
（English below） 

 

 
◆ 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注意してください。 

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  E-mail：career2@apu.ac.jp 

日時： 2021 年 1 月 14 日（木）6 限（17:55-19:30） 

講演者・司会： 
＜講演者＞及川 有希子さん（認定 NPO 法人 ACE ソーシャルビジネス推進事業 チーフ） 

＜司会＞山形辰史 教授（アジア太平洋学部） 

対象： 全学生 

言語： 日本語 

内容： 

国際協力 NGO の認定 NPO 法人 ACE（エース）にお勤めの及川有希子さんからお話を聞ける機会です！ 

及川さんは、日系メーカー2 社での勤務を経験後、大学院に進学。MBA と開発経済学を学び、サプライチェ

ーン上の人権問題について関心を深められ、現在は ACE で勤務されています。 

様々な経験をお持ちの及川さんに、これまでのキャリアを振り返りつつ、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もお話いただきます。 

 

＜内容＞ 

・ACE の活動 

・これまでのキャリア 

・学生へのメッセージ 

・質疑応答 

 

＜講演者略歴＞ 

青山学院大学経営学部卒業、米国マサチューセッツ州立大学 MBA 修了、アジア経済研究所開発スクー

ル（IDEAS）修了。日系メーカー2 社（文具、光学製品）での海外営業、グローバルサプライチェーン管理業

務を経て 2018 年 8 月より現職。企業との連携、企業向けの研修、啓発活動などを担当。 

 

＜ACE について＞ 

ACE は、「子ども、若者が自らの意志で人生や社会を築くことができる世界をつくるために、子ども、若者

の権利を奪う社会課題を解決する」ことをパーパス（団体の存在意義）に掲げ、児童労働の撤廃と予防に

取り組む国際協力 NGO です。 

ACE ホームページ http://acejapan.org/ 

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： 
1 月 13 日（水） @ 11:00 

・締切以降は申し込みができません。 



 
Date & Time:  January 14th, 2021 (Thu.)    6th Period  （17:55‐19:30） 

Speaker and   
Moderator: 

<Speaker> Ms. Yukiko Oikawa, Chief of Social Business at ACE (Action against Child Exploitation) 
<Moderator> Prof. Tatsufumi Yamagata (APS) 

For:  All APU students   

Languages:  Japanese 

Content: 

This is your chance to hear from Ms. Oikawa who is working at ACE, an international NPO!   
Ms. Oikawa pursued graduate studies after working at 2 Japanese manufacturing companies. After completing 
her MBA and PGDip in Development Study and Research, she became interested in human rights issues in the 
supply chain, and has thus decided to join ACE. She will reflect on her past experiences and share how she 
selected the path she wanted to pursue. 
 
<Agenda> 

・ACE’s activities and projects 

・Career up to now 

・Message to students 

・Q&A session 
 
<Speaker’s Profile> 
Ms. Oikawa earned an MBA from University of Massachusetts and completed a post‐graduate diploma at 
Institute of Developing Economies Advanced School (IDEAS) after obtaining a university degree in business from 
Aoyama Gakuin University and a few years of work experience. She worked at 2 Japanese manufacturing 
companies (stationary and optical equipment) in global sales and global supply chain management. She joined 
ACE in August 2018, taking in charge of liaison with businesses, corporate training and educational activities. 
 
<About ACE> 
Action against Child Exploitation, ACE for short, is an NGO aiming to transform the world into a place where all 
children and youths are free to shape their own lives and capable of building a society that they want to live in. 
To that purpose, they work to realize and protect the rights of children and youths by getting everyone in 
society to play their role.  
Website: https://www.global.acejapan.org/     

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: January 13th, 2021 (Wed.) @ 11:00 JST 
* 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  E-mail: career2@apu.ac.jp 


