
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
立命館アジア太平洋大学 

アカデミック・オフィス 
第 1 版 

（2019 年 6 月 25 日） 
  

 

募集期間 2019/6/25(火) ~ 7/18(木)16:30 

派遣先企業 株式会社 サン・クレア 

ビジネスインターンシップ 募集要項 
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ビジネスインターンシップとは 

科目概要と授業の特色について 
インターンシップは、ビジネスがどのように執行されているか、また、大学で学習した概念や理論がビジネ

ス現場で実際にどのように反映されているかについて、理解を深めることができる良い機会です。また、

インターンシップでの経験は、将来どのようなキャリア選択をするか考える上で指針となる他、具体的に

どのような学修に取り組んでいくべきかより明確に把握でき、また、社会人としてのネットワーク構築を可

能にします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
科目名称 / 単位 / 成績について 

 「募集プログラムとスケジュール」(P.4~11)で確認してください。 
 事前・事後授業も含むすべてのプログラムに参加し、良好な参加態度と課題をすべてこなすことが単位

取得には必須です。 
 

履修登録および単位授与時期について 
 当該科目は、実習が終了した次のセメスター(2019 年度秋セメスター)科目として大学が登録します。 
 当該科目の単位は、履修科目登録上限単位数の上限には含まれません。  

 

募集概要

募集プログラム 
2019 年度は以下プログラムで参加者を募集します。 *詳細は P.6～11 を参照。 

事業分野 業務内容 実習地 実習時期 
受入 

人数 

1. マーケティング事業 
既存の直営ホテルでの 

マーケティング活動 
広島県福山市 2019/8/18(日)～9/15(日) 2～3 名 

2. ツーリズム企画実施 
既存の直営ホテルでの 

企画立案および実施 
広島県福山市 2019/8/18(日)～9/15(日) 3～4 名 

3. 地域イベント再生事業 
愛媛県松野町 森の国ホテル  

English Camp 再興事業 

広島県福山市 

愛媛県宇和島市他 
2019/8/12(月)～9/3(火) 3～4 名 

 
申請要件 
 P.5 の「申請条件」欄を確認してください。 

 
申請方法 
申請期間中に以下ウエブサイトからオンライン申請してください。 

申請期間: 2019 年 6 月 25 日(火)～7 月 18 日(木) 16:30 
 申請用ウエブサイト URL https://survey2.apu.ac.jp/limesurvey/index.php/152357?lang=ja 

 
募集ガイダンス日程    
 2019 年 7 月 3 日(水) 5 限目 (F303) 
 2019 年 7 月 10 日(水) 5 限目 (F303) 

 

[派遣先企業] 実習: インターンシップ 

[APU] 事前授業: 目標設定、自己分析、社会人基礎力について 

[APU] 事後授業: プレゼンテーション 
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選考方法 
志望理由書と学修状況を基に総合的に選します。 
 
選考期間および最終合否発表 
 各審査日程(予定)は以下の通りです。  
 書類審査結果発表時に面接日時も合わせてお知らせします。  

書類審査 2019 年 7 月 19 日(金) ～ 7 月 22 日(月) 

最終合格発表 2019 年 7 月 23 日(火) 
キャンパスターミナルの「あなた宛の重要なお知らせ」を通して通知。 

受講者ガイダンス 2019 年 7 月 30 日(火) 5 限目 合格者は参加必須。 
 
 

参加後の手続き 

1. 授業について 
本プログラムは、インターンシップ実習の他に、事前授業と事後授業への出席が必須となっています。 

 
2. 保険加入について 

個人で既に加入している場合も、APU が指定するインターンシップ保険への加入が必要です。 保険加入

に関する詳細は、受講が決定した後に実施されるガイダンスで説明します。 
 

 
3. 免責事項・注意事項 

プログラムの中止や内容の変更 
受講態度や出席状況などを勘案し、受講不適当と判断された場合、最終合否発表後であっても、参加者

のプログラム参加が取り消されることがあります。 
 

最終合否発表後の辞退について 
本学は申請者がプログラム申請をした時点で受講の意思があるものとして選考を行います。最終合格発

表後の辞退は原則、認められません。申請する際は、事前にプログラム内容をよく確認し、辞退すること

のないよう準備を行ってください。 

 
履修計画について 
本プログラムによる履修科目・修得単位数が、卒業までの履修計画において問題がないか、十分に確認

してください。プログラム合格後に問題が判明した場合も、履修の特別配慮等はしませんので、自己責任

において、プログラムの応募を行ってください。 
 

規律事項 

基本姿勢 

立命館アジア太平洋大学 Off-campus Study Program（以下「プログラム」という。）に参加する学生は、次の

点を遵守しなければならない 

（１） プログラムの目的と主旨を理解し、積極的に真面目な態度で勉学に励まなければならない。 

（２） 立命館アジア太平洋大学（以下「本学」という。）の学生として自覚と誇りを持って、本学および派

遣先大学・機関（以下「派遣先」という。）の名誉を傷つける行動は慎まなければならない。 

（３） プログラム期間中は、日本の法令および本学の諸規則の他、派遣先の国・地域の法令および諸

規則を遵守し、本学および派遣先の教職員の指示に従わなければならない。 

（４） 遵守事項に反する事態を生じさせた場合は、本プログラムへの参加取消・帰国措置を命じられて

も、異議を申し立ててはならない。 

 

２．健康管理等 

（１） 健康管理は、自らの責任で行うこと。 

（２） 渡航前に、本学が指定する海外旅行傷害保険および危機管理支援システム（J-TAS）等へ加入す

ること。（海外プログラムのみ） 

（３） 既往症等ある場合は、申し出ること。 

（４） 傷病等により入院加療の医療措置が必要となった場合は、すみやかに本学および派遣先に報告
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するとともに教職員の指示に従うこと。ただし、これらの措置に必要な費用の内、保険の補償限度

額超過分については、本人が負担すること。 

（５） 緊急に医療手当または手術の必要が生じ、本人または保証人の同意を得る時間的猶予がない場

合は、本学もしくは派遣先の教職員または医師の判断によって処置することに同意すること。 

 

３．経費および補償 

（１） プログラムに要する費用（実習費・宿泊費・交通費・保険料等）は、指定の期日までに納入すること。 

（２） 募集要項に定める所定の期日後に、本人の傷病、処分等の理由によってプログラムへ参加また

は継続ができなくなった場合、または辞退した場合には、必要経費(派遣先から本学に請求された

必要経費を含む)を負担すること。 

（３） 天災・災害・ストライキ・伝染病・政治情勢の変化・戦争・テロ、その他不可抗力に起因する事態に

よって、プログラムの中断や内容の変更があった場合、本学および派遣先に損害賠償を要求せず、

３．（２）と同様の費用を負担すること。 

（４） 本人の不注意または本学および派遣先が管理できない状況下で、事故、病気または死亡事故が

発生した場合、本学および派遣先に対して何等の金銭的またはその他の責任を問わないこと。 

（５） 本人の所有物の盗難や損害、交通事故、刑事事件等が本学および派遣先が管理できない状況下

で発生した場合は、本人の責任で対応しなければならないこと。 

（６） 故意または過失により、第三者または本学に損害を与えた場合は、賠償の責を負わなければなら

ないこと。 

（７） プログラムの実習期間中に、本学、派遣先以外の第三者団体、個人、ホームステイ先等による不

法行為が原因で本人に事故や損害が生じた場合、本人が訴訟やそれに関わる対応等の責任を

負わなければならない。 本学、派遣先はその責任を負わない。  

 

その他

個人情報の取扱いについて 
派遣に関わる調整・手続きを進める上で、第三者(派遣先企業、旅行代理店、保険会社)に対して個人情報を

提供することがあります。 提供する情報には、氏名、性別、国籍、E メールアドレス、生年月日、パスポート番

号、所属学部、専攻分野、大学での学修状況、申請時に提出された情報があります。  
 
姿勢 
プログラムでの経験が有益なものになるかどうかは、参加者自身の姿勢や努力が大きく左右します。特に海

外プログラムでは異文化を受け入れる柔軟性や積極的な学習姿勢を持つことが必要です。 各自でプログラ

ムの参加目的をしっかり定めてください。 なお、派遣前後に行う事前・事後授業やガイダンスへの出席は必

須です。 無断欠席は認めません。 その他、書類や課題などの提出期日は必ず守ってください。 
 
宿泊 
「募集プログラムとスケジュール」(P.6~11)に掲載されている各プログラムの宿泊形態を確認してください。  
宿泊先では、宿泊施設のルールや指示に従ってください。 
 
 

ビジネスインターンシップに関する問い合わせ先 

アカデミック・オフィス B 棟 1 階 
担当者: アカデミック・オフィス 三輪、伊東、菅 
Email: atfs@apu.ac.jp 
TEL 0977-78-1101 / FAX: 0977-78-1102 
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ビジネスインターンシップ概要 

募集時期 2019 年 6 月 25 日(火) ～ 同年 7 月 18 日(木) 16:30 

派遣時期 P.1 「募集概要」参照 

派遣先企業 株式会社 サン・クレア (2015 年 10 月設立) 

 

 前身も含めると、広島県福山市と愛媛県宇和島市で約 30 年ビジネスホテル運営 

 ホテルマネジメント、ホテル事業再生、ホテル事業コンサルティング、Ｍ&Ａ事業他 

 単に寝泊まりするだけではないホテルをプロデュース＆運営 

 2018 年 12 月、築 23 年のマンションをホテルに地元企業とのコラボレーションし、

「ANCHOR HOTEL FUKUYAMA」をオープン 

 2019 年 12 月、愛媛県松野町から譲渡される「森の国ホテル」を OPEN 予定 

 2020 年春、広島県広島市、岡山県倉敷市にライフスタイルホテルをオープン予定 

プログラム 
の流れ 

2019 年度春セメスター APU 2019 年 8 月 1日(木)4～5限 

目標設定、自己分析、社会人基礎力、自己アピール 

2019 年度夏セッション期 派遣先企業 内容、日程については P.6～11 を参照。 

2019 年度秋セメスター APU 
2019 年 10 月 9 日(水)4～5限 

振り返り、プレゼンテーション等 

申請条件 

・ 国際経営学部所属の学生であること 
・ 申請時(2019 年度春セメスター)、4～7 セメスター以上であること 
・ 申請時～派遣時(2019 年度春セメスター～秋セメスター)を通して通常在籍状態である学生 
・ 申請時(2019 年度春セメスター)の通算 GPA が 2.50 以上であること 
(2017 年度カリキュラムの場合) 
APM の必修科目 11 科目のうち 9 科目および「基礎数学」または「上級数学」の単位を修得済みであ

ること 
(2011 年度カリキュラムの場合) 
「基礎数学」または「ビジネス数学」のうち 1 科目および APM コア科目の 5 科目の単位を修得済みで

あること 

科目名称/ 
成績 

(予定) 

科目名称 ビジネスインターンシップ (APM 専門教育科目) 

開講言語 日本語 

単位数 / 評価 2 単位 /  P/F 評価 

 セメスターの履修科目登録上限単位数の上限に含まれない。 
 上記取得単位は、2019 年度秋セメスター科目として大学が自動登録 
 [注意] 事前・事後授業も含むすべてのプログラムに参加し、良好な参加態度と課題をすべてこ

なすことが単位修得には必須である。 

担当教員 小澤 朋之准教授 (国際経営学部) 

謝礼  参加に費用はかかりません。 
 宿泊費、交通費の補助有り。 

募集人数 

・ マーケティング事業 2～3 名 

・ ツーリズム企画実施 3～4 名 

・ 地域イベント再生事業 3～4 名 

(最少実施人数： 上記 3 事業合計 5 名) 
今後のスケジュール 

日程 内容 

2019 年 

6/25(火) ～ 7/18(木) 16]30 募集期間 

7/3(水) 5 限目 募集ガイダンス (1 回目) @F303 

7/10(水) 5 限目 募集ガイダンス (2 回目) @F303 

7/18(木) 16:30 募集締切 

7/23(火) 合格発表 

7/30(火) 5 限目 受講者ガイダンス 

8/1(木) 4～5 限 事前授業 

夏季休暇中 インターンシップ実習 

10/9(水) 4～5 限 事後授業 

2020 年 

3 月 成績発表 

*上記以外にも各種ガイダンスが行われる場合があります。 詳しくは参加決定後に案内します。 
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①  マーケティング事業 
 

≪応募者へのメッセージ等≫ 

「マーケティング、広報、ブランディング」のいずれかに興味関心がある学生さんであれば、このインターンシ

ップで有益な体験ができると考えております。言われたことだけを行うのではなく、自らが主体的に考え行動に

移す。そのような学生さんと共に時間を過ごしたいと考えております。 

 

≪受入条件等≫ 

受入部署 

事業所 

 
株式会社サン・クレア 
（本社） 

所在地 
〒720 – 0054 

広島県福山市城見町 1 丁目 1-3 ２F 

担当者 栗田康二／東真貴 

研修内容 

（予定） 

 
ANCHOR HOTEL FUKUYAMA におけるインバウンド増加に向けたマーケティング活動 
 
広島県福山市にある当ホテル。広島県広島市、尾道市、岡山県倉敷市は「その街に来ること」
を目的にする等のインバウンド需要が高く、その実績もあります。一方、福山市においては、
まだまだ魅力の発信ができておらず、もう一歩の状態が続いています。現状のリサーチから「イ
ンバウンドを増やすにはどうすれば良いのか」と仮説を立て、実際のマーケティング活動を行
って頂きます。単純な集客活動だけではなく、ホテル及びサン・クレアという会社がどのよう
にすれば、世の中にさらに発信できるのか、ブランディング観点を併せ持って活動していきま
す。同時期にインターンシップを行う「ツーリズム企画／実行」チームの集客活動も行って頂
きます。 
インターン生の中で「人事領域」に興味がある方がいれば、Wantedly（ビジネス SNS）を共に運
用することも可能です。 
 
※サン・クレア社員以外に、各領域のプロフェッショナルをゲスト講師としてお招きする予定
です。 
 

研修日程 
2019 年 8 月 19 日（月）～9 月 15 日（日） *□土日祝休み 

※最終日は午前中で終わる予定です 

研修時間 
9 時 00 分～18 時 00 分 （休憩時間）12 時 00 分～13 時 00 分 

※概ねの時間となり、活動内容によっては変更する場合がございます。 

募集人数 2～3名 

報酬 □あり（     ）円／日 ☑なし 

交通費 ☑全額支給 □一部支給（      ）  □全額自己負担 

食費 □全額支給 □一部支給（  ）□食事の提供（朝食・昼食・夕食）☑個人負担 

※現在、協議中でございます。 

宿泊 

☑宿泊施設提供（無償）  □支給（全額・一部）□自己負担 

(施設がある場合のみ) 

福山オリエンタルホテル（〒720-0054 広島県福山市城見町１丁目 1-6） 

服装 □スーツ ☑私服 □制服（      ） 

その他  

 
 
 
 



詳細 宿泊先

8月 18日 日 福山への移動日 福山オリエンタルホテル（福山OH）

19日 月 オリエンテーション＆ゴール設定＆現状分析 福山OH

20日 火 ANCHOR関連企業様への見学 福山OH

21日 水 現状分析＆施策立案 福山OH

22日 木 施策ブラッシュアップ 福山OH

23日 金 ツーリズムTEAMと集客開始 福山OH

24日 土 休み 福山OH

25日 日 休み 福山OH

26日 月 運用＆振り返り 福山OH

27日 火 運用＆振り返り 福山OH

28日 水 運用＆振り返り 福山OH

29日 木 運用＆振り返り 福山OH

30日 金 運用＆振り返り 福山OH

31日 土 休み 福山OH

9月 1日 日 休み 福山OH

2日 月 運用＆振り返り 福山OH

3日 火 運用＆振り返り 福山OH

4日 水 運用＆振り返り 福山OH

5日 木 休み 福山OH

6日 金 事前準備 福山OH

7日 土 ANCHORツアー開催日 福山OH

8日 日 運用＆振り返り 福山OH

9日 月 運用＆振り返り 福山OH

10日 火 休み 福山OH

11日 水 運用＆振り返り 福山OH

12日 木 事前準備 福山OH

13日 金 インターン生主体のツアー開催日 福山OH

14日 土 振返り 福山OH

15日 日 発表 帰宅

7

上記スケジュールは、現段階での一例でございます。ツアー日程によって、休日は変わっていきます。

概ね、インターン1週間目で全体のスケジュールを、インターン生と共に作成します。

受け入れ側として、1週間に2日の休み確保など、インターン生の就業環境に最大限の配慮を致します。

ANCHOR HOTEL FUKUYAMAにおける

インバウンド増加に向けたマーケティング活動

受入れ人数 2～3名
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インターンシップ② ツーリズム企画実施 

 

≪応募者へのメッセージ等≫ 

「観光、ツーリズム、企画」のいずれかに興味関心がある学生さんであれば、このインターンシップで有益な体

験ができると考えております。言われたことだけを行うのではなく、自らが主体的に考え行動に移す。そのよう

な学生さんと共に時間を過ごしたいと考えております。 

 

≪受入条件等≫ 

受入部署 

事業所 

 
株式会社サン・クレア 
（本社） 

所在地 
〒720 – 0054 

広島県福山市城見町 1 丁目 1-3 ２F 

担当者 栗田康二／東真貴 

研修内容 

（予定） 

 
ANCHOR HOTEL FUKUYAMA におけるツーリズムの企画／実行 
 
テーマ性がある体験型ツーリズムを、宿泊頂くお客様、または地域住民の方に提供するための
企画および実行を行って頂きます。すでにある体験型ツーリズムを自ら探し、自ら体験し、そ
の中で ANCHOR では何ができるかを考え（企画立案）、企画実施日の確定、そこに向けた集客、
当日の運営など、一気通貫で企画運営を行って頂きます。 
今回のインターンシップ期間では、サン・クレア社員が骨子を考え、インターン生の皆さんが
内容を詰めていく企画を 1 つ、そしてインターン生の皆さまが骨子から考えぬく企画を 1 つ、
合計 2つの企画立案および実行がゴールとなります。 
 
※サン・クレア社員以外に、各領域のプロフェッショナルをゲスト講師としてお招きする予定
です。 
 

研修日程 
2019 年 8 月 19 日（月）～9 月 15 日（日） *□土日祝休み 

※最終日は午前中で終わる予定です 

研修時間 
9 時 00 分～18 時 00 分 （休憩時間）12 時 00 分～13 時 00 分 

※概ねの時間となり、活動内容によっては変更する場合がございます。 

募集人数 3～4名 

報酬 □あり（     ）円／日 ☑なし 

交通費 ☑全額支給 □一部支給（      ）  □全額自己負担 

食費 □全額支給 □一部支給（  ）□食事の提供（朝食・昼食・夕食）☑個人負担 

※現在、協議中でございます。 

宿泊 

☑宿泊施設提供（有無償）  □支給（全額・一部）□自己負担 

(施設がある場合のみ) 

福山オリエンタルホテル（〒720-0054 広島県福山市城見町１丁目 1-6） 

服装 □スーツ ☑私服 □制服（      ） 

その他  

 
 
 
 



詳細 宿泊先

8月 18日 日 福山への移動日 福山オリエンタルホテル（福山OH）

19日 月 オリエンテーション＆ゴール設定＆企画立案 福山OH

20日 火 ANCHOR関連企業様への見学 福山OH

21日 水 企画立案 福山OH

22日 木 既存ツアーへの参加＆企画立案 福山OH

23日 金 企画立案＆マーケTEAMと集客開始 福山OH

24日 土 休み 福山OH

25日 日 休み 福山OH

26日 月 企画立案＆振り返り 福山OH

27日 火 企画立案＆振り返り 福山OH

28日 水 企画立案＆振り返り 福山OH

29日 木 企画立案＆振り返り 福山OH

30日 金 企画立案＆振り返り 福山OH

31日 土 休み 福山OH

9月 1日 日 休み 福山OH

2日 月 企画立案＆振り返り 福山OH

3日 火 企画立案＆振り返り 福山OH

4日 水 企画立案＆振り返り 福山OH

5日 木 休み 福山OH

6日 金 事前準備 福山OH

7日 土 ANCHORツアー開催日 福山OH

8日 日 企画立案＆振り返り 福山OH

9日 月 企画立案＆振り返り 福山OH

10日 火 休み 福山OH

11日 水 企画立案＆振り返り 福山OH

12日 木 事前準備 福山OH

13日 金 インターン生主体のツアー開催日 福山OH

14日 土 振返り 福山OH

15日 日 発表 帰宅

ANCHOR HOTEL FUKUYAMAにおける

ツーリズムの企画／実行

受入れ人数 3～4名

9

上記スケジュールは、現段階での一例でございます。ツアー日程によって、休日は変わっていきます。

概ね、インターン1週間目で全体のスケジュールを、インターン生と共に作成します。

受け入れ側として、1週間に2日の休み確保など、インターン生の就業環境に最大限の配慮を致します。
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インターンシップ③ 地域イベント再生事業 

≪応募者へのメッセージ等≫ 

「観光、地方創生、教育」のいずれかに興味関心がある学生さんであれば、このインターンシップで有益な体験

ができると考えております。言われたことだけを行うのではなく、自らが主体的に考え行動に移す。そのような

学生さんと共に時間を過ごしたいと考えております。 

 

≪受入条件等≫ 

受入部署 

事業所 

 
株式会社サン・クレア 
 
森の国ホテル再生プロジェクト 
 所在地 

〒798-2106 

愛媛県北宇和郡松野町目黒 滑床渓谷 

 

※オリエンテーションは、本社（広島県福

山市城見町 1 丁目 1-3 ２F）にて行いま

す。 

担当者 川口康太 

研修内容 

（予定） 

「森の国ホテル」を舞台とした、子どもたちを対象とした English Camp の企画／運営 
 
「森の国ホテル」がある愛媛県松野町は、人口が 4000 人あまりの愛媛県で一番小さな町です。 
このホテルでは地域住民の協力を頂きながら、約 50年間、子どもたちを対象とした English Camp
を行ってきましたが、残念ながらその歴史は数年前を最後に途絶えました。この Camp 活動は、
子どもたちが異文化と触れ合う中で、最初はぎこちなかったコミュニケーションが、日をたつ
につれて少しずつ変わっていき、最終日には仲間との別れを惜しみ涙を流す子供もいた、この
場所でしか体験できない Camp でした。 
今回、株式会社サン・クレアが「森の国ホテル」を譲渡頂く中で、この Camp を今までの歴史を
大切にしながらも、新しい形で復活させたいと考えています。今回参加頂くインターン生の皆
さんには、Camp 運営のサポートスタッフをまずは体験頂き、8 月末の Camp では、インターン生
の皆さんが主体的に企画および運営を行って頂きます。 
最終的には、「森の国ホテル」を中心とした地域周辺を舞台に、例えば「社会人新卒研修の場」
「同窓会の場」等、対象を「子ども」に限らない企画を考えて頂きます。 

研修日程 
2019 年 8 月 13 日（火）～9 月 3 日（火） *□土日祝休み 

※最終日は午前中で終わる予定です 

研修時間 
9 時 00 分～18 時 00 分 （休憩時間）12 時 00 分～13 時 00 分 

※概ねの時間となり、活動内容によっては変更する場合がございます。 

募集人数 3～4名 

報酬 □あり（     ）円／日 ☑なし 

交通費 ☑全額支給 □一部支給（      ）  □全額自己負担 

食費 □全額支給 □一部支給（  ）□食事の提供（朝食・昼食・夕食）☑個人負担 

※現在、協議中でございます。 

宿泊 

☑宿泊施設提供（無償）  □支給（全額・一部）□自己負担 

(施設がある場合のみ) 

宇和島オリエンタルホテル（〒798-0033 愛媛県宇和島市鶴島町 6-10） 

※愛媛県松野町にある廃校を利用し、宿泊する可能性もございます。（松野町と協議中） 

服装 □スーツ ☑私服 □制服（      ） 

その他  

 



詳細 宿泊先

8月 12日 月・祝 福山への移動日 福山オリエンタルホテル（福山OH）

13日 火 オリエンテーション＆ゴール設定 福山OH

14日 水
ANCHOR関連企業様への見学

（数社様への訪問予定：調整中）
福山OH

15日 木
福山から愛媛県松野町へ移動

（途中、道の駅などを見学）
宇和島オリエンタルホテル（宇和島OH）

16日 金
English Camp関係者へ挨拶

（関係者とのコミュニケーション）
宇和島OH

17日 土 休み 宇和島OH

18日 日 English Camp準備日 宇和島OH

19日 月 開催① 森の国ホテル（調整中）

20日 火 開催② 森の国ホテル（調整中）

21日 水 開催③＆振返り 宇和島OH

22日 木 休み 宇和島OH

23日 金 企画立案 宇和島OH

24日 土 企画立案 宇和島OH

25日 日 企画立案 宇和島OH

26日 月 休み 宇和島OH

27日 火 English Camp準備日 宇和島OH

28日 水 開催① 森の国ホテル（調整中）

29日 木 開催② 森の国ホテル（調整中）

30日 金 開催③＆振返り 宇和島OH

31日 土 休み 宇和島OH

9月 1日 日 振返り＆企画立案 宇和島OH

2日 月 振返り＆企画立案 宇和島OH

3日 火 発表 帰宅

受入れ人数　3～4名

森の国ホテルを舞台とした、子どもたちを対象としたEnglish Campの企画／運営

上記スケジュールは、現段階での一例でございます。キャンプ日程によって、休日は変わっていきます。

スケジュール確定次第に、順次、情報共有をさせて頂きます。

受け入れ側として、1週間に2日の休み確保など、インターン生の就業環境に最大限の配慮を致します。
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