
＊日本語か英語で記入してください/Please write either in Japanese or English

＊9月22日までに提出してください/Please submit this to apualumn@apu.ac.jp before/by SEPTEMBER 22.

＊適宜写真などを貼り付けてください/You may attach pictures if you wish

Project Manager 1

約/about　　　　　30　　　　名/persons

Mr. Eugene Wanyama      (Kenya)

・Regular study / social meetings

・Japanese Study support for African Students

・Welcome parties for new students

・Support for students going for exchange, internship, volunteer etc.

・Farewell parties for graduates

・Exhibitions on and off campus

・Symposium / forums (e.g. TICAD)

・Liaison with embassies

・Special lectures (e.g. ambassador series)

・African Week

・Information dispatch via mail magazine

・Aggregation of data & Resources on the ARC website

・Offering advice to students planning to study in Japan

・Connecting APU African students and graduates

チャプター名／Name of the Chapter APU African Resource Centre (Rebranding to APU African Region Chapter)

チャプター代表者名/Name of Reresentative Mr. Yankho Joy Fungatira (Malawi)

Ms. Wame Gabaake        (Botswana)

他の役員等のチャプターでの役職と名前／Other officers' names and titles/position in the chapter

Coordinator

Treasurer

Mr. Joseph Quarshie      (Ghana)

Mr. Samuel Nganga        (Kenya)

チャプターの特徴を一言で/Describe the key feature of your chapter in a nutshell

MISSION

・To improve links between Japan and Africa through information and cultural exchange

・To promote the development of individuals affiliated with the group and the societies in which they reside / which they represent

・To strengthen the bond, cooperation and links of APU African graduates and APU

GOALS

・To strengthen awareness of Africa in APU and Japan

・To provide relevant tools of learning for all students interested in African affairs.

・To promote dialogue about issues relevant to African students past, present or future

・To initiate and maintain ties with other African interest groups and societies in Japan.

・To promote and safeguard unity among the APU African fraternity

・To offer advice to African students planning to enroll in APU

・To provide relevant tools and information to assist new African students to acclimatize themselves to Japan.

活動の主な実績を書いてください/List activities/projects conducted by your chapter thus far

・Ishikawa Scholarship launch for African Students

・Support for "Table for two member" to visit Ghana

・Farewell party for graduating African students

・Reoresentatives for TICAD V conference

・Alumni party in colaboration with the Kansai chapter

・10th Anniversary event with KANSAI chapter

Project Manager 2

今後の活動の予定や方針を書いてください/List your chapter's future plans / policies

Advisor Prof. Sanga Ngoie Kazadi (Congo DRC)

チャプターの登録人数/Number of registered members



ZERO for Africa Circle Ishikawa Scholarship for African Students

Welcome party for new African Students TICAD V conference

ZERO members in Malawi on a 3 weeks Research and 
Volunteer Tour

African Week 2013

APU Table for two circle member in Ghana on volunteer



今後の活動の予定や方針を書いてください/List your chapter's future plans / policies

　

今後、新人歓迎会、忘年会などの活動を取り込み、中国駐在外国人と新卒の校友達にの支援も行いたいと思います。

大学時代の美しい思い出を大切にして、一緒に前向きで、社会人としての経験とか、積み重ねた知識•スキルをシェアしたいして、輝いて

いる未来を創るために頑張ろうということがこの北京校友会を創立するそもそもの目的です。

不確実性が高くて、競争の激しい今現代において、ネットワーク構築が益々重要となってきます。自分の力•資源だけではなく、より多く人と

合力して、効率的にパフォーマンスを上げることができると期待されます。

北京に留まらず、北京•上海•九州などといったネットワークを構築して、より豊富な情報•資源を収集して、自分なりに組み合わせることが、

今後の勝敗になるでしょう。

これをきっかけに、自分を充実させ、在校生•卒業予定生切磋琢磨しながら、母校に恩返しをすると同時に、価値のある人生を送ろう。

チャプターの登録人数/Number of registered members 約/about　　　　　80　　　　名/persons

チャプターの特徴を一言で/Describe the key feature of your chapter in a nutshell

北京は中国において、上海校友会に次いで、第二番目の校友会である。中国北方に生活し、仕事をやっている在校生と卒業生を主要な

ターゲットとしている。

活動の主な実績を書いてください/List activities/projects conducted by your chapter thus far

2014年1月18日、「APU北京校友会の新年会」を行いました。

2014年4月17日、「新人歓迎会」を開催しました。2014年卒業の校友達が参加してもらいました。

2014年7月19日、天津の日航ホテルで「APU校友会10周年記念イベント　兼　北京チャプター総会」を行いました。APU卒業生約60人、

来賓2人をご出席していただきました。APU北京校友会の年間報告を行い、校友会10周年記念のイベントも開催しました。

他の役員等のチャプターでの役職と名前／Other officers' names and titles/positio in the chapter

副代表 孫唯宸 CHEN WEICHEN

副代表 張国華　ZHANG GUOHUA

連絡係 趙衛娇 ZHAO WEIJIAO

チャプター名／Name of the Chapter APU北京校友会

チャプター代表者名/Name of Reresentative 白景元　BAI JINGYUAN



活動の主な実績を書いてください/List activities/projects conducted by your chapter thus far

2013年2月　就活相談会

2013年6月　春卒新歓　ゲスト鈴木光司先生

2013年11月　秋卒新歓　　ゲストなし

2014年2月　新年会＆就職相談会

2014年3月　ピエリ守山見学会

2014年4月　浜松新歓・砂糖会　ゲストなし

2014年6月　春卒新歓・砂糖会　ゲスト荒川宣三先生

2014年7月　三重川越LNG発電所見学会

2014年7月　中日ドラゴンズ観戦・がんばれドアラちゃん!?鯉なんて打ち負かせ

今後の活動の予定や方針を書いてください/List your chapter's future plans / policies

2014年9月下旬　　女子会(食う)

2014年10月中旬　スポーツ観戦企画

2014年11月中旬　秋卒新歓・砂糖会　ゲスト金丸先生

2014年12月未定　女子会(学ぶ)

2014年1月中旬　　泊まりの伊勢旅行＆会長の嫌いな牡蠣を食う会(泊まり)

2014年3月上旬　　新年会・砂糖会＆就職相談会

2014年4月下旬　　富山湾の発光ホタルイカを見て食う会(泊まり)

※年間を通じて、APU図書館への寄付呼びかけを行います  イベント毎に参加者から一人100円ずつ徴収し、3月末に送金します

佐藤　友彦 最高顧問

チャプターの登録人数/Number of registered members 約/about　　　340　　　　　　名/persons

チャプターの特徴を一言で/Describe the key feature of your chapter in a nutshell

「飲む・遊ぶ・愚痴る・婚活」をテーマに、世代を超えた校友の出会いや新たな発見の場を提供していきます

最高顧問の佐藤君を中心とした砂糖会では、楽しい時間を過ごしています

他の役員等のチャプターでの役職と名前／Other officers' names and titles/position in the chapter

水野　和隆 副会長

森山　友里 幹事(会計)

伊勢川　泰史 幹事(就職)

チャプター名／Name of the Chapter APU中部会

チャプター代表者名/Name of Reresentative 中村　雄大
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・懇親会開催（年1-2回/ at least）

・APU中四国チャプター内、他県での懇親会開催

・中四国チャプターに縁有るAPU校友同士のheart-to-heart relationshipの場を作る（定期的な懇親会の開催）

・ボーダーを超えて校友が参加しやすい場を作る（e.g..子どもが一緒に参加出来る場所＆プログラムの作成）

・参加する校友ひとりひとりが会の運営に関わる機会を作る（参加者ひとりひとりがオーナーシップを持つ）

今後の活動予定：

・総会開催（2014/10/26）

2013/6/1 第10回　APU中四国会開催（懇親会＠校友宅）

2014/7/6 第11回APU中四国会開催（校友会10周年イベント企画）

今後の活動の予定や方針を書いてください/List your chapter's future plans / policies

活動方針：

2011/2/19 合同就活イベント＆懇親会開催

2011/7/23 第8回　APU中四国会開催（新卒歓迎会）

2012/11/25 第9回　APU中四国会開催　（懇親会）

2009/5/9 第6回　APU中四国会開催（お泊り懇親会＆鳥取観光）

2009/12/13 APU中四国会 IN 東京　開催

2010/11/20-11/21 第7回　APU中四国会開催（お泊り懇親会＆合氣道ワークショ ップ）

第2回　APU中四国会開催（懇親会＆お泊り会）

2008/2/2 第3回　APU中四国会開催（岡山観光,懇親会,お泊り会&校友宅訪問）

2008/10/4/-10/5 第4回　APU中四国会開催（懇親会＆犬島ツアー）

2009/03/14-03/15 第5回　APU中四国会開催（倉敷観光＆懇親会（送別会）

チャプターの登録人数/Number of registered members 約/about　　　　　30　　　　名/persons

チャプターの特徴を一言で/Describe the key feature of your chapter in a nutshell

Fe e l  at h o m e ~  He art- to - h e art re l at i o n sh ip be twe e n  AP U  alu m n i  i n  Ch u go ku  & Sh iko ku  Ch apte r~

活動の主な実績を書いてください/List activities/projects conducted by your chapter thus far

2007/5/14 第1回　APU中四国会開催（懇親会）

2007/9/1

チャプター代表者名/Name of Reresentative 松田絵里 / Eri MATSUDA

他の役員等のチャプターでの役職と名前／Other officers' names and titles/position in the chapter

副代表 尾崎奈々 / Nana OZAKI

会計 竹井佐織　/ Saori Takei

チャプター名／Name of the Chapter APU中四国会 aka. ももたろうの会



今後の活動の予定や方針を書いてください/List your chapter's future plans / policies

チャプターの登録人数/Number of registered members 約/about　100（ＦＢ＝381いいね！）名/persons

チャプターの特徴を一言で/Describe the key feature of your chapter in a nutshell

1期生から新卒まで、年代がバランス良く参加出来ていて、上下の無い熱い集団

活動の主な実績を書いてください/List activities/projects conducted by your chapter thus far

基本的行事（ 年5 回）: ①就活生向け就職相談会　②お花見　③新卒歓迎会　④真夏のスポーツ大会　⑤忘年会　⑥地球を旅する文化

祭（福岡校友会最大イベント）→北九州市の子供50人を招いて泊りがけでＡＰＵ・その他大学の国際生と異文化交流を図ります！ 2014

年11月29・30日開催！

他の役員等のチャプターでの役職と名前／Other officers' names and titles/position in the chapter

企画・運営 三浦　一将

二宮　ちづる

荒木　俊宏

チャプター名／Name of the Chapter 福岡チャプター

チャプター代表者名/Name of Reresentative 内田　匡彦（ＭＡＳＡＨＩＫＯ　ＵＣＨＩＤＡ）

今後の活動予定：以前より少しは認知されてきたので、今後はこの卒業生同士の得意分野を集めてセミナーなどやって行けた
らと思っています。そして、若い校友に代表をやってもらう予定です。



-  Exchange Programs with Shared Smile Japan and Saigon Children Charity

今後の活動の予定や方針を書いてください/List your chapter's future plans / policies

-  Career Guide (twice a year)

-  Networking between APU and other Organization: Oitajinkai and Japanese 3rd Wednesday Association

-  Exchange Programs with Shared Smile Japan and Saigon Children Charity (every month)

チャプターの特徴を一言で/Describe the key feature of your chapter in a nutshell

We are an effective and highly active chapter of 89 members. Our focus is to develop the connection between APU and our

members, while supporting their current and future professional goals.

活動の主な実績を書いてください/List activities/projects conducted by your chapter thus far

-  3 month Gathering

-  Career Guide

-  Networking between APU and other Organization: Oitajinkai and Japanese 3rd Wednesday Association

Nghiem Nguyen Mai An - Core Member Maruyama Yuko

チャプターの登録人数/Number of registered members 約/about　　89　名/persons

チャプター名／Name of the Chapter Ho Chi Minh

チャプター代表者名/Name of Reresentative Jane (Vo)

他の役員等のチャプターでの役職と名前／Other officers' names and titles/position in the chapter

Hac, Nguyen Nghi - Vice President Tran Thi Tuyet Trinh

チャプターの登録人数/Number of registered members 約/about　　　　　　　    200名/persons

チャプターの特徴を一言で/Describe the key feature of your chapter in a nutshell

- Established from 26th April 2009, Vietnam Alumni Chapter has much grown up thanks to APU Alumni's support. The Vietnam

Alumni has divided into 2 chapters: Ho Chi MInh alumni chapter and Hanoi Alumni Chapter. Our chapter members are young, active

and enthusiasm in any activities such as charity activity in Ho Chi Minh city, outside activities in Hanoi and so on...

活動の主な実績を書いてください/List activities/projects conducted by your chapter thus far

- End year gathering

- New year party (February)

- Oitaken zinkai gathering (June)

- 10th year anniversary event (July)

- Welcome party for new graduates (maybe next September)

他の役員等のチャプターでの役職と名前／Other officers' names and titles/positio in the chapter

Representative of Ho Chi Minh chapter: Ms. Janve Vo

チャプター名／Name of the Chapter Hanoi Alumni Vietnam

チャプター代表者名/Name of Reresentative Hoang Thu Hang



（2012年～2013年実績）

■全体案件

　　「新卒歓迎会」「年末の大感謝祭」「全国一斉就職活動相談会」「立命館東京支部の年次総会への参加」

　　「起業家ネットワークの実施（現在16回目の開催）」

■個別案件

　　「卒業式への参加と校友会参加の告知」「早稲田アカデミーでの交流行事」「校友大会のユーストリーム配信業務」

　　「ホワイトボードの寄付」「facebook用ロゴの作成」「家庭参加型イベントの開催」「年末の大感謝祭の拡大」

チャプターの登録人数/Number of registered members 約/about　　317名/persons

チャプターの特徴を一言で/Describe the key feature of your chapter in a nutshell

イベントがあると参加してくれるアクティブな卒業生を多く抱える忙しいチャプター

活動の主な実績を書いてください/List activities/projects conducted by your chapter thus far

チャプター名／Name of the Chapter 東京校友会

チャプター代表者名/Name of Reresentative President 笠松　太洋

他の役員等のチャプターでの役職と名前／Other officers' names and titles/positio in the chapter

Vice President 糸瀬学

活動の主な実績を書いてください/List activities/projects conducted by your chapter thus far

・Alumni Association 10th Year Anniverasary

・Periodically attend/participate at APU Info Sessions and Sharing Sessions with APU Jakarta Office

・APUIna Ramadhan-breakfasting

今後の活動の予定や方針を書いてください/List your chapter's future plans / policies

・Hold an election for the new Chapter representative (within this year)

・APUIna Sports and Social events

・Support and promote the alumni's career in politic, business and also entertainment

Accounting 末崎一壽 

Dyah Ayu Kusumawardhani Internal Relation

チャプターの登録人数/Number of registered members 約/about　　　80　　　名/persons

チャプターの特徴を一言で/Describe the key feature of your chapter in a nutshell

The chapter that will ensure all APU graduates to feel like home when they come (back) to Indonesia. We will welcome them as

part of APU big family and facilitate them to establish a connection with the networks of APU graduates living in Indonesia

チャプター代表者名/Name of Reresentative Endah Kusumaningtyas

他の役員等のチャプターでの役職と名前／Other officers' names and titles/position in the chapter

Sartono Hendrarso Vice President

Dion Susilo Advisor

チャプター名／Name of the Chapter Indonesia



活動の主な実績を書いてください/List activities/projects conducted by your chapter thus far

●2014年2月22日：『APU校友会10周年記念　就職支援企画と新年会兼懇親会』

【参加人数】約40名【場所】就職支援企画：立命館大阪キャンパス　新年会：きばいやんせ～

【内容】全国展開の就職支援企画の実施、その後参加メンバーとそれ以外の校友を交えて懇親会

●2014年5月10日：『新卒歓迎会＆第一回大人の社会見学inサントリー山崎』

【参加人数】約10名【場所】サントリー山崎工場

【内容】工場見学の体験共有により、新卒生との交流を深める

●2014年5月24日：『APU校友会10周年企画』

【参加人数】約100名　【場所】10周年企画：新大阪ブリックビル　懇親会：桜の音色

【内容】10周年企画の日本開催を大阪で実施。「坂本先生の講演「APUはいかにして創設されたか」

今後の活動の予定や方針を書いてください/List your chapter's future plans / policies

主な企画内容・・・

●2014年7月25日：『天神祭』　【参加人数】約15人　【場所】大阪天満宮　【内容】大阪の夏の風物詩　天神祭の観覧

●2014年10月中：『秋の味覚と夜長楽しもう』

【参加人数】約20　【場所】未定（宿泊施設想定)　【内容】宿泊を前提にした企画の実施。

参加メンバーとの共同作業を通じて、懇親を図る。

●2014年12月：『APU関西校友会忘年会』　【参加人数】約40名　【場所】京都　【内容】2014年のお疲れ様会の実施。

　毎年大阪なので、今年は京都企画を検討。

その他に主な方針として・・・

●大阪の校友メンバーが独自に企画したイベントの支援　●関西校友会組織力の強化●立命館校友会との交流実施　　　　　　　　　を

行っていく見込みです。

チャプターの登録人数/Number of registered members 約/about　　　　237　　名/persons

チャプターの特徴を一言で/Describe the key feature of your chapter in a nutshell

みんなで、楽しく、ワイワイやろう！

チャプター代表者名/Name of Reresentative 真殿　紘輔/ Kosuke Matono

他の役員等のチャプターでの役職と名前／Other officers' names and titles/position in the chapter

網屋　秀三/ Shuzo Amiya　副代表兼企画計画担当

洪　錫有/ Sukyoo Hong　企画計画担当

チャプター名／Name of the Chapter APU校友会関西



チャプターの特徴を一言で/Describe the key feature of your chapter in a nutshell

さまざまな人脈作り

Park Chanhye

活動の主な実績を書いてください/List activities/projects conducted by your chapter thus far

１．2009年から毎年同門会実施

２．２０１４年１０周年校友会実施

３．２０１４年就職説明会実施

今後の活動の予定や方針を書いてください/List your chapter's future plans / policies

【活動予定】

１．2014年下期総同門会実施

２．組織見直し

３．APU　KOREAN WEEK参加

【２０１４年度方針】

１．同門ネットワーク強化

２．総同門会規模拡大：100人参加

３．今後事業計画検討及び検討

チャプターの登録人数/Number of registered members 約/about　　　　　　100　　　名/persons

チャプター名／Name of the Chapter LEE KEE BAEK（イ・キベク）

チャプター代表者名/Name of Reresentative APU韓国総同門会

他の役員等のチャプターでの役職と名前／Other officers' names and titles/position in the chapter

Hwang Hyenchoel



約/about　　　　60　　　　　名/persons

活動の主な実績を書いてください/List activities/projects conducted by your chapter thus far

                                                                                                                                               

今後の活動の予定や方針を書いてください/List your chapter's future plans / policies

Policies:

Share relevant useful information to our members through organizing meetings and mail magazine.

Create oportunities at APU and Asia to learn about Latin America, in hope of gathering more interest in the region.

Facilitate information about Asia and APU to members in Latin America, or their organizations.

Support future and current APU's Latin American students.

Create sense of community and commitment among members.

 

Plans:

July 2014 Chapter start. Opening Event. Start of mail magazine.

September 2014 First official meeting. Mainly social, to get to know each other. Discuss chapter activities.

October 2014 Create a Latin American Culture Circle at APU. Gather members.

2015 Spring. APU event. Invite a distinguished chapter member to give a talk on a relevant topic.

Organize Latin American Cultural Week at APU, have a chapter meeting in Latin America.

チャプター名／Name of the Chapter Latin America

PR Ayumi Kaneko Zapata

チャプターの登録人数/Number of registered members

チャプターの特徴を一言で/Describe the key feature of your chapter in a nutshell

We would like to promote the presence and network of APU's Latin American community trough events and seminars in

colaboration with organizations where we will discuss topics relevant to APU, Latin America, and Asia, regarding culture, economy

and society. Anyone interested in the region can join.

チャプター代表者名/Name of Reresentative Olga Barreda

他の役員等のチャプターでの役職と名前／Other officers' names and titles/position in the chapter

Vice-President Daniel Muñoz Coordinator Shota Kondo

Accountant Alexander Guzman

2014.7.19 Opening ceremony @ Beppu



Facebook reference: AP U  A lu m n i  A sso c iat i o n  Malaysi an  Ch apte r

https://www.facebook.com/groups/285623021550896/

チャプター名／Name of the Chapter APU Alumni Association Malaysian Chapter

チャプター代表者名/Name of Reresentative Eng Ngor Lee

他の役員等のチャプターでの役職と名前／Other officers' names and titles/position in the chapter

Fadzil Hisham Bin Jalaludin (Vice President, appointed on

December 1, 2013)

Committee Members:

Miho Izumi, Camellia N. Ramleh, Kido Keisuke, Tan Bee Lin, Abdullah

Hamzah (formally appointed during AGM in September 2012)

Koo Jeng Tong (Secretary)

Hiroki Kawamura (Treasurer)

今後の活動の予定や方針を書いてください/List your chapter's future plans / policies

We will continue to plan and execute more activities in promoting the good network as well as to upgrade ourselves with broader

exposures in this country/region/global village. We aim to meet up within the alumni monthly if possible through major or minor,

formal or informal activities/gathering to discuss, catch up or update one's well-being. Activities in planning including:-

1. Nationwide trips discovering gourmet, culture and nature of Malaysia that cover Northern, Central, East Coast, and East Malaysia

areas

2. Participation in community activities especially Japan related events

3. Continue to share and to help in APU's educational or student related activities

4. Annual gatherings

5. Collaboration with other chapter in the region for joined activity (ex: Singapore, Thailand, Indonesia, etc.)

6. Welcome activity for new alumni as well as APU guests in Malaysia

7. To conduct study session or workshop for alumni in Malaysia

8. To assist new alumni or mutual exchange amongst alumni with living & career info in Malaysia

チャプターの登録人数/Number of registered members 約/about　　　　　100　　　名/persons

チャプターの特徴を一言で/Describe the key feature of your chapter in a nutshell

Be fun in reunion, broaden the exposure and APU network in the region.

活動の主な実績を書いてください/List activities/projects conducted by your chapter thus far

1) Arrangement by our Treasurer in posting APU Alumni Malaysian Chapter info in The Japan Club of Kuala Lumpur, JCKL

Newsletter (May 10, 2013)

2) Participation in Annual General Meeting in Bangkok (October 12-13, 2013 @ Grand Millennium Sukhumvit Bangkok Thailand)

3) Information Session by APU (November 10, 2013 @ Shang-ri La Hotel KL, helped out with presentation on APU student life)

4) Annual General Meeting for 2013 (December 1, 2013 @ Grand BlueWave Hotel Shah Alam )

5) Joint-event by APU Alumni Singapore & Malaysia Chapter in Conjunction with the 10th Anniversary Celebration (March 15,

2014 @ Goodman Art Centre Singapore)

6) APU Recruitment for Japanese Student in Malaysia (May 31, 2014 @ ITD Mont Kiara)


