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学生 PJ（学生プロジェクト C）公募要項 

 

＜APU × 別府温泉 杉乃井ホテル Powered by オリックス不動産＞ 

プロ人材とともに学び、考え、創りあげるプラクティカル・ラーニング 

「マルチカルチュラル・フェスティバル in 杉乃井ホテル」推進プロジェクト 

 

１．本プロジェクトの概要 

 本プロジェクトは、杉乃井ホテル＆リゾート㈱、オリックス不動産㈱と APU の協定に基づいて

行う新企画です。 

11 月 24日～27日（秋のクォーターブレイク期間）に、別府温泉・杉乃井ホテル（オリックス・

ホテルマネジメント㈱が運営）において、APU学生と杉乃井ホテルの専門スタッフが協働でプロデ

ュースする「マルチカルチュラル・フェスティバル／MCF（仮称）」を開催します。MCFは、杉乃井

ホテル宿泊者・利用者を対象としたイベントで、企画、マーケティング、広報、予算執行・管理、

企画運営、収支決算など、全てホテルの正式な企画として、実際のビジネスレベルで実施します。 

 今プロジェクトに参加する学生は、MCFのイベントに出演する側ではなく、企画を創り上げるプ

ロデューサーとしての役割を担い、杉乃井ホテルなどの各分野の専門家から企画・マーケティン

グ・広報などの教えを受けるとともに、そうしたプロの人材と一緒に MCF を成功させるために活

動します。 

 この活動により、杉乃井ホテル＆リゾート㈱、オリックス不動産㈱は APU と協働して、観光、

地域振興などを通じたプロジェクト・マネジメントに関わるユニークな人材を育成していきます。 

 

 

２．活動内容と想定活動スケジュール 

（１）活動内容 

① 4～7月（春セメスター）：企画立案・スキル養成 

1）プロジェクトを進める「力」を身に付ける。 

まずは、参加する学生のみなさんがホテルのイベントを企画するために必要な様々な知識

について、プロのスタッフとのワークなどを通じて自身の「力」として身に付けていきます。 

2）マーケティング・企画・広報戦略を立案する。 

  次に、11月に実施する MCFのマーケティング・企画・広報戦略等を、杉乃井ホテルのプロ

のスタッフとともに立案します。4つのチームを立ち上げ、各チームの中で最も評価の高かっ

た企画が採用されます。企画プレゼンテーションは、オリックス・ホテルマネジメントや杉

乃井ホテル＆リゾートの役員・役職者に対して行われる予定です。 

 ② 9～12月（夏期休暇、秋セメスター）：企画運営・実施 

  3）プロジェクトを実行する。 

   採用された企画について、各チームで役割分担をしつつ、実行のフェーズに入ります。予

算策定、イベント出演者の確保、プロモーション活動、営業活動、イベント当日のスケジュ

ール策定、各種発注・調達・契約、人事管理など、やることはたくさんあります。その分野の

プロと一緒に実行します。 



  4）振り返り 

   イベント実施後、振り返りを行います。事業収支は目標に達したかなど、ビジネスとして

の最終的な評価が出されるとともに、事業報告書を作成します。 

 

（２）活動形態 

 ① 全体活動（Session） 

   全員が集まって行う活動は、基本的に対面でのミーティングを予定しています。全体活動

では、マーケティングなど企画に必要な知識の修得、テーマ別グループワーク、各チームで

検討した内容の発表、集中ワークショップなどを想定しています。 

 ② その他の活動 

   チーム単位の打ち合わせや、全体活動にむけた準備等を行います。春セメスターは、各チ

ーム学生 4名＋杉乃井ホテルスタッフ 1名（メンター）の構成を予定しています。 

 ③ 活動場所 

   基本的に、杉乃井ホテルもしくはキャンパス内で活動します。また、営業活動等で学外で

活動することも想定しています。キャンパス・杉乃井ホテル間、別府駅・杉乃井ホテル間の

移動については、杉乃井ホテルのシャトルバスを利用できます。 

 

（３）全体活動スケジュール  

 ※ 特に記載がない場合は、水曜日 5・6 時限目（16:10～19:40）が全体活動の活動時間帯とな

ります。杉乃井ホテルで活動する場合は、キャンパスをシャトルバスで 16：10に出発します。 

 ① 春セメスター 

日程 内容 

4/20(水) Session1 オリエンテーション、チームビルディング 

4/27(水) Session2 講義：マーケティング戦略  → 発表のための準備活動あり 

5/08(日)      発表：マーケティング戦略  ※ 日曜日 13:00-16:00 

5/11(水) Session3 講義：地域の観光課題  → 発表のための準備活動あり 

5/22(日)      発表：地域の観光課題  ※ 日曜日 13:00-16:00 

6/04(土) 

～07(火) 

Session4 企画立案ワークショップ＠杉乃井ホテル宿泊 ※ 4日間・終日 

各チームで 11 月の MCF イベントの企画を作ります。ここから、7 月プレゼン

に向けて、企画を練っていくフェーズになります。これ以降、Session以外に

チーム打ち合わせ等も発生します。 

6/25(土) 

～26(日) 

Session5 広告・プロモーション戦略立案ワークショップ ※ 2日間・終日 

各チームで検討しているイベントの広告・プロモーションを創ります。 

7/06(水) Session6 プレゼンテーション確認① 

7/13(水)      プレゼンテーション確認② 

7/17(日) Session7 プレゼンテーション本番（3時間程度想定） 

 杉乃井ホテル・オリックスホテルマネジメントの役員・役職者に対して、MCF

イベント企画をプレゼンし、11月のイベント企画案を決定します。 

 



 （Session1）オリエンテーション 

本プロジェクトのオリエンテーションを行います。また、チーム分けを行い、メンターと

なる杉乃井ホテルスタッフや本プロジェクトメンバーの紹介をします。 

 

 （Session2・3）講義・発表 

   Session2･3では、本プロジェクトに必要な知識を身に付けてもらいます。マーケティング

戦略は、オリックス・ホテルマネジメントの専門家がホテルにおけるマーケティングの実例

を解説します。地域課題は、大分県別府市の観光課題について、専門家が解説します。各チ

ームは、学習したことについて後日発表してもらいます。 

 

 （Session4）企画立案ワークショップ 

   クォーターブレイク期間の 3泊 4日、杉乃井ホテルに宿泊して、11月の MCFイベントの企

画を作ります。このワークショップ以降、適宜、イベント企画案をブラッシュアップしてい

きます。 

Day1参与調査 

客の立場で杉乃井ホテルの施設・食事・宿泊を体験してもらい、感じたことなどを調査し

ます。 

Day2、Day3分析・企画立案 

 参与調査で得た経験、学習したマーケティングや地域課題を踏まえ、11月の MCFイベント

のための各種分析を行い、イベント企画を立案します。 

Day4プレゼン準備 

 立案したイベント企画についてプレゼンを行います。プレゼン最上位チームには杉乃井ホ

テルの「宿泊券」、2-4位チームには「食事券（ビュッフェ）」をプレゼントします！ 

  ※ 3泊 4日の活動中の宿泊・施設利用・食事の費用は無料です。 

 

 （Session5）広告・プロモーション戦略立案ワークショップ 

   最前線で活躍している広告・プロモーションの専門家を招き、各チームで作成してきたプ

レゼンをベースに、2日間のワークショップを行います。初日は、広告・プロモーション戦略

の実例を紹介しつつ、基本的な知識を学びます。2日目は、学習したことを活用して各チーム

において、広告戦略、デザイナーへのオーダー・ラフ広報物制作などを行います。 

 

 （Session6・7）企画案プレゼンテーション 

   7/16もしくは 17に予定しているプレゼンに向けた最終準備期間です。プレゼンにより、1

つのチームの企画が採用され、実際に 11月の MCF本番でイベントが実施されます。 

  



 ② 夏期休暇・秋セメスター 

日程 内容 

9/2(金) 

～26(月) 

広告・デザイン期間 

 採用されたイベント企画の広告物や各種デザインを検討・製作します。これは

杉乃井ホテルのプロが行いますが、興味のある学生はプロの仕事を見学するこ

とができます。 

9/28(水) Session8 発足会 

 秋セメスター活動開始のミーティングです。スケジュール等を確認します。 

10/5(水) Session9 チーム分け 

 秋活動のタスクを確認し、役割分担、チーム分けを行います。秋は、TEAM-A：

広報・販促活動、TEAM-B：当日運営・現場管理の 2チーム編成です。これ以降、

Session以外にチーム打ち合わせ等も発生します。 

10/19(水) Session10 チーム活動 

11/2(水) Session11 チーム活動 

11/9(水) Session12 チーム活動 

11/23(水) Session13 チーム活動 

 テスト終了後、本番に向けた準備のための活動を行います。 

11/24(木) 

～27(日) 

マルチカルチュラル・フェスティバル【本番】 

 リハーサルやマスコミ発表等も含みます。   ※ 各日・終日 

12-1月 Session14 振り返り・報告 

 活動を振り返って、最終報告書をまとめます。1-2回程度集まることを想定し

ています。最終報告書は、最後まで参加した学生の名前がプロジェクトメンバ

ーとして記載され、参加者の成果物として今後のキャリアに活かして欲しいと

思います。 

   ※ 詳細は、秋セメスター活動開始までに説明します。 



３．本プロジェクトを通して得られること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オリックス・ホテルマネジメントの想い  

 我々オリックス・ホテルマネジメントが目指す別府温泉・杉乃井ホテルの目指す姿、そ

れは「想い出の積み重なる場所」です。さまざまなサービスを通じ、ご宿泊いただいた日

本全国からいらっしゃるお客さまにとっては勿論、この街に暮らす皆さまにとっても、大

事な人と過ごし、特別な時を共有し、時にはここで働き、助け合い、共に成長する。そん

な場所でありたいと思っています。 

本プロジェクトは宿泊されるお客さまや街の方々に「新しい観光」を提供することを通

じ、そのような想い出を皆さんと共に創り上げることが目的です。まだ誰も見たことのな

い、新しい旅のカタチを共に創り上げ、別府の街にずっと根付いていく「想い出」を積み

重ねていきましょう。 

 

【本プロジェクト・プランナー：釼持祐介】 

この企画は、杉乃井ホテルとオリックスが全力を挙げて練り上げた APU学生を対象と

した実践的な人材育成プログラムです。実際の観光商材をつくることを通じ、マーケテ

ィング・広報・プロモーションからイベント実施まで、イベント運営全てのプロセスを

経験することができます。 

現場の杉乃井ホテルのスタッフ、国内の第一線のマーケティングやプロモーションの

プロフェッショナル達との協働は厳しさも伴いますが、日常の学生生活では得られない

クリエイティブな高揚感を得ることができます。そしてその高揚感はやがて「やりたい

こと」「自信」の発見につながり、皆さんのキャリア形成に大きく役立つ、就職試験時の

話題にも上げられるポートフォリオになるでしょう。 
 

釼持祐介：Special Operation Design 株式会社 代表取締役 

空間設計、体験設計を手掛けるクリエイティブファーム代表。様々な空間デザインを

ワークショップやフィールドワークといった説得力あるプロセスを駆使して多数実

現してきた経験を基に、本プログラムの基本設計・監修を行う。 
 

マーケティング 地域の観光課題 ホテルマネジメント 

プロジェクト・マネジメント 広報・プロモーション 

知識の修得 実践経験 

× 

＝ 
得られるスキル 

プロジェクトマネジメント・企画構成力 

クリエイティブシンキング 



４．プロジェクト参加に関わる待遇・諸条件 

 

 ▷ 定められたミーティングに関する杉乃井ホテル⇔APU、別府駅⇔杉乃井ホテルの移動につい

ては、シャトルバスを利用しますので、交通費は不要です。 

 ▷ 杉乃井ホテルで開催される Session（例えば、Session1～3 なら計 5 回の内、4 回を想定）

は、Session後、原則、杉乃井ホテル内のレストランや社員食堂で無料の食事を提供します。

キャンパスで行われる Sessionでは食事はありません。 

 ▷ 宿泊を伴う Session4（3泊 4日）の活動中の宿泊費、食事は無料です。宿泊費には朝食・夕

食が含まれています。その他の飲食および追加オプションとなる施設利用（スパやゲームコ

ーナー、ゴールド・ジム等）については有料です。 

 ▷ Session7のプレゼンテーション本番の後、杉乃井およびオリックス・ホテルマネジメントの

役員との食事会を開催する予定です。 

 ▷ 最後までプロジェクトを完遂した学生には、オリックス・ホテルマネジメントと杉乃井ホテ

ル＆リゾートから日英 2言語で「修了証／Certificate」を授与予定です。今後のキャリア等

でご活用ください。 

▷ 最後まで参加した学生は最終報告書にプロジェクトメンバーとして氏名を掲載。参加学生の成

果物として今後のキャリアで活用できます。 

 ▷ オリックス・ホテルマネジメントもしくは杉乃井ホテルのプロジェクト・サイトに、参加さ

れるみなさんの氏名や写真等を掲載することがあります。 

 

 

  



5．応募要領 

（１）募集人数  合計 16名程度 

 

（２）応募方法 下記のスケジュールに従って、所定の応募書類を提出してください。

個人応募、グループ応募を可とします。 

            ※グループ応募の場合、1チーム 4名を想定しています。 

            提出先（企画課）：planning@apu.ac.jp 

            ※ご質問、ご相談も上記メールアドレスにお問い合わせください。 

 

（３）応募資格 

 a）2022年度春セメスター 2～7セメスター生 

 b）日本語コミュニケーションが可能なこと 

※ プロジェクトは基本的に日本語で行われます。資料等も日本語となります。大学や

主催者は英語の資料提供や通訳を行いませんので、自力で参加できることが必要と

なります。グループ応募の場合で日本語に自信がないメンバーがいる場合は、グル

ープ内で補うことは可能です（ミーティングに同時進行でついていくことが条件で

す）。 

c）2022年春～秋セメスターにかけて、別府で活動が可能なこと 

※ ただし、8 月から 9 月下旬の期間の活動はありません。活動再開は 9 月下旬を

想定しています。 

    d）ある程度、この活動に時間を割ける学生 

※ 正式なホテルのイベントに取り組むプロジェクトです。授業時間やテスト期間と

活動が重複しないようにしますが、このプロジェクトに要する活動時間は多いと想

定しています。ある程度、この活動に時間を割ける学生を募集します。 

 

（４）選考方法  a）書類選考 

   b）面接 

 

（５）スケジュール 4 月 06日（水） 説明会（オンライン） 14時開始 

ZOOM https://weareapu.zoom.us/j/98225371070 
※ 説明会の内容（動画）は、後日、以下のスチューデント・オフィス 

のHPに掲載予定です。 

https://www.apu.ac.jp/studentsupport/page/content0319.html/ 

   4 月 11日（月） 応募締め切り 12時締切（時間厳守） 

   4 月 13日（水） 書類選考結果・面接概要通知  10時頃 

      （キャンパスターミナル「あなた宛てのお知らせ」） 

   4 月 15日（金） 10時～15時 面接（オン・キャンパス） 

             【重要】応募された方は、必ず 4/15（金）10-15 時のスケジュール

を面接のために空けておいてください。 

   4 月 18日（月） 結果発表  10時頃 

   4 月 20日（水） 5・6時限目 プロジェクト開始（Session1） 



（６）求める学生 

 以下の全てを備える必要はありません。一つでもあれば OKです。プロジェクトはチームで成し

遂げるものですので、以下のそれぞれの要素を備えた学生が集い、お互いに協力しながらプロジ

ェクトを成功に導くことを期待しています。 

 

① ＜パイオニア精神にあふれる学生＞ 

   本プロジェクトは、今回が初めての実施となります。想定していないこと、様々な苦労も

あると考えています。そうしたことも、杉乃井ホテルのスタッフとともに、明るく乗り越え

ていける学生を期待しています。 

 

   ＜情熱にあふれる学生＞ 

別府の未来を考え、課題を解決したい。そのためには試行錯誤と失敗を恐れず、自らも主

体的に考え、行動し、プロフェッショナルなビジネスパーソンと一緒に新たなイベントを作

り上げたいという情熱がある人と、ぜひこのプロジェクトを成し遂げたいです。 

 

 ② 以下のキャリアに興味のある学生 

   このプロジェクトに適性のあるのは、以下のキャリアに興味のある方だと考えています。 

  営業企画、販売戦略、マーケター、広報、プロジェクトマネジャー、ブランドマネジャー 

 

 ③ マーケティング、ブランド、プロジェクト・マネジメントに興味や知識を有する学生 

1）履修済みであればプロジェクト推進により役立つと思われる科目例（以下参照） 

※ 単位を取得していなくても応募可能です。 

APS APM 

200番台科目 100番台科目 200番台科目 

ホスピタリティマーケティング 経営学入門 マーケティングリサーチ 

ホスピタリティマネジメント マーケティング入門 ブランドマネジメント 

イベントマネジメント  消費者行動論 

  販売プロモーションマネジメント 

 

  2）マルチカルチュラル・ウィーク等のイベント運営を経験したことがある学生 

以 上




