


New apu alumni board from 2018

How we look like in profile photos… How we look like in zoom…(2020.10.25 board MTG)



Self-Accomplishment

自己実現

Global Family
-The world is your home!-

グローバル・ファミリー

The APU Alumni Association’s Rule has established its purpose as follows:
The Association aims to promote the development of the Association and APU and to foster friendly relations 
amongst its members.

Our Vision

“We are where you are”
“Shape with APU”

“Contribution”
“Linking”

“Dream-inspiring” 
“Shine yourself”

“Be activist” “Be Proactive”
“Shape the world”



Global Family Team

「チャプター・グループの個性を生かした活動のサポート」
現在36（国内10、海外26）チャプター、３グループ

①活動をしやすくするための制度を整える
・過去のRLM資料の見直し（課題が解決されているか確認）
・マニュアルの見直し（マニュアルに捉われずに活動してもらいたい）

②新規チャプター設立の応援と活動していないチャプターのフォロー
・２チャプター設立の予定（ウズベキスタン、ニューヨーク）
・活動していないチャプターについて、今後の活動についてフォローする

③グループ活動の広報
・設立マニュアルの見直し
・グループ制度についての認知度を上げる

④Alumni Social Development Grant
・制度の見直し
・受賞した卒業生・団体と学生やそのほかの卒業生とのつながりを深めたい

①Establish a system to support Chapters and Groups
・Review of past RLM materials(Check and Solve the problem)
・Establish as chapter manuals

②Support new chapters and non active chapters
・new chapters(Uzbekistan and New York)
・Discuss with non active chapters about activities

③Information for Group Activities
・Review of Group Manual
・Raise awareness of Groups

④Alumni Social Development Grant
・Review of Manual
・Deepen the connection with Alumni who gets this grant and Students and other alumni.



Self-Accomplishment Team

「校友会の魅力が一目で伝わるPR」
外から見てシンプルに何を行っているか伝わるPR。
参加しやすい、参加したいと思ってもらえるようなPRを行う。

情報発信というつながりを学生にももっていくことで、校友だけでなく学生にも在学中
に卒業後さらにつながりが広がるということを感じてもらえるように、
校友会がハブになる。



Cooperate Team

財務およびITインフラの観点からAPU校友会の活動をサポートし、APU校友会
をより自立した組織になることを目指します。
Support APU alumni activities from finance and IT infrastructure point of view, help APU alumni 
becoming a more self-sustaining organization in the process.

①新しい校友会費の徴収方法導入を検討
大学から校友会費の代理徴収廃止の方針を受け、202X年を目安に独自の徴収方法に移行するため、タスクフォース
チームで方法の検討中。2021年4月よりフィージビリティスタディを実施予定。
Consider introducing a new method of collecting alumni membership fees: 
Task Force team is working on abolishing current collection method of alumni membership fee,  and shift 
to a new collection method around 202X. 
A feasibility study is scheduled to be conducted from April 2021.

②新しい校友会費の徴収に向けて、オンライン上のプラットフォームサービスを構築し、価値あるサービスを校友
に提供
株式会社オーイーシーにコンサルタントとしてジョインして頂き、サービス案の検討中
2020年:11月仕様決定→12月制作開始
2021年:4月ベータ版運用開始（フィージビリティスタディ）
Build an online platform service and provide additional value to alumni. Working together with OEC Co., 
Ltd. as a consultant and create a service plan 
Nov 2020 :Decide specification; Dec 2020 : Production starts
Apr 2021: Beta version starts operation (feasibility study)

③連絡ツールの完全移行
Achieve smooth communication within APU Alumni by utilizing Slack and Zoom


