（English below）

日時： 11 月 9 日（金） 5 限：16:05～17:40
言語： 日本語/英語
内容： ◎SAIA（Student Association of International Affairs） とは何か？
◎SAIA の目的
◎キャリア・パス形成支援について
人権、環境と開発、貧困・飢餓、教育の機会、水や衛生環境、難民問題など世界に横たわる問題に関心が
あり、将来、それらを解決するために国際機関職員（国連とその関連機関）、国際 NGO などで活躍したいと
考えているみなさん、SAIA に登録しませんか？
APU は、APU 理念である「アジア太平洋地域の未来創造」「対話による平和な社会の構築」を目指して、
学び、活動したいと考えている学部学生・大学院生のみなさんを応援します。APU の教職員、国連機関で
働く卒業生、国際機関の方々が、学部学生・大学院生の将来の夢をサポートします。
SAIA に登録したみなさんには、国連機関を目指すうえで必要となるコンピテンシーを身に付けるための学
習、キャリア・パスをつくっていくうえで必要となるインターンシップなどの情報を提供します。
SAIA で、同じ志を持つ学部学生・大学院生が主体的に学びあい、ともに成長していきましょう。

対象： 全回生（国内学生・国際学生）
場所： F１０３

定員： なし

申込方法： ① 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。
② 条件を入力し参加を希望するイベント情報を検索。
③ 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。

申込期限：

11 月 8 日（木） 10:30

① 当日は時間に遅れないように集合してください。
② 出欠確認の為、学生証をカードリーダに通してもらいます。必ず持参してください。
③ 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。

【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

担当：LOH・内田

Date & Time: Nov 9 (Fri.) 5Th Period: 16:05～17:40
Languages: Japanese/ English
Contents: ◎ About SAIA（Student Association of International Affairs）?
◎ Goals and mission of SAIA
◎ Support for career path development

If you are interested in global issues, such as human rights, environment and development, poverty/
starvation, educational opportunities, water and sanitation environment, refugee problems, etc., and
would like to work at the international organizations (UN and its related organizations) and NGOs in
order to solve these issues…join SAIA!
APU supports all of you who wish to learn and engage in global issues, aiming to create “the future
shape of the Asia Pacific region” and “the peaceful society by dialogue”. APU faculty members,
alumni who are currently working at international organizations are committed to helping you realize
your dreams!
SAIA will provide learning opportunities for you to acquire skills and competencies needed to work
at international organizations, and information about internship programs to develop your career
paths.
Let’s learn from each other and grow together!

For: All students (domestic student and international student)
Venue: F103

Capacity： N/A

Registration: 1. Please click on the On Campus Recruiting and Event Search in the Campusmate Web.
2. Input all necessary information and search the event you wish to participate.
3.

Please select the event you wish to participate and click ‘register’.

※ Any events you have registered will be highlighted in red.

Deadline: Deadline: Nov 8th (Thu) 10:30 hrs
① Please be on time.
② As a method of collecting students' attendance, please slide your student ID card through the card reader machine
before entering the classroom. Therefore, make sure to bring your student ID with you.
③ During the registration period, you are able to cancel any of the registered events by clicking on the ‘cancel’
button.
Career Office Contact Details: TEL：0977-78-1128

E-mail：career2@apu.ac.jp

LOH・UCHIDA

