
APU 校友サポーター（APU Alumni Supporter）募集要項 
 
 APU 卒業生のみなさん、こんにちは！突然ですが、みなさんの近くに APU 生がやってきたら、会ってみたい

と思いませんか？この制度は、APU 生が様々なプログラムを通じて、学外に行く機会を利用し、現地にいる卒

業生と交流を持つことを目的としています。また、この APU 校友サポーターに登録した卒業生同士が、遠くに

いる卒業生の様子を知りながら、Facebook 上で自由に繋がることができるようにすることも、大きな目的の１

つです。 
 義務は原則ありません。どんな形での交流でもいいんです。堅苦しく考えずに、まずは登録してみませんか？

たった 1 日のあなたとの交流が、在学生の人生を変えるきっかけになるかもしれません。また、在学生との交流

で、みなさんにも現在の APU をもっともっと知ってほしいと思っています。 
 たくさんのご応募、お待ちしています！ 
 

名称 APU 校友サポーター（APU Alumni Supporter） 

目的 

① オフキャンパス・プログラム（交換留学や言語イマージョンプログラム、フィールド・スタデ

ィ等）に参加する在学生との交流による在学生へのキャリア支援 
② APU 校友サポーター専用の Facebook グループ上で、登録した卒業生同士が自由に交流を行う

こと 

役割 

① オフキャンパス・プログラムに参加する学生と、プログラム期間中に、何らかの形で交流する。

（交流内容や期間については、適宜、大学と相談の上、決定します。この役割は義務ではあり

ませんので、登録後、都合のつく時期のみ、協力していただければ結構です。また、その時々

のプログラムの事情により、交流を希望してくださっても、交流ができない場合もありますの

で、ご了承ください）※キャリア支援を目的と書いていますが、それに限定したものではありません。 
② 現地での交流が難しい場合は、プログラム内容に関する助言や間接的な支援を行う。 

（専門的な知識は不要です。思ったこと・感じたことをぜひ教えてください。） 
③ 在学生との交流の様子を Facebook 上で報告する。 
例：・参加学生と会って、自らのキャリアや体験談等を話す 

・プログラムの目的に応じて、適切な人や団体を紹介する 

・自分の勤めている会社への訪問・案内をセッティングする 

・ホームステイ先として学生を自宅に受け入れる           など 

報酬 
原則無償。 ※ボランティア制になります。 
（ただし、プログラム期間中のホームステイを依頼する場合は、現地相場を考慮し、宿泊費・食費

等諸費用として参加学生から一定の費用をお支払いすることがあります） 

応募条件 

① APU の在学生との交流に積極的に参加する意思を持っていること。 
② 大学が作成する校友サポーター専用の Facebook グループに参加すること。 
（Facebook のアカウントを持っていることが前提になります） 

③ 登録後、大学からのメッセージに必ず返信ができること。 
④ 登録後、定期的に行う大学からのアンケートに答えていただけること。 
⑤ 近況や変更を定期的に投稿し少なくとも職業に関する情報をページ内で公開すること。 
⑥ 校友サポーター間の交流を積極的に行えること。 

応募方法 
下記サーベイにアクセスし、必要な情報を入力してください。 
https://survey1.apu.ac.jp/limesurvey/index.php/survey/index/sid/992629/lang/ja 
入力完了後、Facebook のグループページ情報を送りますので、「グループに参加」してください。 

登録後の

流れ 

学外に在学生が派遣される際は、そのプログラムの情報を、数ヶ月前に Facebook 上に UP し、登

録しているサポーターの中から協力できる方を募ります。 
何か協力できると思うことがあれば、遠慮なくメッセージをください。Facebook 上へのコメントも

お待ちしています。 
問い合わせ先：APU アカデミック・オフィス alalumni@apu.ac.jp 
 
 



APU Alumni Supporter Registration Guideline 
 

Greetings from APU Academic Office! Don’t you think you want to see APU current students if they are 
coming to the places close to you. This supporter system aims to have APU current students interact with Alumni 
outside APU, by making the most of various Off Campus Programs offered by APU. In addition, each Alumni 
Supporter can connect themselves to other supporters in the world within Facebook group page. This is another 
big purpose of this project. 
    Basically you don’t have any obligation. Any interaction will be fine. Why don’t you try to register now? Just 
one day interaction with APU current students might change their life…!! Besides, we would like you to know 
more about current APU through the direct interaction with the current students. 
    Looking forward to collaborating with you! 

Name APU Alumni Supporter 

Purpose 
① Mainly Career support by interacting with APU current students who participate in Off-Campus 

program. (e.g. Student Exchange, Language Immersion, Field study etc…) 
② Interaction among APU Alumni Supporters in the specific group in the Facebook. 

Role 

① Interaction in any ways with APU current students participating in Off-Campus programs during 
the program period.  (The content of interaction and period will be decided after consultation with 
the Academic office. The role is not obliged. Please kindly give us your support only when it’s 
available after the registration. There might be the cases in which we cannot arrange an interaction 
with students depending on the programs even if you are willing to.) 

※It says mainly career support, but it is not necessarily limited to this purpose. 

② If it’s not possible to interact directly, indirect support (or advice) on Off-Campus programs would 
be appreciated. (You don’t need special skills for advising. Just tell us what you think, suggest 
anything) 
③ Report the interaction with APU current students on Facebook  
Examples of support 
・Talk about your career and experiences to the students participating in Off Campus programs 
・Introduce an appropriate person or organization based on the purpose of the programs 
・Visit tour or guide to the company where you work 
・Host APU students as a host family                  etc… 

Fee 
Basically none (Volunteer)   *In case that we ask you to host the students at your house, some 
fees for accommodation and food might be paid, considering the local market rate. 

Eligibility 

① Want to have an active interaction with APU current students 
② Participate in the specific Facebook group for the APU Alumni Supporter 

( You must have a Facebook account) 
③ Can reply to the message from APU regularly after registration 
④ Can complete the regular survey from APU after registration 
⑤ Post and share your introduction and change of personal information regularly (at least career 
information) in the Facebook group page. 
⑥ Have an active interaction among the APU Alumni Supporters 

How to 
register 

Please access to the following survey for the registration. 
https://survey1.apu.ac.jp/limesurvey/index.php/survey/index/sid/992629/lang/en 
After completing the survey, you will receive an address of the Facebook group for APU Alumni 
Supporter. Please join the group page. 

After 
registration 

The details of the programs in each semester will be posted on the Facebook group a few months 
before the programs start. Then we will ask you for your cooperation. If you have any suggestions 
for any types of cooperation in our Off-Campus programs, please feel free to let us know. Your post 
on Facebook would be also appreciated! 

Inquiry：APU Academic Office alalumni@apu.ac.jp 


