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◆ 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＞ 

①当日はインターネット環境の安定した場所からすることを推奨します。また、開始時間に遅れないようにご注意ください。 

②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。 

③Zoom の利用については、アカデミック・オフィス WEB サイトを参照してください( http://www.apu.ac.jp/academic/page/content0327.html/ ）。 

【お問い合わせ先（キャリア･オフィス）】TEL：0977-78-1128  

日時： 12 月 2 日（水） 5 限（16:05-17:40） 

講演者： ルダシングワ（吉田） 真美 氏 （ムリンディ／ジャパン・ワンラブ・プロジェクト副代表） 

対象： 全学生 

言語： 日本語 

内容： 

大虐殺後のルワンダで義肢製作所を設立し、人びとが未来へ歩むための活動を続けてきたルダシングワ真美さ

んに 24 年間の活動を振り返りつつ、ご自身の進む方向をどのように見出してきたのかについてお話いただきま

す。今も挑戦し続けるルダシングワさん、諦めないことで不可能を可能にしてきた経験を直接お聞きできる機会

です。 

 

＜内容＞ 

・ルワンダについて、現在の活動の紹介 

・これまでの足跡 

・やりがい、挑戦 

・自身の方向性を見極める上で、大切にしていること 

・学生へのメッセージ 

・質疑応答 

 

＜講師略歴＞ 

1963 年神奈川県茅ヶ崎市生まれ。 

英語の専門学校卒業後、約 6 年間特許法律事務所やその他企業で OL をする。1989 年ケニア・ナイロビにあっ

たスワヒリ語学校に半年間留学し、その後東アフリカを旅行中に、現在の公私のパートナーである、足に障害を

持つルワンダ人、ガテラ氏と出会い、ルワンダ大虐殺やルワンダの障害者の状況を聞き、義肢装具士になること

を決意、1992 年より横浜の義肢製作所に弟子入り、約 5 年間の修行後、義肢装具士の国家資格を取得。 

1995 年大虐殺後のルワンダを調査し、1996 年ガテラ氏と共にムリンディ／ジャパン・ワンラブ・プロジェクトを

設立、翌年には首都キガリ市に義肢製作所を設け、義肢装具の製作、義肢装具士の育成、障害者スポーツ

の普及・障害者に対する職業訓練などの活動を進めている。 

毎日国際交流賞、シチズンオブザイヤー賞、外務大臣表彰、読売国際協力賞、ほか多くの受賞歴あり。 

参加方法： 

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。 

④時間になったら Zoom を立ち上げ、ミーティング ID / パスコードを入力（キャンパスターミナル参照）。 

申込締切： 
12 月 1 日（火） @ 11:00 

・締切以降は申し込みができません。 



 

 
Date & Time:  December 2nd (Wed.)    5th Period (16:05‐17:40) 

Guest Lecturer:  Mami Yoshida Rudasingwa ‐ san (Representative Legal Supplement, Mulindi Japan One Love Project) 

For:  All students   

Languages:  Japanese 

Contents: 

Having founded an orthopedic workshop in Rwanda after the genocide, Ms. Mami Rudasingwa has been working to 
bring mobility to people with disability so they may walk toward the future. In this session, she will reflect on her 
24 years as an activist, and discuss how she discovered her drive and motivation to do her activities. She will also 
talk  about making  the  impossible  possible  by  having  conviction  and  never  giving  up  as  she  is  no  stranger  to 
challenges. Come to listen to her inspiring lecture! 
   
Agenda for the Session 

・Introduction of Rwanda, and Mulindi Japan One Love Project 

・Achievements up to now 

・Drive and challenges of the mission 

・Important things to cherish once own direction/value is determined 

・Message to participants 

・Q&A Session 
 
Speaker’s Profile 
Born in 1963 in Chigasaki, Kanagawa Prefecture 
After  graduated  from  a  vocational  school  specializing  in  English,  she  worked  in  a  patent  law  firm  and  other 
companies  for 6  years.  In 1989,  she went  to Nairobi, Kenya  to  study  Swahili  for 6 months,  and while  travelling 
around East Africa, she met Gatera, her now husband and professional partner who has an orthotic limb. She then 
learnt  about  the  genocide  that occurred  in Rwanda  and  the plight of disabled people,  leading her  to decide  to 
become a prosthetist.  In 1992, she became an apprentice at an orthopedic workshop  in Yokohama, Japan, where 
she perfected her craft for the next 5 years to then obtain a national certification as a prosthetist.   
She  investigated the genocide that occurred  in 1995, and founded Mulindi Japan One Love Project with Gatera  in 
1996.  She  then  established  an  orthopedic workshop  in  Kigaki  in  the  following  year where  she works  to make 
prostheses,  foster prosthetic‐making  specialists, popularize parasport and provide  vocational  training  to disabled 
people, etc. She  is a  recipient of  the Mainichi  International Exchange Award,  the Citizen of  the Year Award,  the 
Japanese Foreign Minister's Commendation and the Yomiuri International Cooperation Prize, to name a few. 

Registration: 

1. Please click on the On Campus Recruiting and Event Search in the Campusmate Web.   
2. Input all necessary information and search event you wish to participate.   
3. Please select event you wish to participate and click ‘register’.   
* Any events you have registered will be highlighted in red. 
4.    You will need Meeting ID and password to attend this session on Zoom. Refer to the Campus Terminal for more   

details. 

Deadline: 
Registration Deadline: December 1st, 2020 (Tues) @ 11:00 
* Registration after the deadline will not be permitted. 

 
◆ 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: 
(1) We recommend you connect online from a place with good Internet connection on the day of the event. Make sure not to log in late 
neither. 
(2) If you wish to cancel your participation during the registration period, please look for the event on Campusmate Web and click on the 
Cancel button. 
(3) Please refer to the Academic Office website for how to use ZOOM via http://en.apu.ac.jp/academic/page/content0327.html/?c=17  

[Career Office]   TEL: 0977-78-1128  


