(English below)

【講師】株式会社アゴス・ジャパン
代表取締役会長 横山 匡 様
日 時： 2018 年 11 月 7 日（水） 【英語版】12：25-14：00 、 【日本語版】16：05-17：40
対 象： 全回生 ※社会人になってから大学院進学を考えている学生の参加も大歓迎です！
内 容： 世界のトップ大学院への留学支援で圧倒的な実績を誇るアゴス・ジャパン代表による特別セミナー。企業や
海外のトップ大学院ではどんな基準で入学、採用審査がされるのかなどを通してグローバル社会において求
められている資質、能力はどんなものか、またグローバルに活躍するためにはどういう心構えや行動が必要
なのか、実際に活躍している方のマインド、言葉や、講師のこれまでの指導体験、海外での実体験を踏まえ
て、これからの学校生活でやっておきたいことや、心がけを講演します。海外大学院への進学をお考えの
方、将来グローバルリーダーとして活躍したい方にお勧めです。

講師紹介： 中学校時代をイタリア、高校、大学時代をアメリカで過ごす。UCLA 言語学部卒。UCLA 在学中のハイラ
イトは日本人初の NCAA バスケットボールチームヘッドマネージャーとして各地に遠征。1983 年、卒業
後に帰国して以来、語学指導、留学指導に携わり続けている。国際教育者としては、海外の教育関係者
や国際交流学会などにおいて日本の留学事情についてのセミナー講師として招待されるなど、日本の留
学指導における代表的な存在。他にも、HLAB、JAOS、UCLA 同窓会日本支部、ワークライフバランス推進
会議等の理事を務めている。

会 場： H102
定 員： 50 名
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。
締切： 11 月 6 日 （火） 10：30
・締切日以前でも定員になり次第、申込を締切りますので注意してください。
◆ 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。
注意事項：
①受付は先着順です。定員に達した場合は、参加をお断りさせていただく場合がございます。
②当日は時間に遅れないように集合してください。遅刻者は参加を認めません。
③出席確認のため、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。
④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。
なお、締切日以降のキャンセル及び体調不良などにより出席できない場合は、以下の【連絡事項】全てを事前にキャリア･オフィスまでご連絡ください。
【連絡事項】 ①開催日 ②イベント名 ③学籍番号 ④氏名 ⑤携帯電話番号 ⑥欠席理由
※キャンセル等のご連絡は、キャリア・オフィスの開室時間内に、窓口もしくは電話でのみ受付けます。
（E メールでのキャンセル連絡は一切受付けません。）
※無断欠席者に対しては、次回からのキャリアイベントへの参加をお断りする場合がございます。
【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：仁田野・白石・内田

Date & Time： November 7 (Wed) 【English Version】12：25-14：00 , 【Japanese Version】16：05-17：40
For： All students
Content：

Profile of
Facilitator:

Venue：

※The students who plan to go to graduate school after joining companies are also welcome!
This is a special seminar from a representative of AGOS Japan, a company that boasts a history of helping
students enter some of the world’s top graduate schools internationally. Through a discussion on the
standards and recruiting process for top international graduate schools and/or industries, we will cover what
qualities are now highly regarded within current global society. We will then go into the preparation and
mental mindset that one should carry in working on the global scale. Additionally, keeping in mind of the
words of those currently active globally, your professors’ teachings, and your own international experience,
we will cover what you should do and keep in mind from now on during your undergraduate life to prepare
for that future.
Born in Tokyo. Spent Junior High School days in Italy. Moved to the U.S. in 1974. Attended high school in
southern California and graduated from UCLA in Linguistics in 1983 while also serving as Head Manager for
UCLA Basketball Team. Since returning to Japan in 1983, built career in study-abroad advising. Constant
guest speaker at international conference to present study-abroad and global talent development in Japan.
In addition to working for AGOS, currently serves on executive board on HLAB, JAOS, UCLA Alumni
Association of Japan and advisory board of Work-Life Balance, Inc.
H102

Capacity： Up to 50 attendees
Registration： 1. Please click on the On Campus Recruiting and Event Search in the Campusmate Web.
2.
3.

Input all necessary information and search event you wish to participate.
Please select event you wish to participate and click ‘register’. * Any events you have registered will be highlighted in red.

Deadline: 6th November 2018 (Tue) at 10：30,
・Application will be closed once the number of applicants has reached the limit.

◆ 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 This event is implemented on a first-come-first-served basis. Once participant capacity has been reached, there is a possibility
that you may not be admitted to the event.
② Please arrive on time. We reserve the right to turn away late arrivals.
③ In order to take attendance, we request that you tap your student ID card on a card reader when you arrive. Be sure to keep your
student ID card on you at all times.
④ During the registration period, you are able to cancel any of your registered events by clicking on the ‘cancel’ button. However,
once the deadline has passed and you decide to withdraw or are unable to attend due unavoidable circumstances such as
sickness, please contact the Career Office as soon as possible with the following information:
① Date of the event ②Event Name ③Student ID No. ④Full Name ⑤Mobile Phone No. ⑥Reason of absence
※If you need to cancel your registration after the deadline has passed, please contact the Career Office directly through phone or
telling us in person at the Career Office front desk (we do not accept cancellations by e-mail).
※If you are absent without prior notice, your participation in the next Career Office event may be declined.
【Career Office】

TEL：0977-78-1128

E-mail：career2@apu.ac.jp

Admin: Nitano / Shiraishi / Uchida

