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1 Chubu Question
活動の幅をどう広げているか？
後輩へのアプローチ方法は？

シンガポール:コロナで対面は厳しいためGAでオンライン飲み
会
台湾：熱量低い、卒業生を自主的に誘っている、忘年会で集
まる程度
北陸：友達5人だからやりやすいが、新規は難しい、1期生の
オンラインミートアップ
関東：オンライン・オフライン、オフラインできない、アカデミック
4回実施、イベントを担当制2人1組、後輩への周知はFB、前
はリストに一括送信ができたが、できなくなった、今はキャンパ
スターミナルでの周知（オフラインでの勧誘は今は難しい）

1 Kanto Question オンラインにおけるチーム統率

シンガポール：たまにご飯食べる、フィジカルに動きたい、ワッ
ツアップは連絡、ディスカッションはFBと使い分けている
北陸：短いMTGでもやる、止まれば動かなくなる、方法は
FB,ZOOM、朝6時30分とか夜遅くかにMTGしている

1 Singapore Idea
チャプターリーダー同士のコミュニケーション
コミュニケーションする手法がほしい

2 Kumamoto Question
固まったメンバーの空気感が障壁となり、新メンバーが参加し
にくい空気があるように思う。30代メンバーが多く、20代メン
バーが入りにくいのでは？他チャプタの動きはどうか？

福岡：現役の学生たちと繋がることを意識している。彼らが福
岡に戻ってくる時に繋がりやすい空気感を醸成したい。ルーパ
スのMTGに参加するなど、顔を繋ぐことを意識している。定期
的なルーパスMTGに参加してみてはどうか。
ボード：一度完全に一からネットワークを立ち上げてみても良い
かもしれない。自分のカラーを出してやってみても良いと思う。

2 Kids school Idea

 (難しいとは思うが) お子さんがいる人の情報を大学が持って
いれば共有したい、APUの大学院で子育てをしながら通って
いる人がいればサポートしたい、どこの部署が情報を持ってい
るのか知りたい、子供たちが異文化を体験できる環境を作っ
てあげたい

2 Fukuoka Question
キャリアと連携したい。新しく福岡に住み始めた人たちとのつな
がりを作りたいが、そういった情報がキャリアにないか。

ボード：キャリアの方と繋いでみる

3 Europe Question

Where to send the suggestions, ideas, questions,

information ? Who is the point of contact with which

topics?

Board:Already answered that apualumn@apu.ac.jp is the
point of contact.

3 Europe Idea

Platform related ：to have a premium service of the

platform. APU office(Murakami san) mentioned that

they cant take responsibility about budgeting as this is a

decision of the  APU Alumni Association

3 Kanto Question

Questioned were asked about the guidelines of future

event and when it would be possible to conduct bigger

events. (covid situation)

3 Malaysia

Budget issues to conduct gathering activities as some

expats have financial power compared to the local

employees.

3 Europe Suggestion

To have donations during events from whoever would

like to donate, suggested to consider more affordable

places, inform in advance that everything is not

free/what is free and what is not, making cheaper but

productive activities like coffee events, meeting in free

spaces like in parks, and buying food in supermarkets

etc.

4

About Kansai question:校友会全体としての活動方針

（ビジョン）の共有・組織運営方法（活動資金込み）

に関して。

-Want Event to be more diverse (outsider won't be
covered by budget)
-Other Monetization ideas : can make money by planning
beppu and APU tour

4
About Latin America questions:メンバーが集まらなく

なり、チャプターの運営やイベントへの影響

-APUREN: last year August online gathering / Online
Graduates gather this year
-Latin:time difference is very difficult, some core
members are in JP and some are in Lain America
-Kansai: Collaboration with other chapters is very
important, you guys can collaborate with Oita, and I can
ask Kanda-san (Living in Kyoto) to join Kansai events
-Thai: core MTG+fb group is very active in Thailand so
not a big issue. The current difficulty is  generation gap
-ALL: yea how to invite kouhai(new members) to join is a
common problem

5 Question What APU office we would like to connect more?

Career office:From the experience, career office advice is
more of job hunting in Japan to Japanese companies,
however, we have greater opportunities outside Japan and
different industries (global tech companies), opportunities
and how to get that job is different from job hunting in
Japan. Thus, we would like to share different
perspectives, experiences to students who wish to work
abroad in different industries.


