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APU-Club・国内学生父母の会会員の皆様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平素は APU-Club・国内学生父母の会の活動にご支援を賜り心より御礼申し上げます。 新型コロナウイルスの世

界的感染拡大により私たちの社会・経済活動が大きく変化してから、1 年が過ぎました。父母の会の皆様におか

れましても、コロナ禍に対応すべく様々な工夫を凝らし日々を過ごされていることと存じます。 

 

APU は迅速な授業、入学式、卒業式のオンライン化を実施し、学生を守るための様々な対策を講じていると聞い

ております。また卒業生と教職員有志による支援団体「APU Hands」が立ち上がり、新型コロナウイルス感染症の

影響で帰国できない、地元に帰れない学生やアルバイト収入の減少等で生活に苦労している学生に米や、インス

タント食品、野菜などの食糧支援を行い、APU と地域社会やその他多くの皆様が一丸となって学生を 1 年間継続

的に支援しました。 

 

当会といたしましても、例年の地域懇談会はオンラインで実施予定ですが、時期を見ながら可能であれば対面で

の開催を引き続き模索してまいります。状況を鑑みた判断となりますゆえ、混乱を来すことがあるかもしれませ

んが、当会運営にご協力をお願い申し上げます。 

 

今後も引き続き、ご子息、ご息女が安心して実り多き大学生活が送れるよう、大学側と連携しながら努力してい

く所存でございます。会員の皆様のご理解とご協力を重ねてお願い申し上げます。 

 

 

2021年 5月 30日 

APU-Club・国内学生父母の会 

会長 高橋有希子 

 

 

 

 

 

 

APU-Club・国内学生父母の会 

2021 年度会長 高橋 有希子 
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APU-Club・国内学生父母の会のご紹介  

  

国内学生父母の会は「立命館アジア太平洋大学の教育活動に対する援助および文化的諸事業をとおして、大学の

充実・発展および会員相互の親睦をはかることを目的」として活動しています。会員数は約 3,020名、国内学生

父母の約 99％の皆様に入会いただいております。  

  

父母の会運営について  

父母の会は、会員の中から選出された役員により運営されています。役員は、会長 1 名、副会長若干名、監事 1

名、運営委員若干名、名誉会長 1名、顧問若干名、幹事長 1名、幹事若干名となっています。会の日常の運営は、

役員によって構成される運営委員会が行っており、原則年 2 回以上開催しています。なお、事務局は学長室 父

母の会事務局が担当しています。  

  

父母の会事業  

◆定例懇談会  

定例懇談会は、前年度の事業・決算報告、当該年度の事業計画・予算報告の場として、また会員相互の交流およ

び懇親のために毎年 1回春セメスターに、APUにて開催しています。  

2021年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のためオンラインにて開催いたします。 

◆地域懇談会  

会員の皆様の親睦を深め、かつ大学とのコミュニケーションをはか

る場として、全国数ヶ所で懇談会を開催しておりますが、 

2021年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため 

オンラインにて数回の開催を予定しております。 

（新型コロナウイルスの感染状況によっては、対面での開催も検討

いたします。） 

 

父母の会支援紹介
  

父母会では、会員・会員子女の学生へ下記の支援事業を行っています。  

各種支援の申請時期・申請場所等詳細は、担当オフィスより会員子女へお知らせします。  

◆修学援助奨学金  

主たる家計支持者である会員の死亡や失職などによる家計の急変により、修学を継続することが経済的に困難と

なった学生への支援。   

 [支援額] 大学による国内学生経済支援授業料減免に採用された会員子女へ 20万円 

 

◆弔慰金  

会員または本学に在籍する会員子女の逝去に際して弔慰金を給付。  

[支援額] 会員：5万円 ／ 会員子女：7万円（対象者が死亡した日から 6ヵ月以内） 
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キャンパス内における感染防止策について 

 

  

 

校舎や教室の出入り口など構内の複数個所に 

アルコール消毒液または次亜塩素酸水を設置し 

手指の消毒を呼び掛けています。 

 

 

 

 

 

 

 

カフェテリアでは座席数を減らし、 

アクリル板を設置しております。 

また、定期的に職員が巡回し、会話の際のマスクの 

着用や密を避ける呼び掛けを行っております。 

 

 

 

 

 

 

寮の入り口にマスク感知器を設置し、併せて検温も 

実施。さらに朝夕の体温をオンラインで提出し、 

寮生の健康管理を行っております。 

また、寮生以外の立ち入りも禁止しております。 

 

 

 

 

 

万が一体調が悪くなった時は・・ 

 
◎AP ハウス入寮中の学生 

・オンラインでの毎日の健康管理シートフォー

ムからヘルスクリニックに連絡 

 

・夜間や休日には AP ハウス内の各部屋内線か

ら管理人室に連絡 

◎一般の学生の窓口 

ヘルスクリニック/カウンセリング・ルーム 

体調不良についての連絡・相談 

           ✉booking@apu.ac.jp   

カウンセリングの予約 

             ✉counseli@apu.ac.jp 
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オンライン成績照会の紹介 
 

＜インターネットで学生の成績をご確認いただけます＞ 
 

立命館アジア太平洋大学では、保護者の方が学生の成績情報を確認することができるシステムを設けて

います。下記の通り、本学の公式ホームページの「保護者の方」からアクセスしていただくと、オンラ

イン成績照会がご利用になれます。詳細なご利用方法は、ホームページに掲載している「オンライン成

績情報閲覧マニュアル」にてご確認いただけます。学生の大学における学修状況のご確認にご活用いた

だければ幸いです。 

なお、新入生の成績情報は、4 月入学者については 9 月中旬から、9 月入学者は翌年 3 月中旬からご確

認いただけます。ログインする際には、学生が設定したパスワードが必要となりますので、 9 月もしく

は 3 月になりましたら学生ご本人にパスワードをお尋ねください。 

 

①公式ホームページ（http://www.apu.ac.jp/home/）上部の「保護者の方」をクリックすると成績情

報閲覧機能を含む保護者向けのメニューが表示されます。 

 

保護者の方 

   ホームページ 

 

 

 

 

②保護者向けメニューから「お子様の成績情報閲覧」もしくは「オンライン成績情報閲覧マニュ        

アル」を選択。 

 

 

＜オンライン成績照会機能に関わるお問い合わせ＞  

アカデミック・オフィス 成績担当 電話番号: 0977-78-1122  E-mail: examteam@apu.ac.jp   

この機能によって照会できる情報 

成績一覧 学生が履修した科目の成績情報 

単位の修得状況 卒業に必要な単位数と学生の単位修得状況 

GPA 成績評価を 4 点満点で数値化した成績指標 
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立命館アジア太平洋大学 

大規模災害等がキャンパスを含むエリアで発生した場合の 

大学からの情報発信について 

 

2016 年 4 月に発生した熊本地震をうけ、本学の危機管理対応の改善の動きの中で情報発信の迅速化と強

化に対するご意見を頂戴いたしました。このご要望に沿い、本学で大規模災害が発生した場合*の対外的な

情報発信を、大学の公式ウェブサイトで行います。大学の公式ウェブサイト内に災害時の情報提供ページを

掲載し、全国ニュース等では発信されない本学の状況や本学周辺の災害の状況等を、順次発信いたします。

このページでは大学公式 Facebook の閲覧や大分県・別府市等の災害関連のウェブサイトのリンクも集約

し、学生および保護者の皆様が必要とする情報にアクセスしやすい形で発信いたします。 

あわせて、本学では、「いざ災害にあったときどのように行動したらよいか」というマニュアル「緊急災

害対応ハンドブック（学生用）」を作成し、大学の公式ウェブサイトで公開しています。規模災害生時には、

安否確認などの電話が増加し、回線がつながりにくくなります。ご家族・知人と緊急時の安否確認の方法に

ついて確認を行ってください。災害用伝言板の使用には、事前に登録が必要な場合があります。平時に、連

絡先を登録する、利用方法を確認するなど、適切な準備を行っておくことが大切です。 

* 大規模災害とは、以下のような場合を想定しています。 

・別府市に災害救助法が適用された場合 

・災害対策基本法の第 2 条第 1 号に定める災害が別府市で発生し、かつ、それに対処するため、同法第 24 条に基づき内閣総理

大臣が「非常災害対策本部」を設置したもの。 

 

①「緊急災害対応ハンドブック（学生用）」 

【日本語】 

http://www.apu.ac.jp/home/life/content40/ 

 

【英語】 

http://en.apu.ac.jp/home/life/content40/ 

 

②大学の公式ウェブサイト 

【日本語】 

http://www.apu.ac.jp/home/ 

 

【英語】 

http://en.apu.ac.jp/home/ 

 

③災害時の情報提供ページ 

（注）このページは、大規模災害が発生した場合のみ、表示されます。お気に入りに登録する場合は②の公

式ウェブサイトをご登録ください。 

【日本語】 

http://www.apu.ac.jp/home/gallery/article/?storyid=155 

 

【英語】 

http://en.apu.ac.jp/home/gallery/article/?storyid=155 
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APU お問い合わせ先一覧 

お問合せ内容 担当オフィス お問い合わせ先 

・ 国内学生の募集・入試 

・ オープンキャンパス・資料請求 

アドミッションズ・オフィス

（国内） 

Email: apumate@apu.ac.jp 

・ 国際学生の募集・入試 アドミッションズ・オフィス 

（国際） 

Email: welcome@apu.ac.jp 

【学生生活支援】 

・ 奨学金・証明書 

・ 学籍（休学・復学）・ビザ・国民年金・

住宅 

・ 交通・生活・落し物 

・ 学費 

・ 証明書 

スチューデント・オフィス 

Email: apustu1@apu.ac.jp 

Email: t-fee@apu.ac.jp 

Email: shoumei@apu.ac.jp 

【課外活動支援】 

・ 地域交流・ホームステイ 

・ クラブサークル・プロジェクト・ウィー

ク・その他 

スチューデント・オフィス 
Email: apukoryu@apu.ac.jp 

Email: stueca@apu.ac.jp 

【APハウス】 

・入寮、寮生支援 

・寮費、退寮 

スチューデント・オフィス 
Email: ssc_bo@apu.ac.jp 

Email: aphcreo@apu.ac.jp 

・ 授業欠席・履修相談・卒業要件確認相談 アカデミック・オフィス Email: acsubmit@apu.ac.jp 

・ 言語教育（英語/日本語/AP言語） アカデミック・オフィス Email: cleac@apu.ac.jp 

・ 学生の就職支援・インターンシップ 

・ 新卒求人 ※アルバイトの斡旋はして

おりません。 

キャリア・オフィス Email: career1@apu.ac.jp 

・ 総務全般 アドミニストレーション・オ

フィス 

Email:ml-

zaimusomu@ml.apu.ac.jp  

・ 学費 アドミニストレーション・オ

フィス 
Email: adgaku@apu.ac.jp 

・ 寄付 事業課 Email: giving@apu.ac.jp 

・ 企業研修生受け入れ 事業課 Email: gcep@apu.ac.jp 

・ 校友会 学長室 Email: apualumn@apu.ac.jp 

・ APU-Club･国内学生父母の会 学長室 Email: apu-fubo@apu.ac.jp 

 

立命館生活協同組合（立命館アジア太平洋大学） 

 お問い合わせ先 

カフェテリア（食堂） TEL: 0977-78-1173 

生協ショップ TEL: 0977-78-1171 
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APU-Club・国内学生父母の会事務局 

〒874-8577 大分県別府市十文字原 1-1 学長室内 

 Email: apu-fubo@apu.ac.jp （平日：9：00～17：30） 

 


