
APU校友会・中部チャプター
APU Alumni Chubu Chapter

• 活動地域/Area of Activity

• 日本・中部地区 / Chubu Area, Japan

（愛知・岐阜・三重・静岡ほか

/Aichi, Gifu, Mie, Shizuoka Pref.）

• 今後チャプターで実施してみたいこと
/What activities would you like to 
implement as a chapter?

• ビデオを使った地元の校友紹介 / 
Introduce our alumni who works in 
Chubu Area through online video.

チャプター
リーダー

市橋 正成

Chapter

Leader

Masanari

ICHIHASHI

２０１９年度総会の様子→

AY 2019 Annual Meeting →



Kansai Chapter

【Board member 】
Leader :Ryota Wakabayashi (2021/04~ )
Sub leader :Song Tenam (2021/04~ )
Finance :Ryo Inai
PR :Midori Yoshida /Satsuki Suetsugu
Supporter :Kohe Kawabata
Advisor :Sukyoo Hong

【Identity】 ：APU Alumni × Students × Surroundings (Company/ other community)
【To be】 ：Be a platform for offering information of “latest APU”／Refuge for new comer.
【To do】 ：Build accessible community everywhere from Kansai

: Provide places or opportunities to communicate as a connection hub.



Indonesia Chapter (APUina Alumni)

• Area of Activity: Offline event held in Jakarta. But all region in Indonesia are welcome 
to participate

• Meeting/Event Participants: APU Alumni in Indonesia and some events are open for 
public as well.

• Future Activity: Generate webinar or support for APU Alumni Entrepreneurs in 
Indonesia

• We would like to announce that the APUina Alumni committee has changed in June 
2021



Keiko Hagiwara
(2008springAPS)

@Yamanashi

Dao Thuy Duong
(2011fallAPM)

@Tokyo

We wish to build a place where you can experience different cultures and multiple 
languages with children like APU.

Everyone can join this community.

1st event was to experience Nepalese culture.(2019@shinjyuku)

2nd event was learning about Japanese elementary school life.(2021@online)

APU kids school

Ryosuke Onizuka
(2012springAPS)

@Saitama



1.グループ名
APU Researchers and Educators Network

2.活動地域: 国内

3.ミーティング参加者名: カンダボダP.B

4.ミーティング参加者の写真: 横参照

5.今後、チャプター/グループ/プロジェ
クトで実施してみたい活動内容

研究・教育にかかわっている卒業生による国
内外の地域連携構築

6.これまでの活動で全体に共有したい
ことがあれば是非教えてください（任
意）

特になし

APU卒業⽣の皆様、APURENの初会合のご案内です。APUREN（2019年発⾜）とは、研究・教育

に携わる卒業⽣が情報を共有し、共同研究や研究・教育者を⽬指す在学⽣への助⾔を⾏うなど、
様々な形で学術界に貢献しようという有志の集まりです。今回、それぞれの場所で活動されている
皆様とつながり、今後の交流にむけたプラットホームを築くために、オンラインの会合を企画しま
した。詳細は以下の通りです。お気軽にご参加ください。

「Dear APU alumni & current students, we are pleased to announce the first meeting of APUREN

(launched in 2019 for the alumni/students involved in research and education). We want to create a
platform for future exchanges by connecting with people who are active in their respective places
and occupations. We are going to have an online kick-off meeting soon. Refer below for details. Feel

free to join us!」

N etw o rk in g  tim e 1 5 : 1 0 -1 6 : 0 0

APURENオンライン会合 第⼀回

⽇時︓2 0 2 0年8⽉1⽇(⼟） 1 4 : 0 0  － 1 6 : 0 0 ( 1 3 : 4 5 受付開始)
場所︓zoom ( 8 4 8  4 3 8 5  4 6 0 0 パスワード はメ ールで送信)

事前登録制

参加登録はこちら→

企画・運営︓APUREN(APU Researchers and Educators Network)

お問い合わせ︓lim40@fc.ritsumei.ac.jp

参加者の⾃⼰紹介を含めて⾃由にネットワーキング（飲み物持参OK!)

未来を⾒据えた研究と教育活動のあり⽅について
― エンジニア・ エコノ ミ スト の挑戦 ―

APU・⽴命館⼤学名誉教授︓仲上 健⼀（Ken'ichi NAKAGAMI）

Keyn o te  sp eech  1 4 : 1 0 -1 4 : 3 0

M essa g e  from  APURENのメ ンバー 1 4 : 3 0 -1 5 : 0 0

林 永周

(2007年3⽉卒）
専⾨︓経営学

所属︓⽴命館⼤学

カンダボダ P.B

(2005年9⽉卒）
専⾨:⼼理・応⽤⾔語学

所属:⽴命館⼤学

⾦ 容賛

(2004年３⽉卒）
専⾨︓国際関係学
所属︓⽴命館⼤学

堀⽥ あゆみ

(2005年3⽉卒）
専⾨︓⽂化⼈類学

所属︓⼈間⽂化研究機構

第1回

第２回


