
【Official】Student Voices Project・Proposal to the University /【公式】学⽣の声プロジェ
クト・⼤学への提⾔ 
 

APU Student Voices Project は、⼤学で初めて実施されたプロジェクトであり、学⽣の声
を前⾯に押し出し、APU の教職員と協⼒して、調和のとれた学習環境を整えることを⽬的
としてこれまで活動してきました。 

本プロジェクトは学⽣部主管の C 型プロジェクト制度による⽀援のもと、学⽣部が 2021
年 6 ⽉に募集した学⽣スタッフ 16 名を中⼼として全学部⽣を対象とするアンケート調査を
実施し、この回答データにもとづいて学⽣スタッフが⼤学に対する提⾔書をまとめました。
さらに、スタッフ以外の学⽣を主な対象とした追加アンケートを実施し、各提⾔に対する賛
同度とその理由を調査しました。 
 

ぜひ添付の「⼤学への提⾔書」をご覧ください。 
アンケートにご協⼒いただいた学⽣のみなさん、学内各部署の関係者のみなさまに⼼よ

り感謝申し上げます。 
 
■ 添付「⼤学への提⾔書」の内容について、次の要領で⼤学教職員と直接に対談します。 

 
【学⽣スタッフと⼤学教職員の公式懇談会】 

  ⽇時  ：12 ⽉ 22 ⽇（⽔）18:00〜20:00 
  開催⽅法：オンライン（Zoom） 
  ⾔語  ：⽇英（同時通訳有） 
  視聴申込：http********************************************* 
  申込期限：12 ⽉ 21 ⽇（⽕）12:00 まで 
 

上記の視聴申込 URL からお申し込み頂いた⽅の APU メールアドレス宛てに、Zoom の
URL を懇談会の前⽇までにお知らせします。なお、今回は学⽣スタッフが⼤学と懇談しま
すので、スタッフ以外の学⽣は傍聴のみとさせて頂きます（教職員の懇談会参加者は、関係
部署の⽅に限定させて頂きます）。 

学⽣と教職員が⼤学改善にむけて公式に懇談する初めての機会です。奮ってご参加くだ
さい！ 

学⽣の声をきくシステム構築のためのプロジェクト学⽣⼀同 

問い合わせ先：スチューデント・オフィス project@apu.ac.jp 

 

 



 

The APU Student Voices Project is the first of its kind to be initiated by the university. The 
objective of the project, and the members was to be able to bring the voices of the student 
body to the forefront, working alongside APU faculty and administration to create an 
enhanced learning environment for a harmonious balance. 
 
This project is a “Type C: Enterprise & NPOs Co-Create Project” overseen by the Division 
of Student Affairs. Project staff recruitment began in June 2021 with the majority of members 
selected primarily from students with previous student staff experience. Staff (16 members) 
were tasked with implementing a survey targeted at the entire student body, analyzing the 
survey response data, and summarizing the student voices found in the survey responses in a 
proposal to the university. Staff implemented a second follow-up survey targeted at the APU 
student body for students to give feedback on the recommendations in the proposal, such as 
their level of agreement with the proposal contents and reasons for their agreement level, 
before submitting it to the university. 
 
Please feel free to look attached “Proposal to the University”. 
We would like to express our immense gratitude to all the students who responded to the 
surveys. 
Also, We would also like to thank all the department members who took the time to read the 
drafts, met with us, and gave us the opportunity to start bringing the proposal to reality. 
 
English translation HERE 
 
Members of the Student Voices Project  
Contact: Student Office project@apu.ac.jp 
 


