
RLM＠熊本　コメント　

良かったところ 改善点（運営全体・自身の両方） その他感想

・各チャプターのコアメンバーと直接話せたこと（お会いしたことがない方が７名いた）
・自チャプターの問題点を共有でき、解決策を見出せたこと（特に、コアメンバーの育成、校友への情報共有方法）
・できたての熊本チャプターに現在の自チャプターの状況を共有できたこと
・他チャプターと連携の話ができたこと
・事務局長とコンタクト取れたこと
・APUの現状が知れたこと
・曖昧になっていた点を具体的にする動きになったこと（特に予算、予算項目について）
・ミーティング、懇親会にて５年ぶりに友人に会えたこと（熊本にいると知らなかった）

自身
・校友会の仕組みやルールについて知識不足であること
・もう少し積極的に意見交換をすべきであったこと

運営全体
・RLのみで話すのではなく、ボードメンバーも意見を出しても
　良かったのではないか思った
・２日目のお昼も計画のうちに入れておいても良いかもと思った
　（もちろん、参加者希望制で）

・今会は、熊本チャプターの初参加や他チャプターからも初見の方がおられ、
　いろいろな意見を聞くことができ、大変参考になりました。
　自チャプターの強みと弱みをどう伸ばし、どう改善するか指標ができました。

【事前準備について】
幹事チャプターの段取りがよく、問題なく進行したと思います。
事前準備に必要な資料作成の時間なども充分とられていました。
宿泊手配や交通手配は各自で行いましたが、特に問題ありませんでした。
【議事進行について】
事前のしっかりとしたアジェンダと資料の準備、
適切な司会で順調に進行したと思います。
【議題について】
必要な議題は網羅されていたと思います。
【雰囲気について】
話しやすいフランクな雰囲気で終始進行したと思います。
今回RLMでは、ゆうだいの毒舌にみんながだいぶ慣れて来ていたように思いました。
ただ初対面の人は戸惑っていた様子でした。
会議進行中、脱線しないように、緩くなりすぎないように、
せいたかがしっかり締めていたのは流石だなと思いました。
【タイムスケジュールについて】
少し全体的に押していたように思いました。
重要度の高い議案を時間内に納められたので、問題ないと思います。

【今回の課題】
特に問題だなと思った事はありませんでした。

【今後の課題・期待すること】
どこのチャプターでも持っている課題の一つに後継者問題があります。
RLMはモチベーションの高い校友が集まって議論するので、
そのエリアの校友もオブザーバーとして参加してもらう事で、
意識の高い人材の育成に役立てられないかと思います。

【全体所感】
昨年のCLMの反省を踏まえて小規模で行ったMTGでしたが、正解だったと思います。
ひとつの机を囲って、全員が参加できる会議として丁度良い人数だったのではないでしょうか。
今後参加人数が増えていく事も予想されますが、
極力ひとつのテーブルでみんなで話しができるのが良いと思いました。
あとは、話しやすい雰囲気が議論の活性化に繋がっていると思います。
発言しない人にも意見を促すよう、参加者自身がアクションしていていくのも大切だと思いました。

①RUとの接し方において、他チャプターのスタンスが知れたこと。
→当然地域柄があるので連携にメリットがあるかもしれないがその前にAPU側全体の意見を知れたことは非常に大きい。またチャプター内で付き合い方を話し合っていきたい。

②チャプター全体としての足並み・互いの状況把握(情報収集)・行動基準が揃ってきたこと
→全てを統一させれば良いという考えではなく、皆が前に進むために(APU校友会活動を活発にしていく為に)必要なベースが揃ってきたなと感じました。予算関係や合同イベント、各地の
校友発掘や新しい校友会立ち上げに向けて皆のコミュニケーションの流れがスムーズに行くと思います。

③次期校友会長のレベルアップ
 →次期の校友会長として自覚を持って、また周りのリーダー格と接することによって、「しっかりやらなければ」という気持ちが芽生える事に繋がりました。今後はそれぞれの役割を明確にし、
チャプターの活性化へ繋げて行こうと思います。具体的には「1期生を始めとした年上のキープ」であると言えます。

①周りの校友へもっと役割を振る
→今は仕事の関係で以前よりも活動へ割く時間が減り、以前はどちらかと言うと僕が中心で人集めもやっていたために最近は参加者が少なくなって
きた傾向にある。だからと言って自分の仕事を減らす事も難しいので、今後の校友会活動を考えればもっと周りのコアメンの皆にしっかりと趣旨を説明
したうえで役割を与えて行くことではないかと感じた。当たり前の理論かもしれないが、それが私の改善点です。
 
②代表にしか出来ない役割をこなす
→具体的には、良かった点の③に書いている「1期生を始めとした上の年代をキープすること」です。と言うのも、私が校友会活動に出れない事が多
くなってから、上の年代の参加率が極端に減りました。ですので、これは今の若い年代に任せる前に私が彼らに出来る仕事ではないかと思います。そ
して彼らをキープする具体的手法は当たり前かもしれませんが「交流を深める事」です。彼らはFBなどでイベントがポンとただ上がるだけでは中々来て
くれません。直接会って、その人を気に入らないと来ないという傾向にあ
りますので、私がいる間に極力コアメンに繋いで私がいなくても彼らが来てくれる環境を作ります。

「グローバルファミリーの意味とチャプター数を増やす意味をちゃんと理解できたこと」

韓国CLMでボードからの今後の方針を聞いたとき、僕はチャプター数を増やすことに疑問を持っていました。（皆の前でも発表したくらい。笑）
その当時は、チャプター数増が、自チャプターの予算縮小、増加に伴うCLMの非効率化に繋がるとしか思っていませんでした。
僕は、グローバルファミリーというのを、今の考えよりもっと大きな枠でしか見ていませんでした。
校友会組織を世界的に広げたいのだろう、という程度の理解でした。

今回のMTGで、校友会は「その国や地域に来てはみたが、友達がいない、APU卒業生と会いたい」人を対象にしているっていうのが分かったことで、
チャプター数を増やすことが僕の中で急激に意味のあるものに様変わりしました。
校友会を世界に広げるために増やしているのではなく、
APU卒業生が世界に広がっているからこそ、その国に、その地域に、その人の支えとなれる校友会組織を作っていっているのだ、と。

この視点の変化が僕の中で一番良かった点です。

運営全体
これはチャプターの反省点でもあるんですが、
質問内容が稚拙だったかなと。どう改善すればいいかがよく見えない抽象的な質問ばかりで、
１日目の前半は、建設的に皆でアイデアを出し合える雰囲気にはなり辛かったかなと思いました。
２日目の卒業式プロジェクトなど、あんな感じで皆で話せる方がAPUらしいかなと思いました。
質問内容、もっと考えまーす！

もう少しトイレの数があったり、喫煙室や休憩室などが完備された会議室にグレードあげてもいいのでは？とは思いました。

自身
校友会×APU×地域のコラボの面をもう少し紹介しても良かったのかなと思いました。
稚拙な質問より、この方が良かったかなと今更ながら思っています。

今回のRLMは相手の名前も顔も覚えられるし、議論もでき、ちょうどいい規模感だったと思います。
RLM、構想から実現までこじつけるボードがすごい！ありがとうございます！
しかも、今のリーダーたちはしっかり自チャプターの状況を見ていて、良い人ばかりだと思います。
こんな状況が続けば、RUとは差別化された校友会ができるんじゃないかなと思います。
本当にありがとうございました。
ボードの皆さんも、これからも引き続きよろしくお願いします。

基本的なことではあるが、限られた時間で20以上の項目について議論し、議論内容に対して何らかの結果（結論）を出せているというのは、良かった点であると感じる。あるテーマについ
て議論する際、意見は多く出るが、結局結果がまとまらない・曖昧なまま流れてしまう、ということは日頃のミーティングにおいてもしばしば見られることで、また“次回に持ち越し”という結果に
なった際にも、次回までに“誰が何をする”という点が不明瞭なまま終了してしまう場合には次の議論開始がスムーズにはいかなくなってしまう。
ファシリテーター、プレゼンター、タイムキーパー、書記、意見を述べる側等皆の協力が
あってこそ成り立つものだと思うが、私個人としては今回、ファシリテーターであった会
長や各チャプターリーダーの迅速な反応から学ぶ点が多々あった。今後の活動に活か
していきたい。

個人的なことではあるが、各チャプターを中心となって動かすメンバーとの繋がりができた点はとても大きい収穫である。一つのチャプターに属し、他のチャプターやボードについて話を聞くこと
はあるが、実際に会って話をするのとでは印象もまた異なる。また、校友の繋がりを広げるためには、まず自分自身を通して校友同士の繋がりを広く持つことが大前提であると考える。今後
も、校友同士が互いにプラスとなれるような関係を築き、より広い繋がりを作っていけたらと思う。

a ) 運営全体
各チャプターの紹介について
チャプター紹介資料の項目に、” 昨年のRLM参加時に認識した課題改善のため、この１年どのように取り組んだか・その成果 ” という項目を追加
してはどうだろうか。この点を検討することで、
RLM参加　→　各チャプターの反省　→　その後の改善への具体的取り組み
→　翌年に向けての反省・改善行動
と流れをより認識できるようになり、毎年のRLM参加の意味も高めることができるのではないかと考える。

b ) 自身について
事前にチャプターリーダーに疑問点を質問しサポートしていただいたりしていたため、初参加ではあったが会議内容は大体理解できた。だが、そこに

プラス”自分の意見を発言する”、という点が今回は全くできなかった。今後より深く校友会について考え、自分自身として、自チャプターとしての意見
を発言できるようにしていきたい。

校友会HPにおいて、自身でまだ活用できていない点が多くあると感じた。HPに掲載されている情報をもっと活用し、校友同士のリンクにつなげて
いきたい。

今回の参加、私個人としては、とても意味のある時間であった。
私が校友会の企画サイドに携わるようになったのは、APUのために何かできればという思いもあるが、それ以上に ”人との関わりに恵まれていて偶然
機会を得た” という点が大きい。そのため、昨年末より自チャプターの活動に加わらせてもらうようになったものの、通常は代表やその他メンバーの皆さ
んが中心になって仕切ってくださっており、私としてはまだまだ何もできていないというのが正直なところである。だが今回RLMに参加することになり、校
友会というものについて ” より具体的に学ぶ・考える ” という機会を得た。おそらくこのRLMに参加しないままであったならば、チャプター及び校友会
の今後やビジョンについて深く考える機会を逃していたかもしれないし、また企画サイドの一員としての意識も大きく違っていたかと思う。
今回様々なチャプターの皆さんと話をする中で、“自チャプターは活動が活発で個性的な点も多く、だからこそいろんな企画ができそこはとても素晴ら
しいと感じる。だが、それであるが故に、新しい人が参加するのには少しハードルが高くなっているのかもしれない ”との指摘を多くいただいた。今の良
さを活かしつつ、より多くの校友の皆さんに参加していただけるようにするためにはどうしたらよいか、改めてしっかり考え、今後の活動に反映させていけ
たらと思う。

■well-organized agenda & programに基づいた、当日の議事運営（議事進行）
→「話し合うべき事柄」に焦点を絞ったMTGが開催出来たのでは？
■事柄によっては、ボードサポートの下、参加者主導でMTGの一部を行えた点
→今後、チャプターリーダー主導のRLMの運営に繋がるのでは？
■MTG後、チャプターリーダーズが主導になって、企画をする　＆ 案をとりまとめる「具体的かつ建設的な」アクションが生まれたこと
→従来のMTGには、「殆ど」見受けられなかったアクションでは？
■参加者をupliftさせる取り組み（e.g.表彰制度）
→
・表彰された本人の「今後の」モチベーションUPに繋がる
・表彰された理由を知ることにより、表彰された本人は勿論、参加者はRLMの会議に望まれていることを「自然と」知ることが出来る

＜運営全体＞
■自己紹介の時間は「まとめて」取った方が良いのでは？（MTG初参加者への配慮も含めて）
 
＜自身＞
■サブリーダーへの「事前」コーチング（情報共有含む）が「不十分のまま」、会議に参加させた点
■サブリーダーと「基本的な」意思疎通が図れていなかった点
■初参加者への「基本的な」配慮（自チャプター以外の）

■CLM in 韓国、RLM in 別府、RLM　in 熊本・・・とMTGを重ねる毎に、MTGの質が「格段に」UPしているのを感じます。
 
■各種資料（特に、資料「CLM後の取り組み」）を拝見して、ボードメンバーが心血注ぎながらも「ロジカルに」校友会の活動に、
「常日頃から」取り組んでいる様子が伝わってきました。

・議事進行がスムーズで特に言い争うような議論もなく進んだのがよかった。
・メンバーが、それぞれかなり気を効かせて会議運営をされている感じが伝わってきました。
・個々のチャプターの活動やそれに紐づく思いや背景を共有することができた。
・多様なトピックの議論ができた。
・事務局側の動きを共有できた。

＜運営全体＞
・知らないメンバーが多かったのでネームプレートがあると名前の定着がしやすかったかもしれない。

＜自身＞
・あまり議論に参加できなかった。実際に運営側としてチャプターを回している立場では今までなかったし、それ以前にも校友会のイベン
ト 運営に関わるということがなかったので安易に意見をいうことはあまり好ましくないなと感じた。議論に参加するためには知識としての共
有以外に も、実際にイベントや事業を回してきた経験にもとづいて意見を言うということが求められているように感じた。会議に参加し、
議論を促進してい くためには校友会という場所に対して、真摯に向き合い、校友会のメンバーの思いや要望に耳を傾け、独善的では
ないイベント運営の方法を模索 し、実行することが大切であるということを学んだ。そのために何を始めていけばいいのかを今後定期的
に話し合う場をチャプターメンバー で確保して進めていきたい。

・定期ミーティングを行い、情報共有、フィロソフィーの共有が必要だと思った、事前にちょっと勉強しておくという方法では、考えと活動を
組み 合わせた上での意見をいうことができない。

・それぞれの地域の特性をどのようにいかして校友会の活動をしているかがわかって勉強になったのでそれを活かす。

・自チャプターはあまり活動をしていないと実感した。自チャプターらしい活動のあり方を模索する必要があると思った。

・現在、自チャプターエリアにどのような人がいるのかの把握、と要望の拾い上げをしていくことから始める必要があるとおもった。

２日間お世話になりました。久しぶりに多くのAPU卒業生とお話ができて刺激的でした。様々な場所で、APUのメンバーとつなげ、活
動してい る情熱に感動しました。

自分も自チャプターを拠点にして活動を広げていきたいと思いました。どうもありがとうございました。今後共よろしくお願いいたします。

懸念としていたRUとの付き合い方や、予算の取り方について意思共有が図れ、運営上の課題が少しクリアになった。
会議室の広さ、ロケーションがちょうど良かった。
ディスカッションがきちんと行えた。

チャプター紹介の規定演技部分は、事前に配布した上で、当日の説明は省略
発言バランスにばらつきあり。仕方ないものの、発言の少ない人に発言を促すことも必要かと。そこから新たな気付きもあるだろうし、雰
囲気に押されて発言しづらい人もいるだろう。
チャプター内で確認など行えるので、チャプターごとの着席が望ましい。

初の全体会議への参加でした。
置かれている環境、規模などは異なるが、目的意識としては、少なくとも日本国内のチャプターでは共通のものを持てていると実感。
チャプターを超えた活動もしてみたかったので、卒業式プロジェクトに参加表明ができ、またモチベーションとなった。
また、近隣チャプターの発掘という新しいテーマも出来たので、自チャプターの発展とともに出来る限り貢献していきたいと強く感じた。

時間配分、休憩の取り方がスムーズだった。
司会進行が良かった。
発言に対して、ただ飲み込むのではなく各自が咀嚼し意見を出していて良かった。

話を最後まで聞かず誤解が生じている場面があったので、最後まで聞いてから発言ということを徹底したい。 すべてが濃かった
ディスカッションの場への参加は初めてで、各チャプターのレベルの高さが分かった（圧倒された）
もっと資料を読み込んで理解して会議に臨むべきだった
良い会議の見本を見せて貰った気分。自分の意見を言える先輩方に、さすがAPUと感じた。

参加者が、発言者に耳を傾けていた。
発言そのものを否定することなく、前向きな議論が行われていた。
各チャプターの活動を横断的に知ることができて、参考になった。

ホテルの候補リストを、ホストチャプターが紹介すると、会場から遠いところのホテルを取ってしまう人がいなくて良いと思う。
座席はランダムなのであれば、くじ引きもしくは最初から決めておいてほしい。(どこに座る？的な時間が無駄)

興味深い2日間でした。
各チャプターのを在り方を見て、自チャプターは、現在のフレンドリーな雰囲気を更に強めていきたいと思った。
チャプターリーダーの高い意識を正面から受けて、良い刺激を受けた
校友会で無ければ出会えない先輩と同じ仕事が出来る良い機会だった

・テーブルの配置や部屋の狭さが良かった。あまりに間隔が広いとディスカッションがしずらい。ちょうどいい感じに狭かったので議論がしやすかった。
・参加人数もちょうどいい。やはり振り返るとCL以外のメンバーからは新鮮な切り口でコメントがもらえるので、今後も継続して参加させたい。
・今回はアジェンダも多く、いい意味で余裕を持たないにタイムスケジュールだった。
・今まで多くの校友会関連の会議に参加してきたが覚えている中で1番議論が進み、決定事項を生み出せた会議だったのではないだろうか。
・参加校友の世代も様々でカバー範囲が広かった。

・もう少し各チャプターの強みを共有する時間が作れたら良かったと思う。例えば自チャプターでは集客やイベント運営の実績があるの
で、申し少し具体的に共有することもできた。実際にワークショップみたいな形で新しいツールや手法を手を動かしながら体験してみるな
どを想定。
・意外と直接自分のチャプターに直接関連してくる内容もあるので、私も含めてチャプターリーダー各人が全体予算や、ボードの動きに
興味を持ち、日頃から資料等に目を通すべきだと感じた。

・メイン会場が繁華街にあるというメリットを感じた。会場や懇親会への導線が短く、移動に時間をとられなかったのが良かった。

RLMの改善点として思い付くことがない程に、事前準備や進行など全て参考になることばかりだったので、今後の校友会としての課題を
述べたいと思う。

・校友会の認識と広報
会議の中で、校友生（APU卒業生）からよく「校友会に入っていない」という話を聞くことがあると発言があったが、確かにそういった話
を聞くことが多い。今一度、卒業した時点で校友生であり、全ての校友生に校友会のイベントに参加したり、交流を楽しむ機会がある
ということを、知ってもらいたいと思った。現状、イベントの広報や情報提供の手段は、FBやメッセージ・LINEなど、チャプター単位になっ
ていて、統一されていない。また、その情報を知らない人が新規でアクセスする方法は、口コミに大きく頼らざるを得ない。大きな代替
案があるわけではないが、もっと窓口を広く、必要な校友生にちゃんと情報が届くような仕組み作りが必要だと思う。

まずは、手始めにチャプター単位で他チャプターの紹介をするというのはどうだろうか。校友生の転勤や引っ越しに備えて、現在にどの地
区にチャプターがあり、空白地域のチャプター設立を、考えているという情報を伝えていきたいと思った。イベントの開催情報を共有するこ
とで、流動する校友生への対応をとっていきたい。また、潜在ニーズのある在校生に対しては、今年の卒業式での取り組みに期待をし
たい。良い関わりをしていきたいと思う。各チャプターの紹介を行い、認識を深め、卒業しても繋がっていけるというアピールがしたい。そし
て、しっかりと新歓で各イベント情報の共有を行い、更なる交流の活性化に繋げたいと思う。

今回のMTGだけでなく、日頃のチャプターMTGでも感じていることですが、
リーダーやメンバーのリーダーシップ力、マネジメント力、組織運営力、
イベント時の集客力、企画力・計画力、実行力　など、挙げきれない程に参考になる点が多いです。
MTG最後の表彰には、驚きながらも本当に嬉しかったです。ありがとうございました。

校友会の運営だけでなく、いちメンバーとして
尊敬できる先輩方に関われることが嬉しく、勉強になることばかりで、非常に為になります。

最後になりましたが、この度は素敵な集まりに参加させて頂き、本当にありがとうございました。

（１）校友会の活動に対する理解度が高まった。
（序盤の校友会組織の目的・役割・組織体制等基本的情報の共有がとてもよかった）
（２）face to face会議による長時間のディスカッションにより校友会に対する参画度が高まった。
（３）他チャプターとの意見交換により自チャプターの課題把握、課題解決方法の参考とすることができた。
（４）明確に幹事チャプター（今回は熊本）がいたため、場所取り、懇親会場所確保等を任せたことで校友との交流の場が持て、有意義だった。

（１）1年半ほど校友会のコアメンバーとして活動してきたが、MTGやイベントに出席する程度の軽い関わり方だったために、今回の
RLMのディスカッション内容についていけない所が多々あった。もっと参画度を高めた上でこうした会議には参加すべきだと感じた。
（２）自チャプターに関しては、校友会活動をより多くの人に伝えることが課題だと感じた。他チャプターでは新卒校友の取り込みがで
きているが、自チャプターは全くと言っていいほどできておらず、卒業式後の活動を活用し、参加者の囲い込みを図りたいと感じた。

・提案事項
今後の全体の進め方
現在のようにチャプターが主役として、ボードが補佐する体制を継続していくのがよいと思います。2017年3月までに大枠とその後の2年間は補正作
業を行い、2019年頃までにRLM会議を中心とする校友会運営体制ができるのが理想と考えています。

来年度RLM参加人数の件
来年度は、各チャプター1名参加でよいと思います。2年おきに2名参加にしては、いかがでしょうか？予算項目申請交渉についても、2年毎に内容
更新を行うことを検討しており、2名参加のRLMが開催された際に、意見聴取をしてそれを基に更新内容作成が妥当だと思います。

準校友広報の件
ボードによる準校友への広報活動に力を入れていく予定であることはわかりましたが、広報活動は、校友会を知ってもらうことが目的ではなく、チャプ
ターと準校友をつなげることが主目的にしてもらいたいです。
以下の形で進めるのが適当だと考えます。

準校友に対して、校友会を広報する
効果：学生が校友会を知る
↓
学生が国内外に戻る際にチャプターが1年に1度は学生交流イベントを開催(夏季・春季の長期休み)
効果：学生がチャプターのイベントを知り参加して、学生生活が有意義になる
　　　校友は、学生から刺激や大学活動状況などをもらうようなことができる
↓
予想される結果と効果
学生が校友会を利用しやすくなる
チャプターイベントに準校友がくる機会が増える
校友と準校友の交流が生まれ、校友会の存在感が増す

　上記のように、ボードとチャプターが一体化していく取り組まない限りは、効果は低いと思います。また、これまでのボードによるプロジェクト運営をみて
いると多額の資金を使って、一応の成果物やイベントは開催するが、連続性がなく費用対効果も低く、自己満足で終わるという内容だと思いますの
で、過去の失敗を踏まえて長期的なビジョンで運営する必要があると思います。
　広報方法も費用対効果が最大限にでる方法を考え、配布物などは不要かと思います。※入学時のパンフレット配布は除く

自己実現の件
会議でも話しましたが、立命館大学付属高校に配布したAPU紹介冊子など本来は校友会が経費を出す内容ではなく、入試課がすることではない
かと思いますので、自己実現関連はチャプターの利益になるかという視点もいれて検討していく内容だと思います。
3年前までは、がんばる校友を表彰するAchieve Awardで10万円の活動補助などだしていた時代もありましたが、チャプター主導になっていく状
況を踏まえると校友個人レベルで満足してしまい、他への波及が見込めない自己実現はやめるべきだと思います。今後は、基本となる指針作成が
必要だと思います。

ルーパスの件
　校友会の各チャプタープロモーションビデオを製作する件ですが、校友への広報における統合戦略がない状態で行うことことに反対です。また、学
生から連絡が現時点でも私のところに取材依頼がきていないので、概要が不明ですが、費用圧縮のために、一部チャプターだけを対象にした内容
でよいのではないでしょうか？あるいは、どうしても全部のチャプターを撮影したいのであれば、2年計画にするか、チャプター代表複数名を一度にあつ
めて行うことなどの工夫が必要だと思います。

広島チャプターの件
動きをつかんでいるので、別途提案

チャプター紹介などは写真入りで行うのが良いと思います。
同行者紹介などは、事前のネタ準備があるので予め伝えて欲しいです。
RLMは、ボードの運営に対して審議・議論する場としての側面があったほうがよいと思いますので、今後はボードの運営方針などについてもう少し議
論していけるとよいと思います。

効率的な時間配分ですべての話し合いが終わったことは、前回のソウルでの会議と比べるとよかったと思います。
各種重要な話が楽しく話しながらできたのでよかったと思います。
重要な案件をちゃんと話ができたので今後の5年間活動基礎は固まったと思いますので、会議の費用対効果は極めて高いと思います。
アイスブレイクなしは、正解だと思いますが、いかがでしょうか？

1.他チャプターとの交流
活動報告会を通して、校友会運営で参考にしたい点や課題を認識、また自チャプターの良さを再認識することができた。

他チャプターでは、小規模のイベントや勉強会企画、旅行や長時間のイベントを組み込むことで、校友生同士の密な交流ができている。

自チャプターでは大きなイベントが多く、同窓会のような形式になりがちなので、他チャプターのように時間や深い交流の機会を設け、他学年の校友生がより交わえるよ

うな卒業した校友生ならではの、出会いや交流の場を作っていきたい。

FBでの集客方法や、事前決済、託児スペースの設置など、新たな取り組みも続けていきたい。
また、対面して他のチャプターやボード、オフィスと関われたことで、校友会の大きな繋がりを感じました。これまでは話で聞いていたのですが、様々な方とお 会いして、

より一層、他チャプターを身近に感じ、APU愛と校友会熱が高まりました。
2.熊本チャプターメンバーとの懇親会
懇親会で様々な校友生と話した中で、 「地元熊本に再就職し、昔からの友達は周りにいるけれど、

国際的な感覚や向上心の高さはAPUらしさであり、社会人になった今、またAPU校友生と関われることが 心底嬉しい。」と、 語ってくれたことが、とても印象に残った。

校友会の運営やチャプターの設立によって、実際に喜んでいる校友に出会えて非常に嬉しかった。

今後の校友会イベント運営や新規チャプターの設立にむけて、モチベーションが上がった。

3.RUとの交流、附属校との関わりについて
まず立命館中学・高等学校卒業生として、この議題に関われたことがとても嬉しい。実際に、校友会の活動や卒業後の進路や取り組みなどが、私のAPU進学理由のひと
つとなっていた。APU在学中には、国内留学生としてRUからAPUに来た学生とも友達になった。サークル交流が盛んになり、学生同士で立命館内で交流を持つ機会も多
くなっている。私個人としては、RUとの交流を深め、APUにはない豊富な校友生数を活かしたイベントの開催や、相互理解、更にはAPUに関わったことのある世代達が
久々に交流する機会の提供ができればより良い効果が生まれるのではないかと思っている。附属生への関わりとしては、APUに通ずるものが多くあると思う。中学も高
校も、宇治高校も、国際色が強く、中学の修学旅行がNZホームステイ２週間であったり、学生同士の海外交流が多い環境からも、もっとAPUを身近に感じる取り組みが
出来ればいいなと、個人的に思う。ただ、予算や部署など、体制面でいろいろとあると思うので、一度状況や環境の把握をしてから、母校に関わる何らかの行動をしてみ

たい。今一度、母校愛を思い出す良い機会となった、

5.会議に参加して
会議に参加したことで、校友会運営へのモチベーションが上がり、顔を合わせて交流することの大切さを感じた。また2人で参加することで、チャプター内の組織力強化


