
(English below) 

 

日時：  2021 年 5 月 28 日（金） 16：20-17：20 

講師：  立命館大学大学院 経営管理研究科 牧田 正裕 教授 

対象:  全学生 

場所: 
オンラインにて開催（ZOOM のミーティン

グ機能を使用したリアルタイム配信） 
言語： 日本語 定員： - 

内容: 

MBAの取得や、立命館大学ビジネススクール（RBS）で学ぶことを検討されている方を対象に、「RBS説明会」

をオンラインにてリアルタイム配信で実施します。 

「RBS」の特徴や入試制度について本研究科教員がご説明いたします。説明会終了後、希望者には質疑応

答の時間を設けます。 

大学院進学は早めの対策と準備が大切です。学部1〜3回生の学生も歓迎します。ご興味のある方はお気軽

にご参加ください。 

 

【RBS３つの強み】 

・ビジネスを創造するリーダーを育成するカリキュラム 

・経験豊富な教授陣によるきめ細かい指導体制 

・生涯にわたるネットワーク 

服装:  カジュアル 

申込方法: 

１、 以下の URL から申込を行ってください。  

https://reg26.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=pal‐mbtbl‐1b5ba6ff50bd1ee21d1307f7c5c8c744&seminar=55 

 

２、 Campusmate Web より「オンキャンパス・リクルーティング等イベント情報検索」をクリックする。 

３、 条件を入力し参加を希望するイベント情報を検索。 

４、 イベント情報を選択し「参加申込」をクリックする。 

※申込みが完了すると申込みをしたイベント情報が赤く表示されます。 

申込締切:  2021 年 5 月 27 日（木） 15：30 

 

◆ 進路希望・求職登録 未登録の⽅へ◆ 
キャリア・オフィス主催のイベントは「進路希望・求職登録」完了後、参加できます。                              
右記 URL より、まずは登録を⾏ってください。https://cmate2.apu.ac.jp/campusapu/top.do                   
⼜は、[キャンパスターミナル]→[Campusmate Web]→[進路希望・求職登録]で登録できます。                  
※この「進路希望・求職登録」は何度でも更新することができます。 

＜お願い＞ 

申込期間中のキャンセルはキャンパスメイトの各イベント画面の「参加取消」をクリックしてください。 

なお、締切日以降のキャンセル及び体調不良などにより出席できない場合は、以下の【連絡事項】全てを事前にキャリア･オフィスまでご連絡

ください。 

【連絡事項】 ①開催日 ②イベント名 ③学籍番号 ④氏名 ⑤携帯電話番号 ⑥欠席理由 

※キャンセル等のご連絡は、キャリア・オフィスの開室時間内に、窓口もしくは電話でのみ受付けます。 

（E メールでのキャンセル連絡は受付けません。） 

※無断欠席者に対しては、次回からのキャリアイベントへの参加をお断りする場合がございます。 

 

 

【お問い合わせ先（キャリア･オフィス）】 TEL：0977-78-1128  E-mail：career2@apu.ac.jp 



 
Date and Time: 28th May 2021 (Fri)  16:20-17:20   

Speaker: Prof. Masahiro Makita, Graduate School of Management, Ritsumeikan University 

Eligibility: All students 

Venue: Online(※On Zoom) Language：  Japanese Capacity：  - 

Contents: 

This online session “RBS briefing session” is organized for students who are considering 
about pursuing an MBA or further education at Ritsumeikan University’s business school 
(RBS).  
 
Prof. Makita, professor at Ritsumeikan University’s Graduate School of Management, will 
explain about the characteristics and admission process of RBS. After his explanation, there 
will be a one-on-one consultation period. Do not miss this opportunity as it is important to start 
planning early for graduate school. 
 
Undergraduate students in their first – third year are also welcome. Feel free to participate. 
 
3 strong points about RBS 
- A curriculum created to nurture leaders who will further develop business markets  
- Extensive guidance and support from highly experienced professors 
- A lifelong network 

Attire: Casual 

Registration: 

1. Please register via below link. 
https://reg26.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=pal-mbtbl-1b5ba6ff50bd1ee21d1307f7c5c8c744&seminar=55 

 
2. Click On-Campus Recruiting and Other Event Search in Campusmate Web.  
3. Input the details of the event you wish to participate and click search.  
4. Select the event you wish to participate and click register.  
※ Any events you have registered will be highlighted in red. 

Deadline: 15:30 on 27th May 2021 (Thu) 

 

◆  For those who have not yet completed their ‘Desired Employment and Career Path Registration’ (DECPR)  ◆ 
It takes only 1 minute!!! 

ONLY students who have completed their ‘Desired Employment and Career Path Registration’ are eligible to apply for 
the events held by the Career Office.   
‘Desired Employment and Career Path Registration’ can be found through the following link: 

https://cmate2.apu.ac.jp/campusapu/top.do     
or through these steps : Campus Terminal Campusmate Web ‘Desired Employment and Career Path Registration’ 

※  You can update DECPR multiple times so please update your registration if your career path ever changes. 
 
Notes of Caution: 
During the registration period, you are able to cancel any of your registered events by clicking on the “cancel” button. 
However, once the deadline has passed and you decide to withdraw or are unable to attend due unavoidable 
circumstances such as sickness, please contact the Career Office as soon as possible with the following information: 
① Date of the event ②Company Name ③Student ID No. ④Full Name ⑤Mobile Phone No. ⑥Reason of 
absence 
※If you need to cancel your registration after the deadline has passed, please contact the Career Office directly through 
phone or telling us in person at the Career Office front desk (we do not accept cancellations by e-mail). 
※If you are absent without prior notice, your participation in the next Career Office event may be declined. 
 

 

【Career Office】      TEL：0977‐78‐1128  E‐mail：career2@apu.ac.jp 


