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取材案内

立命館アジア太平洋大学
2013 年 7 月 9 日
APU リリース 2013-16

報道機関 各位

高校生を対象に４つのイベントを開催
〜ＡＰＵの国際色豊かなキャンパスで学ぶ・体験する夏〜

2011 年度 オープンキャンパスでの
「高校生 1 万人署名活動」の様子

2012 年度「ひらめき☆ときめきサイエンス」の様子

立命館アジア太平洋大学（以下 APU）では、年間を通して、教員・学生との交流や APU での学びを
体験できるプログラムを企画し、国内外より高校生を受け入れています。
今月は初開催のプログラム 2 つを含め、以下の 4 つを予定しています。

<ＡＰＵ初開催> 世界７カ国１８名の高校生が日本語や日本文化を学ぶ！

１．ＡＣＥ（エース）サマーキャンプ

期間：7 月 9 日（火）〜7 月 20 日（土）

日本語の授業のほか、茶道や豊後高田市でのホームステイ、別府の地獄蒸し料理などを体験します。
ACE は、Academic and Cultural Experience の略です。

進路選択のヒントに。ＡＰＵでの学びを体験！

２．オープンキャンパス２０１３

日時：7 月 15 日（月・祝・授業日）11:30〜17:00

キャンパス見学や英語の模擬授業、韓国語講座、高校生１万人署名活動などを予定しています。

<ＡＰＵ初開催> 高校１・２年生対象の１泊２日の異文化体験プログラム！

３．サマーキャンプジュニア２０１３

期間：7 月 20 日（土）〜7 月 21 日（日）

国際学生との交流を通じ、異文化理解を深めるとともに、自らの夢を実現するためにこれからどう
行動すべきかを考えるプログラムです。

日本のモノづくりと国際経営について学ぶ！

４．ひらめき☆ときめきサイエンス

日時：7 月 21 日（土）
、22（日）10:30〜17:00

液晶電卓の歴史や液晶のしくみについて学び、実際にパソコンを分解するといった実習も行います。
両日ともプログラム内容は同じです。
※ 各スケジュールの詳細は別紙を参照ください。
※ ご取材いただく場合は事前に下記までご連絡ください。
【本発表資料のお問い合わせ先】 学長室（広報担当）担当：板村・杉本
Tel:0977-78-1114 携帯:090-5473-3803 Fax:0977-78-1113 URL：http://www.apu.ac.jp

住所：〒874-8577 大分県別府市十文字原１−１
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１． ＡＣＥ（エース）サマーキャンプ２０１３
期 間：2013 年 7 月 9 日（火）〜7 月 20 日（土）
場 所：APU キャンパス、大分市、豊後高田市、長崎県長崎市ほか
参加者：インド（3 名）
、タイ王国（1 名）
、チェコ共和国（1 名）
、日本（3 名）
、マレーシア（3 名）、
ネパール連邦民主共和国（1 名）
、ベトナム社会主義共和国（6 名） 計 18 名の高校生
言 語：英語
概 要：日本に興味のある世界の高校生を対象に初めて実施されるこのプログラムでは、APU 教員によ
る日本語の授業をはじめ、茶道、竹細工体験、APU 学生や大分市内の高校生との交流、豊後高
田市でのホームステイ、長崎での平和学習などを予定しています。
参加者は、様々な体験や交流を通し、日本文化や日本のホスピタリティに触れ、日本を肌で感
じるとともに、異なる国の高校生と 2 週間を過ごし、異文化への理解も深めます。
ご取材対象プログラム
7/10（水）14:30‐17:00
17:30‐19:00
7/15（月）14:00‐17:00
7/16（火）10:35‐12:10
14:15‐15:50
7/17（水）18:00‐19:45

別府市内散策・オリエンテーリング
地獄蒸し料理体験
ゆかた着付け体験
在学生インタビュー
APU 茶道部との交流・茶道体験
APU の空手・剣道見学、体験

※上記含め、APU キャンパス以外でのご取材希望がございましたら、広報（0977-78-1114）までご連絡を
お願いします。

＜主なスケジュール＞
日程

時間

内容

日程

時間

内容

7/9
（火） 18:00-19:00

APU 到着
オリエンテーション

7/15
（月）

午前
11:00-12:30
14:00-17:00

ホームステイ
竹細工体験
着付け体験（杵築市：和楽庵）

9:20-9:30
9:30-10:30
7/10
12:45-13:30
（水）
14:30-17:00
17:30-19:00

プログラム開講式
講義: APU の特色、学生生活等
APU キャンパス見学
別府市内散策（別府市鉄輪）
地獄蒸し料理体験

7/16
（火）

9:20-10:20
10:35-12:10
14:15-15:50
15:50-17:00

講義: 経営について
APU 在学生へのインタビュー
茶道体験
プレゼンテーション準備

9:20-10:20
7/11
10:30-11:30
（木）

日本語授業
日本語授業
大分市内の高校訪問

7/17
（水）

13:00-14:05
18:00-19:45

プレゼンテーション
APU サークル団体との交流
（空手部、剣道部）

日本語授業
日本語授業
講義: 国際関係、世界情勢について
タイウィーク鑑賞

7/18
（木）

午後

7/13 11:00-13:30
午後
（土）

豊後高田市散策
ホームステイ

7/19
（金）

長崎市→福岡市へ移動
福岡市内で自由行動
北九州市で花火鑑賞

7/14
（日）

ホームステイ

7/20
（土）

帰国

14:00-16:00

9:20-10:20

7/12 10:30-11:30
（金） 13:30-15:00
17:50-20:30

終日

長崎市
長崎原爆資料館見学
原爆体験談聴講など
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２． オープンキャンパス２０１３
日
会
対
概

時：2013 年 7 月 15 日（月・祝日・授業日）11:30〜17:00
場：APU キャンパス、APU 学生寮「AP ハウス」
象：日本全国より高校生、保護者など 700 名（予定）
要：APU では、高校生に、APU の“日常”を体験してもらうため、毎年この時期の授業日に開催して
います。当日は、学生スタッフ GASS（Global Admissions Student Staff）が中心となり、キャ
ンパスツアーや韓国語講座、教室企画、個別相談を行い、来場者に APU でのキャンパスライ
フについて伝えます。また、この日は、長崎より、核兵器撲滅を目指し「高校生 1 万人署名活
動」を行っている高校生も来学し、APU にて活動報告と署名運動を行います。

【説明会・模擬授業】
時間

企画

13:00-13:40（第 1 回）
入試説明会
14:00-14:40（第 2 回）
13:00-13:50（第 1 回）
大学教員による APU 紹介
15:00-15:50（第 2 回）
14:00-14:30

職員による留学説明会

14:00-15:00（第 1 回）
英語の模擬授業
15:30-16:30（第 2 回）

会場

大学院棟
H201
教室棟
F106
大学院棟
H202
教室棟
F112

概要

入試に関する説明
APU の日英 2 言語教育、
多文化環境などについて
留学に関する説明
英語の授業体験

【キャンパスツアー】
時間

企画

12:30-13:20（第 1 回）
13:40-14:30（第 2 回） キャンパスツアー＆
14:50-15:40（第 3 回） AP ハウスツアー
16:00-16:40（第 4 回）
13:00-16:00

APU ライブラリー見学

会場

概要

キャンパス・
AP ハウス

学生スタッフによるキャンパスツアー＆
AP ハウスツアー
※ 雨天時は室内にて説明を実施
（E 棟 2 階：スチューデントホール）

ライブラリー

学びの環境、ライブラリーの見学

【学生企画】
時間

11:30-11:50

企画

APU NEWS

13:00-13:30（第 1 回）
ALOHA!! Hawaiian Quiz!!
15:30-16:00（第 2 回）
15:00-15:30

韓国語講座

15:20-16:00

AP ハウス説明会

会場

概要

ミレニアム
ホール

APU の魅力について学生スタッフが紹介する
オープニング企画

教室棟
F110
教室棟
F212
大学院棟
H202

ハワイとアジアの意外な関係を楽しく学ぶ
グループ対抗クイズ
学生と楽しく韓国語を学ぶ
AP ハウスでの寮生活を紹介

【高校生 1 万人署名活動】
時間

企画

会場

概要

9:30-11:30

署名活動

11:50-12:05

高校生 1 万人署名活動＆
活動報告

ミレニアム
ホール他

長崎市の高校生による
核兵器の廃絶と平和を目指す署名活動、活動報告

12:25-14:30

署名活動
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３． サマーキャンプジュニア２０１３
日
会
対
概

日程

程：2013 年 7 月 20 日（土）〜7 月 21 日（日）
場：APU キャンパス
象：日本全国の高校生（1・2 年生）79 名
要：本企画をサポートする国際学生の出身国・地域について学び、異文化理解を深めるとともに、
高い目標をもち、日本に留学している先輩学生の経験談を参考にしながら、夢や目標、大学に
進学する目的などについて考えます。プログラムの最後にはグループ別に「私のアクションプ
ラン」をテーマにプレゼンテーションを行います。
APU では、これまでにも高校 3 年生を対象にしたサマーキャンプの実施はありましたが、今回
初めて 1・2 年生を対象に実施します。

時間

プログラム内容

13:00-

■歓迎イベント
APU リーダーによる APU の紹介、アイスブレーキング

14:00-

■学習・交流活動 ： Wonderland Japan <不思議の国日本>
自国と日本の違い「カルチャーショック Top５」についてグループ討論

14:45-

■APU キャンパス見学
APU リーダーと一緒にキャンパス散策

15:30-

■学習・交流活動 ： APU リーダーによる発表
「なぜ日本で学び、その経験を祖国にどう生かすのか」、
「私はグローバル化をこの
ように生かす」というテーマについて APU リーダーによる発表

16:45-

■学習・交流活動 ： “Explore the World” 世界発見
APU リーダー出身国の文化紹介ブースを設置し、それぞれの国や文化への理解
を深めます。

18:00-

■夕食

7/20
（土）

全国から集まった高校生と APU 学生が世界各国・地域の料理を楽しみながら、
交流を深めます。
19:30-

■学習・交流活動
最終日に発表するプレゼンテーションの準備①

9:00-

■交流活動 ： グローバルゲーム
英語を使用したゲームを通じて交流を深めます。

9:30-

■学習・交流活動
最終日に発表するプレゼンテーション準備②

7/21
（日） 11:00-

13:15-

■学習・発表
「夢実現への道筋‐夢を実現するために必要な考え方や姿勢‐」について発表。
■終了式
プレゼンテーション発表の表彰など
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４． ２０１３年度 ひらめき☆ときめきサイエンス
〜ようこそ大学の研究室へ〜ＫＡＫＥＮＨＩ
日 時：2013 年 7 月 20 日（土）、7 月 21 日（日）10:30〜17:00
※両日ともプログラム内容は同じです。
会 場：APU RCAPS 研究会議室 B 棟（研究棟）2 階、D 棟（メディアセンター）１階
主 催：独立行政法人日本学術振興会
APU アジア太平洋イノベーション・マネジメント・センター（AP-IMAC）
参加者：大分県内の高校生 各日程 40 名程度
講 師：立命館アジア太平洋大学 大学院経営管理研究科
中田 行彦（なかた ゆきひこ）教授
シャープ株式会社 大分技術センター元所長
首藤 義久（しゅとう よしひさ）氏

国際経営学部教授 技術経営担当

テーマ：日本のモノづくりと国際経営 〜液晶電卓の誕生から液晶テレビ、太陽電池へ〜
概 要：本プログラムは、独立行政法人 日本学術振興会と大学が連携して行うプログラム「ひらめき☆
ときめきサイエンス〜ようこそ大学の研究室へ」の一環として行われ、現在活躍している研究
者と最先端の研究成果の一端を小・中・高生にわかりやすく発信するもので、学術と日常生活
との関わりや、科学（学術）がもつ重要性や役割を理解してもらうことを目的にしています。
文系・理系を問わず、世界に誇れる日本の技術力について、APU の学生と一緒に答えを探る機
会を提供します。
時間
10:0010:3010:5011:0012:0013:0013:4514:3015:1515:4516:3017:00-

プログラム内容
受付、開場
挨拶、オリエンテーション
液晶解剖の説明「液晶はどのように動作するの？」
【講師】中田教授
液晶の分解・解剖
【講師】首藤氏
昼食、施設見学
図書館で NHK ビデオ【プロジェクト X 液晶 執念の対決】を視聴
ビデオを基に小グループ討論、まとめ
小グループ討論結果の発表
クッキータイム、フリートーク
講演「液晶からみた日本のものづくり（電卓の歴史）
」 【講師】中田教授、首藤氏
終了式、
「未来博士号」授与式
終了・解散

