観光庁事業である“地域の観光人材のインバウンド対応能力の強化研修会”が、1月27日～
2 月 28 日 の 間 、 全 国 145 組 織 で 270 回 開 催 さ れ ま し た 。 主 催 者 は 、 観 光 協 会 34.5 ％ 、
DMO15.2％、地方自治体19.3％、宿泊施設12.4％、交通機関2.8％、その他15.8％で、観光経
済新聞（3/13付）にランデル洋子理事長が取材を受けた記事も併せて報告記事が掲載されま
した。https://www.kankokeizai.com/image/2021/OK0430021031300501.pdf
1月7日の緊急事態宣言発令の中でも研修は実施されましたが、現地対面研修会とオンライ
ン研修会がほぼ半々の割合で行われ、オンライン研修は東京都内の会場に集中させての実施
となったため、地方の講師は活躍の場に恵まれない結果となった一面もありました。

本事業には約3,000名が参加応募をしたなか、約1,000人が講師養成研修を受け、内582名
が資格認定。講師登録者数はそのうち536名で、実際稼働アサインを受けたのは延べ593名と
いう結果でした。できるだけ多くの講師に稼働機会を創出するために、1回の研修での受講者
数を限定して同じ主催組織の研修を複数回実施するなどの措置も取られました。
インバウンド現場対応能力強化のために、全国通訳案内士の能力、特に、異文化間コミュニ
ケーション、接客の心構え、おもてなしの姿勢などが講義に生かされ、研修評価は概ね高く、
本事業の成功に繋がる結果となりました。次年度への継続が期待されるところです。
全国のガイド団体が集い、事前研修会などで情報交換、人的交流ができ絆が
持てたこと、そして、全国の観光関連従業者の皆様と研修を介して得られた接点も、
本研修の大きな成果でした。
●研修プログラム概要 （3時間：それぞれに初級編＆中級編）
＊「通訳案内士が教える外国人受け入れの基礎知識」
・「異文化理解と接遇マナー」
・「多言語コミュニケーションシートの使い方」
・「スマホやタブレットを翻訳機として使う」
・「宗教・ベジタリアンなどの食習慣への対応」ほか

ザ・キャピトルホテル東急中級クラス講師
を務めるランデル理事長（2021/2/22）

＊初級・中級 インバウンド現場の英会話
※同研修の動画教材のオンデマンド無料配信と研修テキストは、観光庁Webサイトの「インバウンド受入体制強化のために」ページ
で、無料ダウンロードができます。 https://inboundkenshu.com/
（リポーター：松岡明子）

観光庁が2020年度に実施した 通訳案内士向け事業・研修等（抜粋）
〇地域の観光人材のインバウンド対応能力強化研修 (詳細既出）
〇上質なインバウンド観光サービスを提供するガイド育成事業
高い能力を持ったガイド対象に、知見の共有を通じて更にレベルアップする機会として、2021年2月4日より3月
上旬にかけて全国で集合研修・実地研修を実施。最終日3月12日にはネットワーキング交流会が行われました。
応募者約200名から、書類選考、映像選考等を経て、GICSS会員を含めて全52名が参加。参加者には、全国
通訳案内士以外の方も含まれました。
〇外国人向け体験型ガイドサービスのアンケート調査
インバンド復活後は体験型ツアーが各種求められることを踏まえ、体験型観光コンテンツを構成するアクティビティについての経験・
興味・関心等について通訳ガイドを対象としてアンケート調査が実施されました。「外国人向け体験型観光ガイド情報発信サイト」 https://w
ww.taikenguide.com/ もご覧ください。

〇全国通訳案内士向け文化観光施設におけるガイド業務研修
3月22日～3月28日オンライン開催。文化観光施設（美術館、展示会場など）が通訳ガイドに求めることや期待すること、訪日外国人
旅行者に守っていただきたいマナー等の約1時間の映像研修。
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GICSS / KIGA 共同開催研修 「東京都内をガイドしよう＝Basic=」

GICSSに、また新たな「初」が加わりました！
一般社団法人関西通訳・ガイド協会（KIGA）の「関西在住ガイドも東京のガイディングを学びたい」
というご希望を伺ったきっかけで、全国のGICSS会員がKIGA会員と合同で、都内ガイディング最新
情報を含むBasicスキルを学ぶ機会が実現しました。
松岡明子GICSS副理事長が講師を務め、第1部は、東京の人口・経済規模、大阪、京都との市街地
面積の比較、トレンディスポット、東京の明治期以降の建築、各Basic観光スポットのガイドルートを含
む基本ガイド情報の講義。第2部はお待ちかね、車窓から見た東京の中心部の動画に合わせて語ら
れた松岡講師のガイディングでした。
約30分途切れることなく紹介されたその語り口は流麗そのもの、間の取り方、的確な情報、ジョーク
の交え方etc. など、惜しみなく展開されるデモンストレーションに「すっかりお客様になって東京観光
を満喫しました！」という受講者が多数ありました。
もちろんGICSSスペシャリテのアウトプット演習も行われた充実の2時間半でした。この反響により、3/26・27・28に各日2回計6回の
「録画視聴会」に、GICSSとKIGAより延べ100名超の参加がありました。
【一口コメントby Instructor 】
東京は武蔵野台地と東京湾に接する下町低地でできています。台地は高低差、窪地と高台の凸凹があり、それが、東京の変化
ある景観を作っています。ガイドする観光スポットを線で繋げる、今と昔の時空をも繋げる、いわば、4次元的にガイドすることをルー
ティン化すれば、ガイディングは楽しくなります。Go for it！ （講師：松岡明子）
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第16期定期年次総会＆オンライン懇談タイム

第16期の定期総会は、GICSS初めてのオンライン開催。改めて全議案が賛成と承認されましたこと
をご報告致します。「地方在住なので総会は委任ばかりだったが、会員歴〇年で初めて総会出席しま
す」という出席者が複数あり、オンラインの利点をまた嬉しく思いました。

例年は総会終了後に関東新年懇親会に移りますが、今回はお時間の許す会員とその後、オンライ
ン懇談タイムを持ちました。関東圏以外から総会初参加の方々、関東在住でも久し振りにお目にかか
る方々らと画面越しでありましたが、有意義な時間を共有できました。

2年前：2019年1月撮影関東新年懇
親会 また皆様にお会いして、ご
一緒に時間を過ごすのを楽しみ
に！

オンライン座学C.C. 続々開催！今後もあらゆるテーマで企画進行中
■ 1/21 「日本の子どもの今」

■ 2/27 「天皇」

皆さんのお話は、日本のこどもの自己肯定感の低さや様々な
観点からの日本の教育制度の歴史や現状、その問題点など、ど
れもそれだけで独立した座学C．C．にできる内容でした。過度に
競争的な教育、貧困に苦しむこどもたちを”We used to have…”
と過去形で語ることのできる日が一日も早く来ますように！

皆さんのトレビア満載の切り口の一部を紹介。“マッカーサー
元帥が昭和天皇に感服”“生後7ヶ月で即位の六条天皇”“学者
ご一家の天皇家”“究極のYESマンの天皇”“三種の神器”。
1人の発表後、5名（含ナビゲーター）のコメントで発表者がど
の様に受け取られたかを実感して頂きました。ナビゲーターも最
後にプリゼンを実施しました。

（ナビゲーター：金子 潤）

（ナビゲーター：福井ミッキー）

■ 2/3 「自動車の未来」
【今回は「水素自動車一口メモ」をお届けします】
水素で走る車には燃料電池と高圧水素タンクがついていま
す。燃料は酸素と水素で、水素のみ補充。燃料電池で化学反応
を起こし電気(エネルギー)を生みだします。排気ガスの代わりに
排出されるのは「水」です。
水素は水素ステーションで補充。主に石油元売会社が、もとも
と石油を精製する過程で不純物を取り除くために水素を生産、
使用していました。現在はLPG(プロパン)から水素を作りますが、
将来は風力、太陽光やバイオマス発電からも産出できるよう研究
が進んでいます。

■ 3/11 「こんなものもある日本の観光スポット」
富士吉田市にある新倉山浅間公園は、富士山の眺めと桜と忠
霊塔のコントラストで、インバウンドが押し寄せる場所になりまし
た。これは知る人ぞ知る場所であったものが口コミで広がり、世
界から注目されるようになったのです。
有名スポット以外にも目を凝らし、日頃から自分なりの切り口を
考え、発信できるようになりましょう。
（ナビゲーター：福田 誠）

（ナビゲーター：城戸弘明）

■ 2/9 「日本語」
毎日当たり前に話している日本語についてお互いに新たな知
識、視点に触れることが出来ました。言葉は文化を反映している
ので、日本を知って頂く上で欠かせない奥深い話題です。身の
回りの言葉などどれもトピックになるので興味を持って掘り下げ、
時間のある今のうちに説明できるようにしましょう。
（ナビゲーター：𠮷崎圭子）
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オンライン

第13回GICSS検定 「京都その2」

勉強会は1月29日(土)・2月7日(日)・16日(火)、審査は2月23日(火)に開催。勉強会は、
吉崎圭子チーフ・コーディネーターに加え、第1回森吉慶輔、第2回福井道孝、第3回藤
村みどりというコーディネーターメンバーが並ぶ、初の布陣となりました。
京都を知り尽くした４氏から溢れる情報を得て、受講者は今回も独学では得られない、
多人数の学びならではの学習効果を実感しました。審査会は、受験者のみならず審査官
も関東と関西から臨む、という体制でした。筆記試験も、参加者は自宅のパソコンからの
受験でサクサクと問題なく完了しています。
オンライン検定は、参加者も運営側もメリットを享受しつつ慣れて定着の兆しです。

オンライン＆実地

2021年新人研修（東京3月コース）

GICSSの新人研修史上初の初日・２日目はオンライン、3日目バス実習、最終日は
対面研修というプログラムで行いました。オンラインでの研修には「講義が丁寧でわか
り易い」「ブレークアウトルーム演習で他の受講生と話せてよかった」という声が聞かれ
ました。いよいよ講師やクラスメイトと初対面となるバス実習は感慨ひとしお、緊急事態
宣言の解けない中での都内観光（明治神宮・浅草寺・谷根千）実習に、皆、万全の感
染症対策で取り組みました。
最終第４日のコンペスタイルロールプレイ実習では全員の票が割れて決まらないと
いう、これまた新人研修史上初めてのことが起こる等、さまざまに印象深いなかで無
事全員が修了証を手にしました。

通訳ガイドアカデミア 新リリース情報
■ ジェネラルトピックス・コレクションシリーズ＃10
大好評の「ジェネラルトピックス・コレクションシリーズ」が今
回で第10弾となりました。ご活用の皆さんの「とても役立ちま
す！」の熱い声にいつも感謝しております。
今回は下記の３トピックです。
桜 （プレゼンター：薮 玲子）
剣道の楽しさ （プレゼンター：大久保 真弓）
お守り （プレゼンター：甲佐 美由樹）

いずれもゲストに興味を持っていただける日本の伝統文化
についての定番トピックです。是非ここで新しい切り口や、話
題の組み立て方を学んでください。
体験を交えた語り口やサブツールの見せ方など、今回も
GICSS先輩会員のプレゼンから大いにヒントを得られること間
違いなしです！
https://guide-academia.jp/courses

Close Up !

GICSSの様々な活動に携わる皆さんに登場いただくコーナーです。
GICSS会員はタレント揃い！座学C.C.のナビゲーターに、セミナーのプレゼンターにと幅広く活
躍頂いています。今回は、2020年オンラインセミナーを初めて開催（「バーチャルツアー映像作成
セ ミ ナ ー プ レ ゼ ン タ ー の手ほどき」）の際のプレゼンターであり、5月6月にもバージョンアップの同セミナーで再登場頂く
堀江 薫会員にお話を伺いました。
GICSS（以下G）：堀江さんが映像制作を始められたきっかけは？

G：昨年10月24日のセミナーは「超初心者の入り口が網羅されて
いる！」と大変好評でした。
堀江さんご自身はプレゼンターをされて、どのような感想を持た
れましたか？

堀江 薫（以下堀江）：中学生の頃に、フジカ・シングルエイトという8
ミリフィルムカメラを買って動画を撮影していました。映像編集など
を始めたのは、YouTubeへ動画を投稿するようになってからで
す。

堀江：大変多くの方に興味をもって頂いたのが嬉しかったです。
参加された方の中には実際にバーチャルツアー（最近ではオンラ
インツアーと言われていますね）実施に向けて試行錯誤されてい
る方もいらっしゃいました。皆様の感想（フィードバック）から、いろ
いろなアイデアを頂きました。ありがとうございます。

G：当初苦労されたのはどのような点でしたか？

堀江：当初は、国産の映像編集ソフトがなく、海外製のものを使
用していましたが、マニュアルがなかったので、試行錯誤で編集
作業をしていました。なかなか思い通りの編集ができませんでし
た。
G：「ここのクォリティは譲れない」というこだわりはありますか？
堀江：特にこだわっていることはありませんが、動画全体の長さ
や、それぞれのシーンの時間配分とトランジション（シーンが変わ
るときの効果）、BGMなどが、動画のテーマに合うように心がけて
います。たとえば、神社仏閣の動画であれば、静な落ち着いた
BGMを使ったり、都内のWalking tourの動画であれば、アップテ
ンポの明るい曲を使ったりします。
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堀江さんの動画サイト「Tinoの旅チャンネル」
https://www.youtube.com/user/kaoruhorie

2021年4月～ 開催予定研修プログラムのご案内：お申込：http://gicss.org/ja/
オンライン

オンライン地域スポット研修

オンライン Ian塾 第3期
【受付終了】

西日本第2弾 四国（高知県・愛媛県）

4月13日・27日 5月11日・25日
いずれも（火）14:00～16:00 19:00～21:00
講師：Ian Priestly

4月24日（土） 14:00～16:00
プレゼンター：吉田英夫

５月８日13:30～15:30
プレゼンター：堀江 薫

今回は高知県・愛媛県を“歩き”ます。
高知港、松山港に寄港する大型クルーズ
船のお客様をご案内しましょう。

ガイディング英語力徹底磨きあげコース。第3
期のテーマは第1期のリピートです。日中と夜
間の2コース設定でより受講し易くなりました。

バーチャルツアー

映像制作手ほどきセミナー
Part1 アンコール版
大好評の声に応えて2020年10月に実施
のセミナーをアンコール開催いたします。
P3 Close Up!もご覧ください。

オンライン

オンライン座学C.C.

インバウンド旅程管理研修

「お金の話」

新人研修（東京・大阪）

5月16日（日）9:30～16:00（予定） 講師：金子 潤

5月13日（木）13:30～15:30
ナビゲーター：下岡知行

キャッシュレス化がイマイチ、預貯金が好
き・・・お金から見た日本人像を話しましょう。
オンライン座学C.C.

旅程管理の知識と実務スキル、基本の旅行業法や
事故・病人の緊急対応などをインバウンドに特化し
てベテラン講師がわかり易く指導します。

「日本列島の地形・地理」

オンライン

映像制作手ほどきセミナー Part2

6月16日（水）13:30～15:30
ナビゲーター：川畑一美

6月26日（土）13:30～15:30 プレゼンター：堀江 薫

P3 Close Up!もご覧ください。

シンプルな言葉で景色(地層、断崖、地形など)を
わかりやすく話す、にチャレンジです。

・大阪コース 5月1日（土）～4日（火）
・東京6月コース
6月5日（土）6日（日）12日（土）13日（日）

オンラインと対面のイイとこ取りのプログラ
ムです。新人研修を受講済みの方でも、
時を経た今だからこそ新しい気付きがたく
さんありそうです。部分受講も歓迎です。

※お薦め！オンライン専門性研修
「通訳ガイドに必要な食事対応の知識」

オンライン座学C.C.

オンライン座学C.C.

「Jリーグ・日本のサッカー」

「東北・震災復興 Part2 」

7月10日（土）13:30～15:30
ナビゲーター：武田恵理

7月21日（水）13:30～15:30
ナビゲーター：高橋みち子

パワーの南米、スマートなヨーロピアンスタイル
もよいですが、日本のサッカーの魅力を大いに
アピールしませんか？

東日本大震災発生から、この3月11日で10年と
なりました。今こそ震災復興を考えましょう。

5月22日（土） 14:00～16:00
講師：日本バリアフリー協会代表理事
（株）ブランド総合研究所社長 田中章雄

ベジタリアン、ヴィーガン、ハラール、ハラ
ム…正しい食の捉え方を押さえておきまし
ょう。お客様にほんとうに喜んで頂くため
の食の貴重なアドバイス満載！です。

その他、オンライン開催を続々準備中！現場実習も検討しています。お申込み、最新情報は今後のメーリングリスト、ホームページでご確認下さい。
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☆次回のリレーエッセイもお楽しみに！～会員のご活躍ぶりをご紹介下さい。珍事件、感動秘話、ためになる話･･･なんでも結構です！
＝編集後記＝
●桜も鯉のぼりもコロナと共の時代。想定内とはいえ外国人客なしのオリンピックは寂しい図となり
ました。ふと見渡せば周囲は研修の洪水！自分に合った研修を選び、良質な時間が復活後のエネルギ
ーになりますように祈ります。（よ）
●海外からの観客なしのオリンピックが決まり希望の光が遠のき愕然。しかし、安全・安心で歴史に
残る開催スタイルが実現し、インバウンドの復活のきっかけになってほしいものです。PCを10年ぶり
に買い替え、そのあまりの快適さに驚愕。日々、記憶が遠のく頭脳パーツも最新ものに変えられたら
いいのに。（ま）
●4月の初めの今、東京はもう桜が散っています。卒業式よりは入学式に咲いていて欲しい派なので、
ちょっとフクザツな心境です。（か）
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