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~What’s up~ 
 
OCTOBER 
26-27 Alumni event at 
Tenkusai by Loop.A.S. 
 
NOVEMBER 
3 Otona no Tenkusai at APU 
16 Chubu Chapter Welcome 
Party 
30 Mini MBA in Tokyo 
 
DECEMBER 
7 Christmas Live at Pacific 
Café by Oita Chapter 

 

 

We appreciate your information 
   The "Gazette" is issued by the Editorial Committee consisting of 
office staff and members of Loop.A.S. (student leg of Alumni 
Association).  We kindly ask your cooperation sharing with us 
information concerning alumni, which you have.  
APU Alumni Association issues this Gazette 
Contact: APU Alumni Secretariat (Admissions Office: Alumni Affairs) 
apualumni@apu.ac.jp or Ext. 2148 

 

はじめまして、APU 中部会代表の中村雄大です。 

2005 年に卒業し、現在は法律関係の仕事をしています。世界各国で起きる訴訟や調停等を担

当しています。これまで行った国の合計は 118 カ国にもなり、APU の卒業生らしくグローバル

に活躍しているつもりです。 

残念ながら、校友と仕事上で会ったことはありませんが、知り合いに校友がいる方に会った

ことがあり、そのうち会えるのではないかと期待しています。でも、仕事上で対立関係にな

り、法廷で争うことはしたくないですね。 

先輩校友として、在校生に贈る言葉があります「約束された未来はない、だから全力で何事

にも頑張る」という言葉です。学生時代は、希望に満ち溢れ何でもできると思い込みがちで

す。しかし、社会に出てみると自分は非力で、底辺にいることに気付かされます。夢見ていた

理想との差に悩む校友も多いと思います。 

理想の自分に近づくにはどうしたらよいか悩んでいた時に、出会ったのがいまの仕事でし

た。会社に通いながら法律の勉強をするのは、非常に大変でした。途中、挫けそうになった時

もありましたが全力で頑張った結果、理想の自分に近づきました。欲張りすぎかもしれません

が、さらに上を目指し、この先も校友会活動を含め全てに全力で打ち込んでいきます。在校生

は、いまの自分に満足せず、常に高い理想を持ち、世界で活躍してください!! 

 
Hello. My name is Nakamura Yudai and I am the leader of the Chubu Chapter 
I graduated in 2005 and am now working for a legal office. I deal with litigation 
and arbitration from around the world. My job has seen me travel to 118 
countries, carrying on the “global” heritage of APU. 
Unfortunately, I have not yet had the opportunity to meet with APU graduates in 
my work setting. However, I have met a number of people who are acquainted 
with alumni. It is my hope that someday I will encounter APU graduates along my 
travels. My only hope is that we will meet under pleasant circumstances. 
There is one bit of advice that I would like to pass to APU students: There is no 
guaranteed future. You must therefore give your utmost in everything you do. As 
a student, I was full of dreams and ideas and felt like I could do anything. Upon 
entering the professional world, I came to realize my weaknesses and 
shortcomings. Many graduates are disappointed by the stark contrast between 
their ideals and reality. 
I found the job I am currently doing while doing some soul searching on how to be 
my ideal self. There were times when I was almost crushed by the pressure, but 
pushing through the hardship brought me closer to my ideal. I am committed to 
doing my best in all I do henceforth, including alumni activities. I hope that all 
APU students will strive for higher ground and be active on the global stage. 

Message from Mr.Nakamura, chairman of the Chubu chapter 
 

～What’s coming next～ 
1. Meet the Chairperson of 

the Kansai Chapter 
2. General Assembly in 

Bangkok, Thailand 
3. Triangle International Local 

Exchange Event by Oita 
Chapter 

4. Alumni Association 10th 
Anniversary Projects 



 

APU Alumni Asscotiation/ APU 校友会 

 Welcome party was held at APU 

 

New Graduates at the party, on 
September 13. (AP) 

The 'Alumni Association Welcome Party' 
was held after the graduation ceremony this year as 
usual. The party was at the cafeteria this time 
because the graduation ceremony was held on 
campus. Mr.Yoshida, the representative of the 
Alumni Association, started the party by 
congratulating the new graduates. Speeches were 
also made by two special guests, Mr.Kasamatsu (the 
representative of Tokyo Chapter) and Mr.Uchida 
(the representative of Fukuoka Chapter) 

Indonesian Night with ICU Alumni 

 

去る 7 月 4 日（金）に APU 校友会初となる、他大学の校友会
との合同イベントとして ICU 同窓会と Indonesian Night を開催
しました。APU からは多くのインドネシア校友も参加しまし
た。当日はインドネシア現地から卒業生の Megarini さんをお
招きし、女史が設立した NGO、hoshiZora のプレゼンテー
ションをして頂きました。また ICU 学長の日比谷先生、ICU
を卒業されて PETRA CHRISTIAN 大学（在インドネシア）の
学長を務められている Rolly 先生からもスピーチを頂きまし
た。今後も ICU をはじめ、志を共にする多くの他大学校友会と
活動を共にしていきたいと考えています。 
 

APU cafeteria in Tokyo 
            ~ participants voice~ 

An event of beach volleyball 
 

 

大分の校友会メンバーとのビーチバレー

大会は楽しかったです。何期生であって

も集まれば、APUというだけで語り合え
る、お互いの仕事や未来の展望も話せ

る、そんな APUのつながり最高！と思え
る時間でした。卒業生 Sさん 

 
 チキン南蛮に、ナスの揚げ出しに、食べ物はもちろんのこ
と、カフェ内で様々な国から来た人たちがいろんな言語で話

してる空間。東京にいながらにして、APUに戻った気分にな
りました！！ 卒業後、別府には一度も戻れていなかったの
で、この企画本当に楽しみにしてたんです！ チキン南蛮と
ナスは学食の味を越えてたかもしれません（笑） また食べ
たいっ！！2011年卒業の Aさん（女性） 
 
 
ディテールにこだわっているとても雰囲気のあるカフェで、

学食を再現するというのも面白いなあと思いましたし、とて

も美味しかったです。2010年卒業の Bさん（女性） 
 


