
実践的日本語習得＋モチベーション可視化 
 

オンライン日本語サービス「日本語.COM」のご紹介 



日本語.COMとは 

  600名以上の講師が在籍する“１：１で日本語学習ができるオンライン日本語学校” 
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業界・職種ごとの豊富な日本語学習教材 

業界1位の600名超講師による完全個別学習 icon 

活力・熱意・没頭を測定して心の状態を可視化 icon 

オンラインで完結する新しい日本語学校 
職場で使える 
本物の日本語 

https://ni-hongo.com/ 
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よくある課題 

外国人雇用で、このような悩みはありませんか？ 

理解していないのに 

“わかりました”という 

電話対応が出来ず 

同僚の負担が増える 

離職率が高く 
採用効率が悪い 

聴解能力がまだ低い、または専

門的な用語が理解できないため、

何に対しても“わかりました”と

返答する。 

問い合わせ、社内報告など、電

話対応が頻繁に発生する現場で

一人分の工数として機能しない。 

その結果、同僚の負担が増えた

り、スタッフ人員増加に繋がる。 

就労や学習に対するモチベー

ションが分かりにくいため、適

正な評価を下せず、急な離職が

頻発する。 
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サービス紹介 

外国人スタッフを最大限活用し、運営にかかるコストを削減します。 

また、提供価値が向上するため、新規顧客獲得・売上拡大へ繋がります。 

現場で使える 

実践的な日本語 

電話対応可 

作業効率アップ 

離職率が低下し、 

採用効率が向上 

実務経験豊富な講師陣が業界に特化

した学習教材で１：１の完全個別指

導。業界特有の言い回し、業務フ

ローを学ぶことで、単なる語学学習

ではなく実務能力向上に繋がります。 

現場で実務経験豊富な講師が1：1

の会話レッスンを実施。また、1人

の生徒を複数の講師が担当する独自

のシェアード体制により、日本語力

が大幅向上。 

世界標準のワークエンゲージメント

指数を用いて各従業員の毎月の心理

的状況を可視化。 

外国人従業員の一般離職率28.0％

に比べて利用者の離職率は2.0％ま

で低下。 
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日本語.COMとは 

外国人従業員をエンパワーメントする６つの機能 
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600名以上の経験豊富なプロ講師 単語・文法・読解・聴解の教材＋テスト “熱意”“没頭”“活力”を視覚化 

 

貴社従業員の利用状況を一目で把握 

 

毎授業後の講師レポートをまとめて送付 

 

個々の能力に沿った授業内容＋宿題 

１：１レッスン 10,000以上の教材 モチベーション可視化 

管理者用ページ 毎月レポート 個別カリキュラム 



受講の流れ 

  確実に能力を高め、学習と仕事へのモチベーションを高めることを目指した指導をします。 
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会話能力をA１～C２の６段階で判定 

単語・文法・敬語・非言語的コミュニケーションを測定 

レベル測定 

・朝9時～夜11時まで開講 

・1対1の完全個別指導 

・通常コース（A１～C２） 
・専門コース（介護・IT・製造等） 
・600名以上のコースごとの専門
講師を予約可能 

レッスン 

・授業後に自動出題される宿題
を演習（合格するまで） 
・質問掲示板で疑問解消 

レッスン外 

・毎月17項目の質問に応答 

・年2回のストレスチェックテスト 

・ワークエンゲージメントと受講
データからモチベーション状況を
可視化 

・危険水域にある受講生は企業
管理者へ個別連絡 

サーベイ 



7 

（１）純粋な「語学」ではなく、職場で使える「本物の日本語」を提供 
（２）法人利用を前提とした、外国人従業員のモチベーション可視化 

（参考）外国人社員が必要だと感じる「日本語力」の内訳 

出典：野元千寿子「日系企業が現地社員に求める『ビジネス日本語』の実態」 

実践性を重視 
 

既存の日本語学習サービスは、「語学」にフォーカスした
ものが多いが、現場が求める日本語力を育てるには、 

「語学」だけでなく「専門用語」や「商習慣」など日本の
ビジネスコミュニケーションまで包括した内容が必要。 

外国人従業員のサーベイ 
 

世界標準のワークエンゲージメント指数を用いて各従業員
の毎月の心理的状況を可視化。学習状況データとワークエ
ンゲージメントデータより離職傾向にある従業員の早期発

見が可能。 

ワーク・エンゲイジメントの測定に当たっては、ユトレヒト・ワーク・エンゲイジメント尺度
（Utrecht Work Engagement Scale：UWES）が最も広く世界で活用されて
おり、「活力」「熱意」「没頭」のワークエンゲージメント因子を17項目の質問で測定。 

＜マイページのサンプル＞ 

特長１.実践性と心身状態の可視化 



最も重要な「話す」が欠けている従来の日本語教育(JLPT)の課題を解決することで、 
外国人スタッフ・顧客満足度が向上 
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特長２.効果とお客様の声 

離職率 
-26％ 

離職率の比較 利用者の声 

以前は半分くらい内容が分からな
くても、勝手に判断して対応してい
たが、今は分からないところを質問
できるようになった。 

間違えた日本語を話すのが怖かっ
たが、今は積極的に話せるように
なった。 

職場で日本人同士の会話内容が
把握できるようになり、結果として
仕事のスピードが上がった。 

職場で雑談ができるようになって、
仕事自体が楽しくなった。 

伝えたいことが伝わるようになった。 以前は伝わっているのか不安だっ
たが、今はちゃんと分かっていると思
えることが増えた。 

日本人スタッフにしかお願いできな
かった少しややこしい仕事を、外国
人スタッフにも頼めるようになった。 

イキイキと仕事に取り組むように
なった。 

会話をする時間が増えた。 
つまらなそうな態度を取ることが
減ったように感じる。 

トラブル時にわざわざ通訳スタッフを
呼ばなくても良くなった。 

社内の雰囲気が以前より明るく
なった。 

外国人スタッフ 

管理者 
日本人スタッフ 

取引先・利用者 

全国外国人従
業員離職率 

28.0％ 



株式会社モス様の事例 

導入前の課題 導入後の効果 

 現地送り出し機関に日本語教育を頼んでいたが、学

習進度が遅く、内容も不明瞭だった。 

 JLPTの学習だけでは実際の日本語会話能力はほと

んど上がらなかった。 

 同僚社員は忙しく、日本語学習にコミットすること

ができなかった。 

 ベテランのプロ講師に１：１で教えてもらい、学習

進度も早まり、学習内容も可視化された。 

 日本語を話す・聞く能力が飛躍的に向上した。 

 隙間時間で学習できるので、周囲のスタッフの負担

を増やすことなく学習を進めることができた。 

完全個別カリキュラムでひとりひとり
の日本語学習を徹底フォロー 

現場で即戦力の日本語会話能力を育成 

http://www.mos-seimitsu.com/ 
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料金 

月額費用 

月額13,000円（税抜）/ID 

※1年間単位契約 

月額費用は10回/月のレッスンまで受講可能です。 
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教材学習（動画あ

り）10,000以上 
ワークエンゲージメ
ント測定（毎月） 

ストレスチェックテ
スト（年2回） 

講師へ24時間質問で
きる掲示板利用 

1回25分の完全個別 レベル別学習 

宿題の自動出題と採
点 

レッスンレポート
（毎月） 



ご利用の流れ 

お問い合わせ 
まずは info@ge-partners.co.jp にメールでお問い合わせください。 

ご相談内容を確認の上、担当者よりご連絡いたします。 

ヒアリング 
貴社の課題感を担当者がヒアリングいたします。 
打ち合わせの日時についてご連絡をいたします。 

プランのご提案 お客様の課題に対して個別に最適なカリキュラムをご提案いたします。 

契約・利用開始 
契約書のご記入・ご入金をもって利用開始とさせて頂きます。 
導入から運用まで専任の担当者が継続的にサポートいたします。 
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よくある質問 

Q どんな講師がいますか？ 

A 日本語教師資格保有者でキャリア20年以上の講師、テレビ局アナウンサー、大学教授など多様な日本語講師が在籍して
います。 

Q 試験対策はできますか？ 

A JLPTはもちろん業界ごとの資格試験対策も資格保有する専任講師が指導します。詳しくはお問い合わせください。 

Q １コマ25分は短くないですか？ 

A １：１でレッスンをするため、短時間で非常に多くの知識をインプットアウトプットをします。集中力が持続する時間
を考慮して25分としています。 

Q モチベーションが上がるか心配です。どのような対策をしますか？ 

A 我々はモチベーションが高いから日本語が上手になるのではなく、日本語が上手になるからモチベーションが上がると
考えています。日本語.COMではそれぞれの課題や現状を踏まえて授業を行うため、効果を実感して意欲を向上・維持
させることが可能です。また仕事に対するモチベーションはワークエンゲージメントを測定して数値評価も実施します。 

Q お試し利用はできますか？ 

A はい、トライアルでご利用いただけます。詳しくはお問い合わせください。 
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会社概要 

商号 GEパートナーズ株式会社 

代表 代表取締役社長  木本 佑史 

事業内容 日本語オンライン会話スクールの運営、外国籍人材の有料職業紹介 

資本金 3,400万円 

設立 2018年4月10日 

拠点 
(東京本社)  東京都渋谷区道玄坂1丁目21-1 渋谷ソラスタ 3F 

(ベトナム支社) 11A Hong Ha Str, ward 2, Tan Binh District, HCMC 

会社WEB https://ge-partners.co/ 

日本語.COM https://ni-hongo.com/ 
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メディア掲載 

NHK静岡放送局（2021年1月15日） 

 

静岡県下の導入企業での学習の様子

を特集放映されました。 

日経新聞（2020年1月10日）朝刊 

 

日本語.COMのサービス概要が紹介

されました。 

未来の教室Learning Innovation 

 

経済産業省が主管する未来の教室

~Learning Innovation~に掲載さ

れました。 
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https://www.nikkei.com/article/DGKKZO54216870Z00C20A1LKB000/ 

コロナ影響の追い風も受け、各種メディアからも注目されております。 

https://youtu.be/aPnnvKIE4yU https://www.learning-innovation.go.jp/db/ed0149/ 

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO54216870Z00C20A1LKB000/
https://youtu.be/aPnnvKIE4yU
https://www.learning-innovation.go.jp/db/ed0149/
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無料相談受付中 

日本語教育について相談したい、日本語能力を改善したいという方はご相談ください。 

メールでのお問い合わせ 

info＠ge-partners.co.jp 
 

会社名・氏名・メールアドレス・電話番号を 

ご記入の上、お問い合わせください 

https://ni-hongo.com 
当社のホームページでも資料請求・お問い合わせができます。資料の郵送も承ります。 

15 

https://ni-hongo.com/
https://ni-hongo.com/
https://ni-hongo.com/

