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【本日の内容】

第一部 「沖縄インバウンドとインスタグラムの可能性」

第二部 「インスタグラム発信の基本とコツ」

15:30~15:40頃 休憩

第三部 「英語での発信。英語学習法」

第四部 「質問タイム＆アンケート」

16:30  終了予定
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【セミナーのグランドルール】

１．主体的に参加しよう！

→ここは安心・安全の場です。積極的に反応して、発言してみよう。

２．聞くだけでなく、行動しよう！

→行動しなければ、何も得られません・・・

３. 発信しよう！

→アウトプットすれば、気づきや学びが得られます。
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【自己紹介】

•名古屋生まれ、名古屋育ち

•名古屋の短大 英語科を卒業

•名古屋空港の地上職員として勤務

•シンガポール航空 キャビンアテンダントとして２年乗務

（シンガポール在住、シンガポールー日本ーアメリカ便）

•ブリティッシュ・エアウェイズで１０年乗務

（成田ベース、関空ベースで日本ーロンドン便）
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【インスタグラム】

•2020年４月 コロナで外出自粛になり、

自己流でインスタグラムをスタート。

•2020年10月 アカデミーに入学し、インスタグラムの基本を学ぶ。

•2020年2月 ５ヶ月でフォロワー１万人達成。

沖縄の紹介をして貢献したいと、

PRで沖縄の商品やホテル・飲食店を紹介。

PRで韓国旅行にも招待を受ける。

個人・サロンなどへのコンサルティング多数。
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【インバウンドの可能性①】

•１０月から沖縄ー台湾、香港の国際線が再開！

１１月から韓国線が再開！

•国内からの人数は、コロナ前の水準に

回復する見込み。（沖縄観光コンベンションビューロー発表）
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【出典：
沖縄観光コンベンションビューロー】



【インバウンドの可能性②】

コロナの終息後に旅行したい国、

第一位に、

日本！

（56%以上）

（対象：アジア居住者）
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【出典：日本政策投資銀行・日本交通公社】



【インバウンドの可能性③】

対象がヨーロッパ・アメリカ・オーストラリアに

なると、

日本は、第２位。

8【出典：日本政策投資銀行・日本交通公社】



【出典：Japan World Guide】

訪日外国人が最も多い都道府県
トップ１０は？（2019年）
↓

１． ６．

２． ７．

３． ８．

４． ９．

５． 10.
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【インバウンドの可能性④】



【インバウンドの可能性⑤】

訪日外国人一人あたりの消費額が
多い都道府県のトップ５は？
↓

１．

２．

３．

４．

５．
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【出典：Japan World Guide】



【円安が追い風に！】

•１＄＝１００円→１５０円。

海外の人にとっては、３０％セールの感覚。

•尾崎牛のディナー、１万円。

•インバウンドをターゲットに、

英語のアカウント、HP、メニュー構成。

→インバウンド向けのメニューは、〇万円。

【@yakinikumafia】
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【消費している項目①】

•消費の内訳ランキング

↓

１．
２．
３．
４．
５．
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【出典：「訪日外国人の消費動向調査（観光庁）】



【SNS 世界のアクティブユーザー数】

•世界人口 ７９億人

２０２２年１月の調査

Facebook   ２７億

YouTube ２０億

Instagram １０億

TikTok １０億

Twitter ３億３０００万
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【出典：Growth Seed】



【SNS 国内月間アクティブユーザーの推移】

・FBは、下降傾向。

月間２６００万人。（2019年3月）

・インスタは伸び続けている。

月間３３００万人。（2021年3月）

↓

４８００万人（2022年7月）

・TikTokは、１７００万人。(2021年10月）
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【出典：Social Media Laｂ】



【インスタの年齢別ユーザー男女比】

■「インスタ」ユーザー数は、３０代が最多。

■５０代以上のシニア層も増加傾向。

■１０代～５０代は、女性が半数以上。

■インスタは、交流のツールでもあり、

情報検索のツールでもある。

→「ググる」よりも、「タグる」。

15【出典：Social Media Laｂ】



【アカウントを運用してみよう】

•全て英語のインバウンド向けアカウントにする

メリット・デメリット

•既存の日本語アカウントに英語を付け加える

メリット・デメリット
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【アカウントの設計について】

1.目的とゴールを決める！

2.テーマを絞る

3.相手のお悩みや知りたいことは何か！？

←相手目線を意識する

4.世界観の統一

←パッと見て、どんなアカウントか

一目でわかるようにする。
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【プロフィールについて】

•名前の太字

→自分のテーマで、検索されるキーワードで。(30文字）

•プロフィール写真

→雰囲気が伝わる写真。

•「人は見たいものしかみない」

→相手目線のキャッチフレーズ

•フォローすると、相手にどんなメリットがあるのか？

•最初の４行に、インパクト。

•箇条書きで見やすく。
18



【写真について】

•人は、明るい写真が好き。

•正方形ではなく、３：４の縦長がオススメ。

→相手のスマホ画面にしめる面積が大きくなる。

→余白で世界観が伝えられる。
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【動画について】

•動画を活用していこう！

→情報量が多い。伝わりやすい。

リールで投稿しやすい。

•おすすめアプリ

↓

「CapCut」（無料）

＊編集が簡単。

色々なエフェクトがある。
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【文章について】

•一文は短めに。簡単な英語でOK。

段落ごとに改行して、スペースをとり、

読みやすくする。

•おすすめアプリ
↓
「改行くん」（無料）
＊改行やスペースをとって、書ける。
＊３投稿まで下書きを書いておける。
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【リール・投稿・ストーリーズの役割について】

１．リール（ショート動画）は、チラシ的役割。

→フォロワー以外の方にみてもらうキッカケになる。

２．投稿で、しっかり内容を伝える。

３．ストーリーズは、フォロワーさんとの

濃いコミュニケーションの為。

気軽な日常を出して、親近感をアップしたり、

DMに繋げる。

アンケートやクイズを出したりして、やり取りする。
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【ハッシュタグについて ①】

・投稿に関係のあるハッシュタグを付ける。
→インスタのAIに、何のジャンルかを覚えさせる。
発見欄、おすすめに上がりやすくなる。

・最大３０個付けられるが、１０個前後にとどめるのが推奨。

・ハッシュタグの母数を意識する。
大ー１０万以上
中ー１万～１０万まで
小ー１万未満
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【ハッシュタグについて ②】

・良く使われる英語のハッシュタグ（観光・風景などの場合）

＃okinawatrip #okinawatravel #okinawahapan 
#okinawalife #discoverokinawa #exploreokinawa

#iloveokinawa #okinawaholic

#okinawatrip2022 #instaokinawa
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【不動産ジャンルとインスタグラム】

●ターゲットが、インスタのユーザーと合っている。

●明るく、キレイ目な写真。

文字入れ、キャッチーなコピー。

●LINE登録を促し、気軽に問い合わせしてもらう導線。

潜在的顧客を集めている。
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【モデリングしてみよう】

・なりたいアカウントに近づくには、モデリングから！

・プロフィール、写真、文章、ハイライト、ハッシュタグ、

特徴は何か、言語化してみよう。

・良い部分を取り入れてみよう。

・英語の文章、書き方を学んでみよう

@visitokinawajapan
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【モデリングしてみよう】

@tokyoexpreriences @anaoha@kyoko1903
27



Ｑ：社会人の勉強時間は一日何分？

Ａ：平均 ６分。（平成２８年度 総務省が２０万人を対象に行った調査）

新人の５割、若手の６割、中堅の７割は
全く自己学習していない！
毎日１時間勉強するだけで、上位５％に入る！

●テレビ・ラジオ・新聞・雑誌
→１００分

●休養・くつろぎ
→８６分

●学習・自己啓発・訓練
→６分
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【よくある三大 悩み】

•時間がない。

•お金がない。

•続かない。

ながら時間 スキマ時間の活用

アプリで楽しみながら。

好きな分野を学ぶ、日々の習慣にする。
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【英語学習もインスタで！】

@kevinsenroom @studyin.jp
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【英語学習アカウントを探してみよう】

１．虫眼鏡マークの検索欄に
「英語学習」などのキーワードを入れて、
「アカウント」のタブをタップ。

２．一つ一つアカウントを見て、
好みであったり、学びたいジャンルを探す。
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【英語学習を続けるコツ ３つ】

１．「なぜこれをするのか？」という動機、目的、理由を明確にする。

→長期目標がクリアになると、優先順位がクリアになる。

２．時間の使い方を可視化する。やらないこと、減らすことを決める。

→無駄な時間はないか？減らせることはないか？

時間を確保する！！

３．英語学習をルーティン化する。毎日の習慣にする。
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【リーディング力アップのために】

１．英字新聞

・Ryukyu Shimpo
（沖縄のニュース、沖縄文化についての記事が中心）

・The Japan Times
（無料でメール配信の登録ができる。毎日配信される）

・The Japan Times Alpha
（ジャパンタイムスより易しい）

２．好きな海外のアーティスト、好きな人のＳＮＳをフォローする
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【ライティング力アップのために】

１．良いと思ったフレーズの投稿を保存しておく。

２．文章を書く時に、保存した文章を見返したりして、

自分も使ってみる！

短い文章、シンプルで読みやすい文章でOK！
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【翻訳アプリ＆サイト】

１．Google 翻訳

２．LINE翻訳

３．Weblio英語辞書

４. 英辞郎 on the WEB(アルク）
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【TOEIC得点アップを目指すには！？】

１．アルク社の通信講座

ヒアリングマラソン＆ENGLISH JOURNAL

メリットー・毎月テスト提出があり、リスニングパートの勉強に効果的。

・使えるシーンの英語表現や

有名人のインタビュー記事など、トピックが幅広い。

・レベルに合わせて色々なコースがある。

デメリットー有料教材である。

学習時間の確保・継続力が必要。
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【ワーク】
「まず今日やってみること」
「習慣にしたいこと」を書いてみよう！

１．大きなことでなくても大丈夫！

まずは、ベビーステップで、小さなことでOK！

２．スマホメモ、または手帳に書いて、定期的に見直そう。

３．６６日続けると習慣になる、と言われています。

１月下旬には習慣化になっているように、続けてみよう！

４．できない日があってもOK！またスタートしよう！
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【英語の名言】

Live as if you die tomorrow,
Learn as if you live forever.

明日死ぬかのごとく、生きよ。
永遠に生きるかのごとく、学べ。

～ガンジー～
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