RLM2016@モンゴル アジェンダ

Theme: One Region One Family
Purpose of the Meeting:
The Regional Leaders' Meeting in Mongolia aims at seeking ways to boost networking between APU and regional chapters as well as among the chapters. Moreover, it is worth sharing
ideas and collaborating with eachother for better tomorrow of the region as leaders from APU.
DAY

分類

項番

アジェンダ

内容
・モンゴルCリーダーズからの挨拶

発表者

備考

イントロ

イントロ

・今日の進め方

13:00-13:10

モンゴルC

2

イントロ

自己紹介

代表、ボードメンバー、オブザーバー、事務局、リーダーズの自己紹介

13:10-13:20

全員

・校友会ビジョンの復習
3

ボード

ボードの情報更新

議事録

・今回RLMの目的について

1

・ボード組織図の更新
・ボードの今年展開する活動の情報共有

YR15を元に、新しい活動、発想の

13:20-13:40

ボード

13:40-14:10

各チャプタ－から一人

情報共有

・新規チャプター設立の情報共有

【ビジョンの復習】
■Global family
2016年までには30チャプター設立を目指す
今後の予定地
（日本）広島・沖縄・札幌 （海外）ウズベキ・バングラ・ネパール
■Self-accommplishment
校友会の資源・ネットワークを使って自分のやりたいことにチャレンジする環境を作る
【組織図の更新】
体制セクション：ボードの運営のマネジメント
広報セクション：パンフレット制作など
チャプターセクション：チャプターの対応など
事務局：尾場瀬が今年から校友事務局長として着任

5 minutes photo presenation and
memory sharing for each
representative. One can recall
4

チャプタ－

アイスブレーク

「APUでの思い出」
写真やビデオで自由にご自身の思い出を話すアイスブレーキ

anything about their student life
back in APU or Beppu while
presenting their favorite photos. It
has to be prepared as homework
before the meeting.

5

BREAK

14:10-14:25
チャプター紹介シート：質問1ー５番

各チャプターの持ち時間20分

チャプター間の情報 質問1. チャプタリーダーとコアメンバーの簡単な紹介 （何年卒、職務、
共有
6

チャプター

（発表10分、質疑応答10分）

チャプター・ビジョンなど）

＊プレゼンテーショ 質問2. 年間スケジュール(開催済み、予定のイベント)
ン

14:25-16:05

各チャプター

質問3. 抱えている課題、乗り越えた経験

×5チャプター
*宿題として各チャプターを書き込み
済。PPTでプレゼンを用意

質問4. ボード、事務局への質問、お願い等 （サポートほしいこと）

Power point 8-15 slides

質問5. 15年RLM以来チャプターの変更点

【モンゴル】代表：Delger Gankhuyag
■活動
学生募集支援、総会、熊本への災害支援（ウールの布団を交渉し、企業から無料で寄付頂き、それを卒業生勤務のウラン
バートル航空に交渉し、無料で日本まで郵送。） 先輩トーク（9月）など
■抱えてる問題
アクティブじゃないメンバーがいる
■ボート・事務局へのお願い
RLMの継続的な活動
【上海】代表：Jeff WU
■活動
総会、立命館との共同イベント、HOME COMING TO APU 、就活・転職の支援
■抱えてる問題
Weichat 130名登録あるが、参加してない人が多い。また日本人中国在住者の参加が少ない。
アドバイス→ 告知・イベントの内容（国際学生は内容にシビア、キャリアにつながりそうな内容は集客が多い）中国語講座な
ど実施するのはどうか。
■取り組み
wechatの上海校友公式アカウントでの発信を行い高評価を得ている（閲覧数 約500人）

【韓国】代表：Lee Kae Beak（リーダー会をつくる）
■活動
韓国Weekへの資金支援、総会、就職相談会（資金は父母会から）、韓国＆中国のビジネス会を計画中
■抱えてる問題・現状
・コアメンバーが重要なポストについてる人が多く、余力がなかなか持てない。リーダー会を作ったが、希望する構成員が人
数に達してない。参加率が低い。メリットがあるイベントを作っていく。
・金曜にイベントを行うため、ソウル以外の人々が集まりにくい。
・30を超えた層は仕事に余裕があり、参加率が多い。女性は結婚前の20代が多い。
・リーダー会のメンバーの自腹（結婚式に花を贈呈、親が亡くなった場合に花とお金を送る）、父母会からの支援
■取り組み
・リーダー会の設立
・期生ごとにリーダーを作る（構成力の向上）
・冊子を作製（高校生にAPU広報用としても使いたい）
・Facebookの活用。就活情報ページなど
・自己アピールできる場を総会で作る（案）
■今後目標
釜山チャプター設立（適任者探し）
■事務局へのお願い
ONCAMPUS等の情報共有

6/25/2016 (土)

【台湾】代表 Regina Yang
■活動
人材派遣会社と共同して就活セミナー（7月30日）、勉強会（9月）、料理の講習会（11月）
■課題
参加人数が少ない。
■取り組み
若い層の校友をコアメンバーに入れることで、若い層も参加するようになった
■事務局へのお願い
毎年卒業生の情報がほしい
→毎年4月末に各チャプターに情報を送るのをルーティーン化する。
【北京・天津】代表 白 景元
■活動
総会、Outward boundイベント、韓国チャプター共同のビジネス会、就活・転職支援
■現状
登録メンバー120名程（Weichat）
■課題
家庭と仕事の影響で参加できない人が多い。地理的な問題（飛行機代や新幹線代が高い）新卒と帰国した校友達の情報が
欲しい。
アドバイス→校友の家庭状況に合わせてカテゴライズする。ママ会など。もしくはベビーシッター制度を利用するなど交通費は
補助が難しいため、イベント（内容による）の費用を校友会が負担する。
【ボード】代表 吉田 聖崇
■今後の活動：復興支援
天空祭の日に合わせて卒業生が世界中から帰ってくるようなイベントを企画する。交通費の補助。チャプターに参加希望者を
取りまとめ
宿題：①感想の提出 ②チャプター紹介（Excel）提出 期限：7月26日（火）

アナウンスメント
7

BREAK

8

予算

16:05-16:20

今年度より、イベントに関して審査基準を設けた。チャプター自身も企画する際の指針とする。
チャプター紹介シート：
チャプターの予算に 質問7.

チャプター予算についての質問

ついて

16:20-17:40

全員

17:40-18:00

全員

・新しい予算申請基準、予算表についての意見
・チャプターの予算申請について抱えている問題と不明点

【韓国HWANGさん】
ＲＬＭで発表する全体的に昨年と課題が変わっていない。もう少し多くの人がMTG等にかかわれる仕組み作りがいるので
は？→サブになりそうな人に意識を高めさせる為にサブも参加する必要があるのでは？

ボード、事務局から
9

の共有事項＆バッ

その他

ファー

DAY

分類

項番

・事務局からの連絡事項 等

アジェンダ

内容

発表者

備考

チャプター紹介シート：
11

チャプター

チャプター総会

質問6.

15年度、16年度チャプターの総会の開催時期、概要イメージ

について

9:00-9:30

各チャプター

YR15、YR16の各チャプタの実況

(発表４分、質疑応答２分）
×5チャプター

議事録

【上海】
2015年総会
上海周辺地域の校友も集まった。また日本人県人会の方も参加された。
2016年総会
時期は来年の一月（旧正月）
【モンゴル】
2015年総会
代表選出の方法はFacebookで投票、総会で発表している。
※昨年ジュガモ（日本留学経験者）の忘年会に参加17名
2016年総会
一年ごとに代表を変えるため、来年度は新しい代表を選出予定
【韓国】
2015年総会
昨年12月に開催。なかなか総会の中で親しくなるのが難しい。
2016年総会
メリットが感じられるよう学術も入れていくのを検討
席の配置を変えてもう少しコミュニケーションを図る
【北京・天津】
2015年総会
開始前に名刺交換をして、情報を集めている
2016年総会
今年11月19日開催予定
【台湾】
2015年総会
今年一月に開催。副学長も参加頂き交流を含める

【代表より】
総会の際に必ず皆から代表就任の賛同を得るようにする。

17

その他

大学の情報更新

事務局からAPUの情報共有、校友が
協力してほしいプログラムの紹介

9:30-10:00

事務局

6/26/2016(日)

1. Determine ways for boosting networks among and withing chapters
19

その他

意見交換

2. What actions to take among regional chapters for enhanced
networking. 3. What can we do as regional leaders for the sake of

10:00-10:40

全員

the region.

20

BREAK

21

RLM

22

RLM

23

その他

24

その他

【GAIAプログラム】
卒業生の企業に学生を派遣するプログラム。
校友会からも一部補助して、プログラムを活性化する。
【Human Library】
卒業生の活躍を授業の中やキャリア支援の一環で使用する。
【つながるシステム】
校友会Facebookへいいねを押してもらい校友の情報を多くの卒業生へつなぐ
名刺カードを作成して、総会で記入後データを整理する。（SunSun名刺システムを使用）
【卒業生への継続的な学生支援】
ミニMBAの開催
院生対象のイベント（カンボジア・ラオス予定）
【総会への教職員派遣のお知らせ（ACP制度）】
校友担当以外の教職員にも校友とのネットワークを広げてもらう。
→卒業生側として大歓迎。
国を超えた校友のつながりを活性するには
【チームA】
1．総会をするときに合同で行う。
2．ビジネスに関心が高いため、就職情報のプラットフォームを作る。またビジネスフォーラムを実施する。
【チームB】
1．アプリを作る。個人登録制。現住国やメールアドレスを登録する、掲示板を設置してアイディアや転職活動の支援を行う。
→9月のRLMで国内で作れる人を探す。
2・就職とインターンシップの支援。
Participants to be divided into ２
groups. Each group discusses within 現状国ごとで行っているが、もう少しオフィシャルに行うと、自分の国以外でも広げていける
→GAIAの原案が固まったらチャプターからもアイディアをもらう。
a group, then summarize their
3．ビジネス会を開催する。まず韓国と中国で船頭して行い、成功した場合広げていく。
idea/opinion and present to the rest.
→7月末までに企画書をもらう（白さん,HWANGさん作成）

10:40-11:00

RLM参加人数の妥当
性

次回開催場所・時期

今後、参加者人数が「各チャプターから1名か、2名か」意見が欲しい

①モンゴルチャプター今回の準備、手続きを紹介

11:00-11:20

全員

11:20-12:20

全員

時間バッファー及び他に意見交換したいことがあればこの時間でする。

12:20-12:50

全員

記念撮影

12:50-13:00

全員

②次回の幹事チャプター及びRLMの概要を決めたい

バッファー＆その他
意見交換/感想

①それぞれ到着する時間のアレンジ等負担は大きかった。モンゴルは地下鉄やバスがない。また白タクは保証ができない。
支払いは事前払いなし。思った以上に準備に時間がかかった。また、タイムマネイジメントが難しい部分があった。
＜開催してよかった点＞
自分の国で開催することによって、RLMの意義をメンバーに知ってもらう事が出来て、メンバー同士も改めて交流できた。
②次年度幹事チャプター
台湾で開催。開催時期は2017年6月24日・25日。
③交通手段の手配
現状各自手配希望者が多いため、今後も個人手配の予定で進める。

復興支援イベントを天空祭と同日でイベントを行う。10月15日16日。交通費の補助。 詳しい詳細は別途共有。

/wrap-up session
記念撮影

RLMは1名参加。意識を高める意味で2名がいいが、必ずしも一緒に同伴した人の意識が上がるかはわからない。現状１名参
加。１２月に最終判断を行う。
→サブリーダーの意識を高めるもう一つの取り組みとして、RLM6ヶ月後に各チャプターリーダーズから途中報告をしてもらう
（フォーマットを別途ボードにて作成・共有）

