For One APU
〜 One APU の実現に向けて 〜
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Next year Ritsumeikan Asia Pacific
University (APU) will celebrate its 20th
anniversary. Since APU opened its doors in
2000, it has produced more than 18,000
alumni who are active the world over, and
the Alumni Association now has 26
overseas chapters. In that same time
frame, APU has welcomed students from
152 countries and regions, and roughly half
of the students currently studying here are
international students from 92 countries
and re g i o n s. I n th i s way, AP U ca n be
considered a microcosm of the world and a
“United Nations of the Young.”
In accordance with the APU2030 Vision,
APU is pursuing a range of initiatives to
produce talent who can be active in the
global arena. It is a bold plan that aims to
send APU graduates all over the globe
where they can use what they have learned
at APU to take action in their respective
fields and change the world. In short, we
are producing change-makers.
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Since becoming president last year, I have
spoken with many students and found that
many of them want to start their own
businesses. This is why we established the
APU Startup Program (also known as
Deguchi School) and used a crowdfunding
campaign to solicit support from a large
number of people.
Based on the slogan of “shaping our world,
inspiring new stories,” we aim to boost the
competitiveness of our education and
re s e a rc h a n d w i l l co n t i n u e p u rs u i n g
initiatives suited to a “second inception” of
APU. As part of this, we have even launched
a project under which we aim to establish a
new tourism college in 2022. No matter
what kind of new challenges we aim to
tackle, it is essential that we pursue a
vision of “One APU” where the faculty and
staff work together with all of the students,
alumni, guardians, and local residents as
well as the “APU fans” from around the
globe who have made donations. Once

a g a i n , o n t h e o cca s i o n o f A P U ’s 2 0 t h
anniversary, I sincerely request your
continued support for APU, which is both a
microcosm of the world and a “United
Nations of the Young.”

Haruaki Deguchi

President
Ritsumeikan Asia Pacific University
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sakura sky garden
寄付による新エリア
「Sakura Sky Garden」
オープン
2 0 1 9 年 4月2日、キャンパス正 門 東 側の自然 緑 地が「 S a k u r a S k y
Garden」
としてオープン。
このガーデンは、APUの同窓会組織である校友
会からの寄付をきっかけに整備することになり、卒業生の意見を集め、校友
会が主導で企画を行いました。
「Sakura Sky Garden」
は学生、卒業生な
どのAPU関係者のみならず、一般の方にも楽しんでいただける憩いの場所
として誕生しました。
ガーデン内には、張り芝と桜の植栽を施し、遊歩道や休
憩できる小さな広場、
ベンチが置かれています。
「Sakura Sky Garden」
の
維持管理のために
『キャンパス自然環境保全』
にご支援をお願い致します。

Funded Sakura Sky Garden Opens
BEPPU, Oita – Funded by generous gifts from APU alumni,
the Sakura Sky Garden opened at a ceremony on April 2.
The park is a rest and relaxation spot to be enjoyed by all
who visit the APU campus. The APU Alumni Association
collected ideas and inspiration from APU graduates to
create the park’s design. The Sakura Sky Garden is one
part of new initiatives to improve the APU campus
environment, accessibility,and sustainability.

校友（
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キャンパス内のベンチにメッセージを
残せるようになりました！
ご寄付者のお名前を、学生へのメッセージとともにネームプレートに印し
設置します。
また、
ご寄付は、国際学生・国内学生ともに利用することのできる
奨学金として利用させていただきます。

Leave a Lasting Impact on Campus
Inspire future generations with a personal message.
Your gift will be used to fund scholarships for both domestic and international students.

『Commemorative Nameplates』

『ネームプレート募金』
①ミレニアムホール客席の背（一口20万円）
②APUキャンパス内のベンチ
（一口8万円）

①Nameplate on Millennium Hall seat
200,000 yen / plate
②Nameplate on Campus bench
80,000 yen / plate
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ミレニアムホール客席の背

Nameplate on Millennium Hall seat

APUキャンパス内のベンチ

Nameplate on Campus bench

銘板の設置
高額のご寄付をいただいた方には、
本学に対する貢献への深い感謝の意を表すために、
キャンパス内に設置する寄付者銘板にご芳名を記載させていただきます。

Name Plaque

As a sign of appreciation for their contribution to the university, those who give extraordinary
contributions will have their names listed on a commemorative plaque prominently
displayed on the APU campus.

ゴールド銘板（1億円以上）
Gold Name Plaque

（Contributions of 100 million yen or more）

マル

シルバー銘板（1,000万円以上、1億円未満）
Silver Name Plaque

（Contributions of 10 million yen or more）

Shape your worldー世界中からこのキャンパスに集まった若者の志に応えて
奨学金や教育環境整備への寄付をしていただいた方々に心からの敬意と感謝を込めて
※原則としてご寄付を賜りました当時のご芳名で掲載をしております。

Shape your world ― APU expresses its heartfelt appreciation and respect for those who,
through their generous donations to maintain our educational environment and scholarship program,
support the aspirations of young people gathered here from around the world.
※ In general, names are listed as received at the time of donation

ブロンズ銘板（100万円以上、1,000万円未満）
Bronze Name Plaque

（Contributions of one million yen or more）
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One APU ウェブサイト
皆さまから寄付をお受けするメニューの内容、寄付の方法、寄付者からの
メッセージなどをまとめて、分かりやすくお伝えします

One APU GIVING SITE

The giving site includes more content, ways to give,
and a brand new section spotlighting
messages from donors.

1

詳細はこちら
Visit this URL for more information

http://r.apu.jp/giving
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APUグローバル
ビジネスケースチャレンジ
（GBCC）

国際社会で活躍できる人材の育成と
教育環境の国際化や教育の質向上を目指す

Global Business Case Challenge
（GBCC）
Invest in APU’s international
business case competition,
with top business schools.

カルチャーワゴン
キャンプへのご支援
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様々な学生団体がひとつになり
地域に出向き交流行事を企画・実施する
プログラムの支援

● AP

Nam

● その

Support the Culture Wagon Camp
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In this program, various student groups
that usually operate separately come
together to put on exchange
events for the local
community.

教育
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キャンパス
自然環境保全

キャンパス
施設の整備・
リニューアル

Preserve
the natural campus
environment

Campus facility
upgrade

3

マルチカルチュラル・
ウィークご支援
APUの多様性あふれる
各国・地域の文化をご紹介

Multicultural Weeks
Help highlight the diverse cultures
that make up APU’s international
environment.
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Global Alumni Lectures
（GOAL）運営支援
世界に散らばる卒業生をAPUキャンパスに招き、
在校生に自らの知識と経験およびキャリア
について講演してもらうプログラムの支援

Global Alumni Lectures（GOAL）
A program through which alumni
around the world return to the APU campus
to talk to current students and talk about
their own knowledge, experience,
and careers.

APU
グローバルリーダー
育成奨学基金
APU Global Leader
Development
Scholarship
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￥5,571,000
寄付受入総額
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教育研究充実

クラウドファンディング

￥4,288,000

￥5,897,920

Improving Learning & Research

Tolal Donation Received

1

￥100,000 and up 以上
総計 Total

Purpose of Donation and Donation Amount
奨学金

件数

￥1,000,000 and up 以上
￥100,000 and under 未満

寄付目的と寄付額

Scholarship

Donation Distribution

￥2,500,000 and up 以上

Donation Receipt Report for Fiscal Year 2018

ル
レンジ

の育成と
向上を目指す

寄付額

一任する

Crowdfunding

￥21,614,804

1,281
1,327

Unrestricted

その他
Other

￥2,347,884 ￥2,645,000
課外活動支援

Extra-curricular Activities Support

￥865,000

寄付の使途 Donation Intiatives
奨学金

¥5,571,000

Scholaarship

● APU グローバルリーダー育成奨学基金

¥4,635,000

APU Global Leader Development Scholarship Fund

課外活動支援

Extra-curricular Activities Support

● APU カルチャーワゴンキャンプへのご支援
Support for Culture Wagon Camp

¥865,000
¥25,000

● 国際ソロプチミスト別府奨学金

¥240,000

● JBCC活動支援

¥200,000

● APU ネームプレート募金

¥160,000

● タイ・ウィーク

¥300,000

● その他奨学金

¥536,000

● TED活動支援

Soroptimist International of Beppu Scholarship
Nameplate Donations
Other Scholarship

教育研究充実

Improving Learning & Research

¥4,288,000

● APUライブラリへの書籍寄贈

¥200,000

● APU Global Alumni Lectures（ GOAL）運営支援

¥478,000

Donating books to the APU library
Support for Global Alumni Lectures（GOAL）

Japan Business Case Challenge
Thai Week

TED Activity Support

● インドネシア・ウィーク
Indonesian Week

一任する
その他

Unrestricted

Other

● APU Global Business Case Challenge（GBCC）運営支援 ¥2,500,000

● APU2030ビジョン

● その他・教育研究充実支援のため

● APU20周年事業

Support for Global Business Case Challenge（GBCC）

¥1,110,000

Ｏｔ
ｈｅr/Education and Research Enhancement Support

APU2030 Vision

APU 20th Anniversary

¥90,000
¥250,000

¥2,347,884
¥2,645,000
¥35,000
¥1,530,000

● キャンパス施設の整備・リニューアル

¥203,000

●「共生」
できるまちづくり！国際学生と地域の交流プログラムを。 ¥2,153,920

● キャンパス自然環境保全

¥302,000

● 出口治明学長直轄 APU起業部 若手起業家育成にご支援を。 ¥3,744,000

● バスロータリーの待合シェルター支援

¥500,000

クラウドファンディング Crowdfunding

¥5,897,920

Support exchange programs for international students and local people
Support for APU Startup Program led by President Deguchi

寄付支出総額

Tolal Donation Expenditure

￥21,614,804

寄付者からのメッセージ Message from Donor
田中 一紀 様（APU卒業生）
私を含む多くのAPU卒業生は、育んでもらったAPUに何ら
かの形で恩返しをしたいと思っていると思います。今回、寄付と
いう形で実現することが出来、
嬉しく思います。
こうした仕組みを
提供してくださった出口学長とオフィスの皆さんに感謝します。
APUには、学生のチャレンジを許容する風土、様々な文化・
個性をもった優秀で魅力的な仲間、経営学や社会学その他のアカデミックな知見、
これらがひとつのキャンパスに揃っている本当に恵まれた環境があります。他方で、
何かを為していきたい、
という想いなくては、
そうした価値に気づかぬまま無為な時間
を過ごしてしまうこともあることも事実です。
今回、出口さんの強いリーダーシップのもと、学生が主役になって事業プランの構
想・実現に挑戦していくということですが、
その過程で学生が手にするのは、私自身
がそうだった様に、APUという素晴らしい環境の再認識です。強く実現したいことが
自らの内にある時、学内で友人が発する何気ないひとこと、教科書に書いてある一
文一文が、
自らの想いを実現していくのに必要なパズルのピースであるといった気づ
き、多くのひとに助けられて物事がカーブを描いて進んでいく感覚、
あるいは自分の
非力さ、至らなさ迄も、味わうことと思います。
こうした経験は、社会とのつながり、特に、多くの企業や組織が社会にどの様な価
値を提供し、社会をより良いものにしようとしているのか、対して自分には何が出来
るのか、何をしていきたいのかを省みる絶好の機会になると信じています。
是非、APU生らしく大きく構想し、多くのひとを巻き込み、想いを形にしていってくだ
さい。応援しています。

Campus Facility Maintenance/Renewal
Campus Environment Maintenance
Support for Bus Rotary Shelter

● その他支援の為
Other

¥75,000

Kazuki Tanaka (APU Alum)
Many APU alumni, myself included, want to give something back to APU in
one form or another. The university made us who we are today. I am happy
that I am able to contribute to the university through my gift. I am grateful
to President Deguchi and everyone in the Office of Institutional
Advancement for creating this donation platform.
At APU, there is a culture that enables students to challenge themselves,
and the students are dynamic, intelligent, and unique. You can learn about
essential business skills, cultural studies, and also can access variable
academic disciplines. With all this on one campus, APU provides a truly
rewarding environment for its students. If you don’t have a clear idea
about what you want to achieve, however, you can end up spending your
time here aimlessly without ever realizing the value of the APU campus.
Under the strong leadership of Deguchi san, the APU Startup Program
encourages students to take the lead in dreaming up business plans and
turning them into reality. As they go about doing this, I think they will
reaffirm just how wonderful the campus is, just like I did. When you know
deep down that there is something you really want to do, you come to
realize that the day-to-day conversations you have with your friends on
campus and the words you read in your textbooks are the pieces you need
to bring your ideas to life. You learn first-hand how many people around
you are supporting you, and you come to see the bigger picture. You also
see your weaknesses and blind spots more clearly.
These kinds of experiences prepare you for the real world. They will help
you reflect on the value that many companies and organizations offer to
the public and how they are trying to make the world a better place, not to
mention what you yourself can and want to do for the world.
In true APU fashion, I hope you will dream big and get as many people as
possible on board with your idea as you strive to make it a reality. I am
rooting for you!
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APUの いま がメールで届く
One APUメルマガ
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One APUメルマガとは？

大学（
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ください！

卒業生

APU ニュース

同窓会

学以来

●登録料・年会費無料
●毎月APUの教育・研究活動や学生たちの
活動の最新情報をメールでお届け
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●英語・日本語いずれでも受信が可能

AP

What is the One APU Newsletter ?

、世

●Current information about APU
and student activities

散

●No subscription fees

●Receive in either English or Japanese

行動

メルマガ登録はこちら
Register One APU Newsletter

校友（卒業生）情報
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お問合せ

Inquiries

寄付やメルマガに関するお問い合わせやご意見は
APU事業課までお願いします
担当：APU事業課 大嶋／前原
TEL：0977-78-1136／E-mail : giving@apu.ac.jp

Please contact the Office of Institutional Advancement if you have any
inquiries about gifts or the One APU Newsletter.
In-charge：APU Office of Institutional Advancement Oshima／Maehara
TEL：+81-977-78-1136／E-mail : giving@apu.ac.jp
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