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2022 年度新入学生の御父母の皆様、ご子息、ご息女様の御入学心よりお祝い申し上げます。また国内学生父母の
会会員の皆様、日頃より当会の活動にご支援を賜り心より御礼申し上げます。
この 2 年間コロナ過の影響により、描いていた APU 生活とは異なる状況での学習を余儀なくされ、子供たちや父
母の皆様方には大きなストレスを感じる時間であったことと思います。一方、限られた環境の中で努力する子供
たちに順応性や可能性を感じた時間でもありました。
APU の先生方、職員の皆様方におきましては迅速なオンライン授業の実施、学びの場の継続にご尽力頂きました
ことを深く感謝申し上げます。
そして、ようやく!!この春より待ちに待った対面授業が本格的に開始されております。キャンパスに到着した国
内外の学生達の、その満面の笑顔からは学業への溢れる意欲とマルチカルチュラルキャンパスへの新たな一歩を
実感することが出来ます。
※APU Twitter (#ずっと待ってたよプロジェクト)
父母の会の活動は APU で学ぶ学生のより良い環境づくりです。
昨年度は生協での 100 円朝食、飲料水などの無料配布、食堂での地産地消、ハラル食品メニュー、web 資格講座
割引補助、フィットネストレーニング機器・備品整備などを企画実施致しました。
来年度には新学部【サステイナビリティ観光学部】の開設が予定されております。
APU 国内学生父母の会では引き続き大学側と連携し学生の皆様の声を基に、目に見える力強いサポートに取り組
む所存でございます。
会員の皆様のご理解とご協力を何卒宜しくお願い申し上げます。
2022 年 5 月 30 日
APU-Club・国内学生父母の会

001

APU-Club・国内学生父母の会のご紹介
国内学生父母の会は「立命館アジア太平洋大学の教育活動に対する援助および文化的諸事業をとおして、大学の
充実・発展および会員相互の親睦をはかることを目的」として活動しています。会員数は約 3,020 名、国内学生
父母の約 99％の皆様に入会いただいております。

父母の会運営について
父母の会は、会員の中から選出された役員により運営されています。役員は、会長 1 名、副会長若干名、監事 1
名、運営委員若干名、名誉会長 1 名、顧問若干名、幹事長 1 名、幹事若干名となっています。会の日常の運営は、
役員によって構成される運営委員会が行っており、原則年 2 回以上開催しています。なお、事務局は学長室 父
母の会事務局が担当しています。

父母の会事業
◆定例懇談会
定例懇談会は、前年度の事業・決算報告、当該年度の事業計画・予算報告の場として、また会員相互の交流およ
び懇親のために毎年 1 回春セメスターに、APU にて開催しています。

◆地域懇談会
会員の皆様の親睦を深め、かつ大学とのコミュニケーションをはか
る場として、全国数ヶ所で懇談会を開催しておりますが、
2022 年度も新型コロナウイルス感染拡大防止のため
オンラインにて数回の開催を予定しております。
（新型コロナウイルスの感染状況によっては、対面での開催も検討
いたします。
）

父母の会支援紹介

父母会では、会員・会員子女の学生へ下記の支援事業を行っています。

各種支援の申請時期・申請場所等詳細は、担当オフィスより会員子女へお知らせします。
◆修学援助奨学金
主たる家計支持者である会員の死亡や失職などによる家計の急変により、修学を継続することが経済的に困難と
なった学生への支援。
[支援額] 大学による国内学生経済支援授業料減免に採用された会員子女へ 20 万円
◆弔慰金
会員または本学に在籍する会員子女の逝去に際して弔慰金を給付。
[支援額] 会員：5 万円 ／ 会員子女：7 万円（対象者が死亡した日から 6 ヵ月以内）
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大学の近況について
2023 年度の新学部開設と APU 教育の強化
APU2030 ビジョン「APU で学んだ人たちが世界を変え
る」の実現のため、2021 年～2030 年の中長期計画「チ
ャレンジ・デザイン」を策定し、2021 年度から取り組
みを進めています。そのチャレンジ・デザイン前半期
で最も大きな取り組みとして、2023 年 4 月、APU は新
たに新学部「サステイナビリティ観光学部」
（仮称）を
開設し、既存の「アジア太平洋学部」
「国際経営学部」
の改革、学部共通の学びや学びの場の拡充と合わせ
て、APU の教育全体を進化させます（写真：2023 年完
成予定である新しい教学棟外観イメージ）
入国規制緩和により、国際生たちの入国が再開
3 月 15 日（火）
、入国規制緩和後はじめて、国際生（フィ
ジー出身）が AP ハウスに到着しました。以降 5 月 9 日ま
で、68 ヵ国・地域から、合計 871 名の学生たちが日本に
入国しています。この 2 年間、キャンパスで学ぶ日を心
待ちにしていた学生たちを歓迎し、喜びを分かち合うた
め、APU の全公式 SNS で「ずっと待ってたよ」プロジェク
トを開始。APU 公式サイトのトップページでは国際学生の
日々の入国状況（国・地域数、学生数）を掲載し、SNS で
は国際学生の母国語での挨拶や、入国待機中の体験談などを毎週動画でご紹介しています。

2022 年春の学位授与式
3 月 18 日（金）
、対面とオンラインのハイブリットで学
位授与式を行いました。会場となった別府市のビーコン
プラザには卒業生と保護者の皆さんが出席され、学部と
大学院併せて 728 名（23 ヶ国・地域からの国際学生 190
名、国内学生 538 名）が晴れて卒業しました。

新入生ご家族を対象にキャンパスツアーを実施
3 月 31 日（木）
、新入生ご家族に向けてキャンパスツアーを開催。コロナウイルス感染症拡大の影響で 3 年ぶり
の実施となりました。107 組 179 名のご家族がご参加、 42 名の学生（国内 24 名、国際 18 名）が案内しまし
た。担当学生のうち 4 割強は国際学生で、多国籍の学生による体験談を交えた案内に、参加者の皆様が聞き入
られていました。
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2022 年春の入学式
4 月 1 日（金）
、別府市のビーコンプラザで「2022 年春入
学式」を行い、新たに 918 名が APU の一員となりまし
た。 今春の入学者数は、33 カ国・地域出身の学部生 894
名（国内学生 675 名、国際学生 219 名）
、16 カ国・地域出
身の大学院生 24 名です。式では 4 月から別府に戻ってき
た出口学長が新入生にメッセージを述べました。また、
日本の高校へ留学中に母国内の軍事クーデターが起こり
帰国できなかったミャンマー人留学生５名も、この春 APU
に入学。支援を続けられてきた公益財団法人 AFS 日本協
会の加藤暁子理事長とともに式に参加しました。

駐日スリランカ大使ご来学
4 月 1 日（金）
、入学式の後、駐日スリランカ特命全
権大使サンジーヴ・グナセーカラ閣下が APU を訪問さ
れました。スリランカと APU の今後の交流や協力につ
いて、出口学長、米山副学長、淺野副学長、佐藤アジ
ア太平洋学部学部長と意見交換をしました。

学生・卒業生の紹介
校友会の新代表が決定
4 月 1 日（金）校友会の新代表に Morse Caoagas Flores さん（アジア太平洋学部 2006 年卒、フィリピン出身）
が就任されました。Morse さんはジュネーブの国連ヨーロッパ本部で人権高等弁務官事務所（OHCHR）に勤務さ
れています。校友会 HP に挨拶を寄せられ、
「これまで以上に、APU 校友会は、APU の長期目標である「Global
Learning Community」の実現に向け、学生や卒業生が世界 37 のチャプターの交流を通じてつながりを構築する
ことに貢献します。
」と述べられました。
校友会有志による、出口学長へのお花の贈呈式
4 月 4 日（月）
、33 名の卒業生有志が、出口学長の職務復帰を
祝い、花束を贈呈されました。式では代表として 1 期生の李
在九さん（アジア太平洋学部 2000 年入学、韓国出身）と江原
まゆみさん（アジア太平洋マネジメント学部 2005 年卒）から
花束が手渡されました。この花束もドイツ・フラワーマイス
ターの資格を取得した校友の前田研史さん（アジア太平洋学
部 2005 年卒）の作品です。感激された出口学長は自身の著書
をお二方にプレゼントされました。
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ウクライナ避難民支援の APU 卒業生（夫婦）が来学
4 月 8 日（金）
、長崎県の壱岐でウクライナからの避難
民の日本受入れを支援する NPO を運営されている校友
の小野一馬さん（アジア太平洋学部 2009 年卒）と
BILOVODSKA Yana さん（アジア太平洋学部 2008 年卒、
ウクライナ出身）が長野別府市長を表敬訪問したあ
と、APU を訪問されました。

ウクライナ侵攻で影響を受けた学生の APU での受け入れ支援
学校法人立命館は、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻の影響で教育や研究を続けられなくなった学生に対
して、一時的に受け入れることを決定いたしました。
ウクライナ侵攻によって学びと研究の機会が損なわれた学生（避難民）の非正規生として受け入れます。ま
た、APU や立命館大学に入学または入学予定の学生（正規生）のうち、ウクライナ侵攻により家計急変等の事情
によって修学が困難となった学生への経済的支援を行います。
平和と民主主義、非暴力を掲げる学校法人立命館の取り組みが、学生の未来につながる学びの機会となり、ウ
クライナ支援の一助となることを目指します。
■学長 出口治明のメッセージ
「自由・平和・ヒューマニティ」を開学宣言に掲げ、世界中から多様なバックグラウンドを
もつ学生が集まり学びあう立命館アジア太平洋大学にとって、戦争によって多くの若者の学
びの機会が失われてしまっていることをとても悲しく思っています。
ウクライナの未来を担う学生の皆さんに、できる限りの支援をさせて頂きたいと思います。
APU2030 ビジョンでは「APU で学んだ人が世界を変える」としています。私たちはこれから
も紛争や戦争のない平和な未来を実現することを目指して、人材育成に努めていきたいと思
います。
世界に平和な一日が、一刻も早く訪れることを心から祈っています。

2021 年度の補助企画
100 円朝食や、海鮮丼などを 500 円で提供し、国際学生の意見を
参考にした、ベジタリアンメニューも開発しました。
体育館のフィットネス・ルームにトレッドミルを 3 台寄贈し、
さらに充実した施設になりました。
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キャンパス内における感染防止策について

校舎や教室の出入り口など構内の複数個所に
アルコール消毒液または次亜塩素酸水を設置し
手指の消毒を呼び掛けています。

カフェテリアでは座席数を減らし、
アクリル板を設置しております。
また、定期的に職員が巡回し、会話の際のマスクの
着用や密を避ける呼び掛けを行っております。

寮の入り口にマスク感知器を設置し、併せて検温も
実施。さらに朝夕の体温をオンラインで提出し、
寮生の健康管理を行っております。
また、寮生以外の立ち入りも禁止しております。

万が一体調が悪くなった時は・・
◎AP ハウス入寮中の学生

◎一般の学生の窓口

・オンラインでの毎日の健康管理シートフォー

ヘルスクリニック/カウンセリング・ルーム

ムからヘルスクリニックに連絡

体調不良についての連絡・相談
✉booking@apu.ac.jp

・夜間や休日には AP ハウス内の各部屋内線か

カウンセリングの予約

ら管理人室に連絡

✉counseli@apu.ac.jp
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学習サポート制度の紹介
APU では、学生の主体的な学習を支援するために、様々な学習サポートを行っています。
積極的に活用し、学習に役立ててください。

アカデミック・アドバイジング

言語自主学習センター（SALC）

学生が学問的・個人的な目的を見つけ、それを達成

SALC では、レベル別に英語教材や日本語教材を取

することをサポートする「アカデミック・アドバイジン

り揃え、学生が伸ばしたい力を効率的に伸ばせるよ

グ」を実施しています。

うに自習学習指導や、ピア・アドバイザーによる個別

① 教員アドバイザーが個別アドバイジング

チュータリングセッションも行っています。

② グループを対象としたタイムマネジメントや
ストレスマネジメントなどのセッション企画を実施

【相談例】

③ 職員による履修相談

・留学等に向けて語学力を向上させたい
・英語のスピーキングの練習がしたい 等

【相談例】
・大学生活にうまく馴染めない
・勉強方法がわからない 等

Analytics and Math
Center (AMC)

ライティングセンター
学部生の日本語および英語のアカデミック・ライティ

学生の数学や統計学の力の向上を目的として、「自

ングスキルを向上させるため、個別指導やワークシ

分で解く力」を身につけられるよう、数学・統計学の

ョップを通して、学生の「書き手としての成長」を支

授業の内容や課題の学習をサポートします。

援します。
【相談例】
【相談例】

・数学の授業についていけない

・レポートの書き方がわからない

・授業で出た課題で分からないことがある 等

・レポートへのアドバイスが欲しい 等

※ 上記以外にも、ＡＰＵでは様々な学習サポートを行っています。詳細は、左記 QR コードから
アカデミック・オフィス ウェブサイトをご覧ください。

アカデミック・オフィス
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オンライン成績照会の紹介
＜インターネットで学生の成績をご確認いただけます＞
立命館アジア太平洋大学では、保護者の方が学生の成績情報を確認することができるシステムを設けて
います。下記の通り、本学の公式ホームページの「保護者の方」からアクセスしていただくと、オンラ
イン成績照会がご利用になれます。詳細なご利用方法は、ホームページに掲載している「オンライン成
績情報閲覧マニュアル」にてご確認いただけます。学生の大学における学修状況のご確認にご活用いた
だければ幸いです。
なお、新入生の成績情報は、4 月入学者については 9 月中旬から、9 月入学者は翌年 3 月中旬からご確
認いただけます。ログインする際には、学生が設定したパスワードが必要となりますので、 9 月もしく
は 3 月になりましたら学生ご本人にパスワードをお尋ねください。
①公式ホームページ（http://www.apu.ac.jp/home/）上部の「保護者の方」をクリックすると成績情
報閲覧機能を含む保護者向けのメニューが表示されます。
保護者の方
ホームページ

②保護者向けメニューから「お子様の成績情報閲覧」もしくは「オンライン成績情報閲覧マニュ
アル」を選択。

この機能によって照会できる情報
成績一覧

学生が履修した科目の成績情報

単位の修得状況

卒業に必要な単位数と学生の単位修得状況

GPA

成績評価を 4 点満点で数値化した成績指標
＜オンライン成績照会機能に関わるお問い合わせ＞
アカデミック・オフィス 成績担当 電話番号: 0977-78-1122 E-mail: examteam@apu.ac.jp
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APU キャリア・オフィスからのご案内
APU キャリア･オフィスでは、就職活動を行う学生へのサポートはもちろんのこと、1 回生から各自の進路・
就職の目標にむけて学生生活を充実して過ごせるようサポート行っています。進路・就職のことを考えるきっか
けをつかめるよう活用していただき、大学生活をより充実したものにできるようお子様にお声かけください。

春セメスターの主な進路・就職支援内容
名称

日程

概要

学内オンライン合同企業

5/11（水）、5/18（水）、 APU 生の採用を希望する企業が

説明会

6/15（水）
、6/22（水）、 オンラインで説明会を実施しま

詳細サイト

7/6（水）、7/13（水） す。説明会の中で、その後の選考
7/20（水）、7/27（水） について聞くこともできます。
学内個別相談

月～金曜日

10:30～17:00

オンライン個別相談（1 枠 45 分
間）を実施しています。どのよう
なことでも相談してください。学
外コンサルタントとも連携し様々
なアドバイスを行っています。

東京キャンパス

月～金曜日
9:00～17:30

東京での就職活動で利用できま
す。また、個別相談も受けること
ができます。

APU 生宛の求人票

随時

APU 宛に届いた求人票を学内シ
ステムを通じて個別に送信してい
ます。

新卒求人紹介会

5 月以降、毎月開催

人材紹介会社と連携し、個々人に
合わせた企業紹介、就活相談を実

個別で学生に伝達

施しています。

就活・進学準備ガイダンス・イベント
就職活動や進学準備は早めの準備が肝要です。自分の将来やりたいことを深く考えるためや準備のための必要
な情報を得て自らの考えを整理するためにも、キャリア･オフィスが主催する学内企画に参加するようお子様の
背中を押してあげてください。
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名称
就職活動キックオフ

主な対象
3 回生

日程

概要

4/13（水）、5/9（月） 就職活動のスケジュールやインターンシップ、

ガイダンス

今準備しておくべきことなど、就職のための基
本情報をお伝えします。

インターシップ関連セミ

2 回生以上

4/18（月）
、4/21（木）、 就職活動を行ううえでインターンシップ経験
5/10（火）、5/12（木） の重要性、企業の探し方や応募の仕方等をお伝

ナー

えします。
自己分析、業界研究、エン

2 回生以上

4 月中旬以降～

トリーシートの書き方講

就職活動を行う上で必要な準備やそのポイン
トをお伝えします。

座など
大学院進学セミナー

1 回生以上

未定

大学院入試説明会や進学準備に役立つセミナ

（確定後、学内告知） ーを行っています。
キャリア講演会

1 回生以上

未定

国内外の企業や国際機関等で働く卒業生や、外

（確定後、学内告知） 部機関の方から経験談やキャリアパスについ
て聞く機会を設けています。
APU 起業部（出口塾）

1 回生以上

7 月～

2018 年 7 月に発足し、第一期生の中から 4 組
の起業家が誕生しました。第二期生も現在企
業に向けて奮闘しています。

＜重要なお知らせ＞
○連絡先（住所・携帯電話番号等）を変更している場合は、変更の手続きをするようお子様にお伝えください。
○上記イベントへの参加は Campusmate で受け付けています。予約の際は「進路希望登録」が必要です。登録
自体はおよそ 1 分で完了します。
〇上記ガイダンスの一部は、APU キャリア・オフィスのホームページより録画版を学生限定
で公開しています。⇒

キャリア・オフィスの主なサポート
○個別相談（45 分） ※オンライン予約・オンライン相談可能
○低回生から学生生活と卒業後の進路を考えるための情報提供やアドバイス
○就職活動やインターンシップ準備のためのワークショップやガイダンス
○オンキャンパス・リクルーティング（企業が APU へ来て説明会や採用選考を行う）
○インターンシップ派遣（協定型・卒業生のもとでのインターンシップ）
○学生のピア・サポーターによる活動
問い合わせ先：立命館アジア太平洋大学 キャリア・オフィス TEL：0977-78-1128 FAX：0977-78-1129
キャリア・オフィス HP http://www.apu.ac.jp/careers/
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立命館東京キャンパス
東京駅日本橋口から徒歩１分。東京キャンパスは、首都圏でのセミナーや面接に向かうみなさんにとって、と
てもアクセスしやすい場所にあり、就職相談をはじめ、さまざまな支援を行っています。就職活動の合間に立ち
寄ってもらうことも大歓迎です。2022 年春にリノベーションし、個室オンラインブースやラウンジもできますま
す便利になりました。詳細は（http://www.ritsumei.ac.jp/tokyocampus/recruit_support/）ご覧ください。
就職相談について
立命館東京キャンパスは、自己分析、エントリーシートのチェック、模擬面接など、首都圏で就職活動中のみな
さんに対し、フォローやアドバイスを行う体制を整えています。
利用時間
月曜日・土曜日 9:30～17:00
火曜日～金曜日 9:30～20:00
(2～3 月、8～9 月は 9:30～18:30)
※日曜・祝日・年末年始および夏季閉室期間を除く
※開室スケジュールは、急遽変更することがあります。
※17 時以降ならびに土曜日は、施設利用のみ可能です。(就職相談・模擬面接などは行いません)
利用できること
証明書発行機
履歴書の販売
ロッカー
更衣室
PC
書籍の閲覧
ウォーターサーバー、文房具
携帯の充電
コピー機（有料）
貸し出し備品
アイロン
ヘアアイロン
ベルト
ネクタイ
充電器（機種に限りがあります）
備え付け貸し出し
靴べら
靴ケアアイテム
衣類除菌剤など
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立命館アジア太平洋大学

大規模災害等がキャンパスを含むエリアで発生した場合の
大学からの情報発信について
2016 年 4 月に発生した熊本地震をうけ、本学の危機管理対応の改善の動きの中で情報発信の迅速化と強
化に対するご意見を頂戴いたしました。このご要望に沿い、本学で大規模災害が発生した場合*の対外的な
情報発信を、大学の公式ウェブサイトで行います。大学の公式ウェブサイト内に災害時の情報提供ページを
掲載し、全国ニュース等では発信されない本学の状況や本学周辺の災害の状況等を、順次発信いたします。
このページでは大学公式 Facebook の閲覧や大分県・別府市等の災害関連のウェブサイトのリンクも集約
し、学生および保護者の皆様が必要とする情報にアクセスしやすい形で発信いたします。
あわせて、本学では、
「いざ災害にあったときどのように行動したらよいか」というマニュアル「緊急災
害対応ハンドブック（学生用）
」を作成し、大学の公式ウェブサイトで公開しています。規模災害生時には、
安否確認などの電話が増加し、回線がつながりにくくなります。ご家族・知人と緊急時の安否確認の方法に
ついて確認を行ってください。災害用伝言板の使用には、事前に登録が必要な場合があります。平時に、連
絡先を登録する、利用方法を確認するなど、適切な準備を行っておくことが大切です。
* 大規模災害とは、以下のような場合を想定しています。
・別府市に災害救助法が適用された場合
・災害対策基本法の第 2 条第 1 号に定める災害が別府市で発生し、かつ、それに対処するため、同法第 24 条に基づき内閣総理
大臣が「非常災害対策本部」を設置したもの。

①「緊急災害対応ハンドブック（学生用）
」
【日本語】

【英語】

http://www.apu.ac.jp/home/life/content40/

http://en.apu.ac.jp/home/life/content40/

②大学の公式ウェブサイト
【日本語】

【英語】

http://www.apu.ac.jp/home/

http://en.apu.ac.jp/home/

③災害時の情報提供ページ
（注）このページは、大規模災害が発生した場合のみ、表示されます。お気に入りに登録する場合は②の公
式ウェブサイトをご登録ください。
【日本語】

【英語】

http://www.apu.ac.jp/home/gallery/article/?storyid=155

http://en.apu.ac.jp/home/gallery/article/?storyid=155
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APU お問い合わせ先一覧
お問合せ内容

担当オフィス

お問い合わせ先

・ 国内学生の募集・入試

アドミッションズ・オフィス（国

Email: apumate@apu.ac.jp

・ オープンキャンパス・資料請求

内）

・ 国際学生の募集・入試

アドミッションズ・オフィス

Email: welcome@apu.ac.jp

（国際）
【学生生活支援】
・ 奨学金・証明書
・ 学籍（休学・復学）
・ビザ・国民年金・住宅
・ 交通・生活・落し物

Email: apustu1@apu.ac.jp
スチューデント・オフィス

Email: t-fee@apu.ac.jp
Email: shoumei@apu.ac.jp

・ 学費
・ 証明書
【課外活動支援】
・ 地域交流・ホームステイ
・ クラブサークル・プロジェクト・ウィーク・

スチューデント・オフィス

Email: apukoryu@apu.ac.jp
Email: stueca@apu.ac.jp

その他
【AP ハウス】
・入寮、寮生支援

スチューデント・オフィス

・寮費、退寮

Email: ssc_bo@apu.ac.jp
Email: aphcreo@apu.ac.jp

・ 授業欠席・履修相談・卒業要件確認相談

アカデミック・オフィス

Email: acsubmit@apu.ac.jp

・ 言語教育（英語/日本語/AP 言語）

アカデミック・オフィス

Email: cleac@apu.ac.jp

キャリア・オフィス

Email: career1@apu.ac.jp

アドミニストレーション・

Email:

オフィス

ml-zaimusomu@ml.apu.ac.jp

・ 学生の就職支援・インターンシップ
・ 新卒求人

※アルバイトの斡旋はしており

ません。
・ 総務全般
・ 学費

アドミニストレーション・
オフィス

Email: adgaku@apu.ac.jp

・ 寄付

事業課

Email: giving@apu.ac.jp

・ 企業研修生受け入れ

事業課

Email: gcep@apu.ac.jp

・ 校友会

学長室

Email: apualumn@apu.ac.jp

・ APU-Club･国内学生父母の会

学長室

Email: apu-fubo@apu.ac.jp

立命館生活協同組合（立命館アジア太平洋大学）
お問い合わせ先
カフェテリア（食堂）
生協ショップ

TEL: 0977-78-1173
TEL: 0977-78-1171
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APU-Club・国内学生父母の会事務局
〒874-8577 大分県別府市十文字原 1-1 学長室内
Email: apu-fubo@apu.ac.jp （平日：9：00～17：30）

