
 

2023 年 3 ⽉ 10 ⽇更新 
 

⽴命館アジア太平洋⼤学 2023 年 4 ⽉ ⼊学式 
式場および開催時間変更 ご案内  

 
１．2023 年 4 ⽉ ⼊学式 (2023 年 3 ⽉ 10 ⽇更新) 
開催⽇：2023 年 4 ⽉ 1 ⽇（⼟） 
時間 ：11:00〜13:40 （受付：10:00 開始） 
場所 ：⽴命館アジア太平洋⼤学 キャンパス（⼤分県別府市⼗⽂字原 1-1） 
式場 ：新⼊⽣：体育館にて対⾯形式 

保護者：キャンパス内の会場にてライブ配信形式 
    ミレニアムホール、教室棟（F 棟）内の教室 

 
時間 内容 式場 

10:00 開場 新⼊⽣：体育館アリーナ 
保護者：キャンパス内の会場にてライブ配信形式 

11:00 〜
12:00 

特別講演 
講師：⼤阪⼤学感染症総合教育
研究拠点 
特任教授 ⼤⽵⽂雄 ⽒ 

ミレニアムホール、教室棟（F 棟）内の教室 
＊教室の情報は後⽇、⼤学公式ウェブサイト

（https://www.apu.ac.jp/home/）
でご案内いたします。 

12:00 〜
12:30 

休憩  

12:30 〜
13:00 

⼊学式   

13:00 〜
13:40 

歓迎パフォーマンス 
*APU 恒 例 の イ ベ ン ト 、
Multicultural Week でも紹介し
ている国・地域の伝統的な踊り
と⾳楽をお楽しみください。 

 

 
 
2．歓迎企画案内 
開催⽇：2023 年 4 ⽉ 1 ⽇（⼟） 
時間 ：10:00〜17:00 
    ＊⼊学式典と重複する時間帯(11:00〜13:40)も⼀部の歓迎企画をお楽しみいただけます。 
場所 ：⽴命館アジア太平洋⼤学 キャンパス内（⼤分県別府市⼗⽂字原 1-1） 
当⽇は、10:00 から 17:00 までキャンパス内でお楽しみいただける企画を準備しています。 
 



 

企画 内容 
新⼊⽣ご家族対象 
キャンパスツアー 
(3 ⽉ 10 ⽇更新) 

10:00〜16:00 
＊11:00〜12:00（特別講演）12:30〜13:00（⼊学式）の最中は実
施いたしません。 

ウェルカムパフォーマンス 和太⿎をはじめ、学⽣団体による歓迎パフォーマンスをお楽しみ
ください。 

APU グルメ企画（お⾷事） カフェテリアでの⼊学式限定ランチプレート、学⽣によるフード
屋台や、キッチンカーでの多国籍料理などを提供予定です。 
新しい教学棟「グリーンコモンズ」内に開店するカフェ「オリー
ブ」の軽⾷もご利⽤いただけます。 

フォト企画 ウェルカムボードやフォトブース、キャンパス内のどこでも使⽤
できる AR フォトフレームで、新しい仲間やご家族との記念撮影
をお楽しみください。SNS でも是⾮投稿してください。 

 
 
3．新⼊⽣ご家族対象キャンパスツアーの実施⽇の変更について（3 ⽉ 10 ⽇更新） 
⼊学⼿続き要項 61 ページでご案内しておりましたキャンパスツアーは、当初 3 ⽉ 31 ⽇（⾦）を
予定していましたが、2023 年 4 ⽉ 1 ⽇（⼟）の⼊学式当⽇の実施に変更いたします。ご希望の⽅
は以下の時間帯に集合場所にお越しください。担当在学⽣・職員が順次ご案内いたします。 

時間 10:00〜16:00 
＊11:00〜12:00（特別講演）12:30〜13:00（⼊学式）の最中は実施
いたしません。 

集合場所 APU 教室棟（F 棟） 
＊集合場所についてはキャンパスマップをご覧ください。 
https://en.apu.ac.jp/home/20230222_campus_map_J.pdf  

所要時間 およそ 20 分 
概要 担当在学⽣・職員が⼤学の特徴・学⽣⽣活について紹介しながら、

AP ハウス 5（2023 年春完成の国際教育寮）、図書館をはじめとす
るキャンパス中⼼部にある施設を⼀周した後、終点となるグリー
ンコモンズ（2023 年春完成の教学棟）をご内覧いただけます。 

*キャンパス⾒学以外でも新しい建物「グリーンコモンズ」は⾃由にご覧いただけます。 
 
 
4．前夜祭企画のご案内（2023 年 4 ⽉⼊学式 「APU 第 2 の開学」に向けて）（3 ⽉ 10 ⽇更新） 
⼊学式前夜に、APU キャンパス内で前夜祭を企画します。 
開催⽇：2023 年 3 ⽉ 31 ⽇（⾦） 
時間 ：17:00〜20:00 
場所 ：APU キャンパス内 



 

対象 ：2023 年 4 ⽉⼊学新⼊⽣と保護者、在学⽣の希望者 
内容 ：・屋外ステージパフォーマンス 

（K-POP ダンス、ストリートダンス、津軽三味線と和太⿎、校友と在学⽣のバンド 
Fuzzy Funny 等） 

    ・学⽣による屋台 3 店舗（バングラディシュ料理、ベトナム料理、⽔餃⼦） 
    ・カフェテリア 19:30 まで 

・花⽕ （19 時台に 8 分間実施予定） 
＊⾬天場合は、⼀部の内容を変更して実施します。 

 
 
5．⼊学式に関するお問い合わせ先 

アドミニストレーション・オフィスにお願いいたします。 
campus-2@apu.ac.jp 

 
その他、⼤学へのお問い合わせ先はこちらの⼤学のウェブサイトをご確認ください。 
https://www.apu.ac.jp/home/contents/contact.html/ 

 
 
6．ご連絡事項 
〇マスクの着⽤について 
 新⼊⽣の式典式場となる体育館では、マスクの着⽤をお願いします。それ以外のキャンパス内  

の式場、屋外ではマスクなしでお過ごしいただけます。今後の新型コロナウイルス感染状況等
によって、対応に変更が⽣じる場合があります。その場合は、⼤学の公式ウェブサイト
（https://www.apu.ac.jp/home/）にてお知らせいたします。 

 
〇同時ライブ配信 
 ⼊学式の様⼦は、同時ライブ配信を実施し、キャンパス内の保護者⽤の式場や、キャンパスに

お越しいただけない⽅向けに配信いたします。配信の⽅法は、⼤学の公式ウェブサイト
（https://www.apu.ac.jp/home/）でご案内いたします。 

 
〇交通案内 

キャンパスへは、公共交通機関のご利⽤をお願いいたします。4 ⽉ 1 ⽇は JR 別府駅から APU
⾏のバスを増便する予定です。バスでは現⾦のほかに、各交通系 IC カードもご利⽤いただけま
す。（お⾞ではご来学いただけませんので、ご了承ください。） 
ルート① 別府駅東⼝より、⼤分交通バス 50 番に乗⾞。 

料⾦：⽚道 570 円 所要時間：約 35 分 
ルート② 別府駅東⼝より、⼤分交通バス 51 番に乗⾞。 

料⾦：⽚道 570 円 所要時間：約 40 分 



 

ルート③ 別府駅⻄⼝より、⻲の井バス 5 番（野⼝原経由）または 41 番（サファリ線）に乗⾞。 
料⾦：⽚道 570 円 所要時間：約 35 分 

ルート④ 別府駅東⼝より、⻲の井バス 24 番（新港町経由）に乗⾞。 
料⾦：⽚道 570 円 所要時間：約 40 分 

 交通アクセスリンク 
 https://www.apu.ac.jp/home/contents/access.html/ 
 
〇キャンパスマップ 
 キャンパスマップをご覧ください。 
https://www.apu.ac.jp/home/20230222_campus_map_J.pdf 
＊キャンパスマップは、更新されます 
 
〇よくあるご質問 

Q1. ⼊学式にはどのような服装で出席すればよいですか？ 
A1. 服装に決まりはありません。スーツを着⽤する学⽣が多いですが、国際学⽣は⺠族⾐装

が多く、また和装の国内学⽣も少なくありません。4 ⽉のキャンパスはまだ肌寒いため、
⽻織れるものをお持ちください。 

Q2. 保護者は、対⾯で式典に参加できますか？ 
A2. 保護者の⽅は、キャンパス内に準備した別式場でライブ配信をご覧いただきます。 
Q3 ⼊学式当⽇に必要なものはありますか？ 
A3. 特別講演では、メモができるものの準備をお勧めします。 
Q4 キャンパス内での⾷事に現⾦は必要ですか？ 
A4. 現⾦のご準備を必ずお願いいたします。（学⽣のフード屋台、キッチンカーでも現⾦の

対応となります。） 
Q5 バスでは、各種交通系 IC カードは使⽤できますか？ 
A5 バスでは、現⾦のほかに交通系 IC カードもご利⽤いただけます。 
Q6． ⾃家⽤⾞でキャンパスに来ても良いですか？ 
A6. キャンパスへは公共交通機関（バス）のご利⽤をお願いいたします。 
Q7． キャンパスを訪問できる⼈数制限はありますか？ 
A7. ご来学にあたり、⼈数制限はありません。しかし、今後の新型コロナウイルス感染症の

感染拡⼤状況では、変更になる可能性がありますので、その場合は⼤学の公式ウェブサ
イト（https://www.apu.ac.jp/home/）でお知らせします。 

Q8. 保護者向けのキャンパスツアーは、どのように申し込めばよいでしょうか？ 
A8. 3 ⽉上旬に、⼤学の公式ウェブサイト（https://www.apu.ac.jp/home/）でご案内します。 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

合格者のみなさん、保護者のみなさんへ 

 

みなさん、合格おめでとうございます。APU は、みなさんの入学を心より歓迎いたします。 

さて、当初 2023 年 4 月の入学式は、別府市内の施設にて実施するとご案内していましたが、開

催場所・時間を変更して、APU キャンパス内の施設で実施することにいたしました。ご案内の場所

と時間が変更となり、みなさんにはご迷惑をお掛けすることとなり申し訳ございません。以下、その

理由を説明させていただきます。 

 

まず、一つ目の理由としては、APU は本年 4 月に開学以来初めてとなる学部を新設して３学部

体制（トライアングル）となり、これを「第 2 の開学」と位置付けています。また、これに合わせて様々

な工夫が凝らされた「教学新棟」と、これまで以上に学生と教職員、地域社会のみなさんとの交

流が生まれる「新国際教育寮」を整備することから、今回の入学式は「第二の開学」を記念する

特別な入学式として位置づけ、これら施設を入学式にお越しになったみなさんにも見学頂きたいと

考えています。 

 

また、二つ目には、ようやくコロナ禍の落ち着きが見られる中、コロナでの様々な困難を乗り越え

たみなさんの新しい大学生活を、100 を超える国・地域の学生が集う APU キャンパスで、在校生と

ともにお迎えしたいと考えました。そして、保護者のみなさんにも他に類をみない国際的な教育環境

を一緒に体感いただきたいと思います。 

 

入学式当日とその前日には、新入生を歓迎するとともに、オンキャンパスならではの「第二の開

学」を記念する企画をたくさん用意していますので、ぜひ楽しみにしていて下さい。 

 

この日が、みなさんにとって世界とつながる日になりますよう、僕も 4 月 1 日にみなさんにお会い

することを心待ちにしています。 

 

 

2023 年 2 月 22 日 

立命館アジア太平洋大学 

学長  出口 治明 

 


