
Thank you for your continued support of 
Ritsumeikan Asia Pacific University (APU). I 
would like to express my sincere gratitude 
for the warm support and assistance that 
each of you gave us last year.
APU is a small planet, with students from 
countries and regions around the world, with 
different cultures and values. The spread of 
the COVID-19 pandemic has been a great 
challenge to APU. While international 
students were unable to enter JAPAN and 
were forced to take classes from their home 
countries, our faculty and staff worked 
together to devise online education and 
exchange programs to keep hope alive for 
our students. We are grateful for the many 
scholarships and other donations that have 
been made to help students who had been 
facing financial hardship since 2020.
Since March 2022 over 1,000 international 
students from about 70 countries and 
regions have entered Japan. Both domestic 

　いつも立命館アジア太平洋大学
（APU）をご支援いただき、ありがとうご
ざいます。昨年度、皆さまから賜わりまし
た温かいご支援、お力添えに、厚く御礼
を申し上げます。
　APUは、文化や価値観が異なる世界中
の国・地域から学生が集まる、まさに小さ
な地球です。世界的な新型コロナウィル
ス感染拡大は、私たちの大学に大きな試
練を与えました。国際学生が入国できず、
母国から授業を受けざるをえないなか、
教職員一丸となり、学生たちが希望を持
ち続けることができるよう、オンライン教
育、交流の工夫をすすめてきました。皆さ
ま方には、2020年以降、経済的な困難に
みまわれる学生たちに対して、奨学金や
現物寄付など、多くのご支援をいただき
ました。改めて感謝いたします。
　2022年3月以降、約70か国から1,000
名を超える国際学生が入国を果たしまし
た。国内学生、国際学生がともに、APU
の環境を最大限活かして学んでいます。
教室やキャンパスで、真剣に先生方の講

義に耳を傾け、生き生きとグループワー
ク、ディスカッションに取り組み、友人た
ちと語り合う学生の姿に、APUらしさと
未来への希望を感じます。
　APUは、2023年、持続可能な観光と
開発をテーマとする「サステイナビリティ
観光学部（設置構想中）」の開設を予定し
ています。いま、APUの教学改革にふさ
わしい新たな教学棟、新APハウスを建設
中です。来年の4月には、既存の学部、研
究科の教学改革とあわせて、皆さまに飛
躍するAPUの姿をご覧いただけるよう全
力で準備をすすめます。
　APUの基本理念である「自由・平和・
ヒューマニティ」「国際相互理解」「アジア
太平洋の未来創造」の実現は、世界を平
和で豊かな社会にしていくことです。
APUは、これからも、学生が多くの経験
を積み、将来、世界を変える人として成長
できるよう尽力してまいります。
　引き続き、APUへの応援をいただきま
すよう、よろしくお願い致します。

and in ternat ional  s tudents  a l ike  are  
making the most of the APU environment.  
Seeing students in classrooms and on 
campus listening intently to lectures by 
professors, engaging in lively group work 
and discussions, and talking with their 
friends, you can feel the essence of APU 
and hope for the future.
In 2023, APU plans to open the College of 
Sustainability and Tourism (Tentative), which 
will  focus on sustainable tourism and 
development. We are currently constructing 
a new classroom building and a new AP 
House, which will be suitable for APU's 
academic reforms. We will do our utmost to 
prepare for next April, when you will be able 
to see APU's rapid progress, together with 
the academic reforms of  the exist ing 
faculties and graduate schools.
Realizing APU's founding ideals of Freedom, 
Peace and Humanity, International Mutual 
Understanding and Creation of the Future of 

～ One APU の実現に向けて ～

For One APU

the Asia Pacific will make for a peaceful 
world and a prosperous society. APU will 
continue to make every effort to help our 
students gain many experiences and grow as 
people who in the future will change the 
world.
I hope that we may continue to receive your 
wholehearted support for APU.

Haruaki Deguchi
President
Ritsumeikan Asia Pacific University (APU)

立命館アジア太平洋大学（APU）
学長

出口 治明



　私のキャリアにおける最大の目

標は、シリアの地域コミュニティと

協力して、過去10年間に起こった

紛争で壊滅したシリアコミュニ

ティの再建を支援することです。私

はAPUの学位と、卒業後に取得す

る学位を活用して、シリア社会が

直面している問題の原因を探り、

それを分析し、国の発展と紛争被害の回復につながる解決策を見出し

たいと思っています。

　戦争は多くの政治的、経済的、社会的、心理的な影響を残しましたが、

私はシリアの再建に寄与できることを願って社会的な影響を中心に研究

したいと考えています。これから4年間、様々な国から来た文化的背景の

異なる人々が集う国際的な環境に身を置きます。その人々から学び、私

の経験と文化を共有し、意義ある関係を築きたいと考えています。多国

籍の教授陣にも期待をしています。私はその先生方から様々な科目を教

わり、今日の社会で起きている多様な社会現象についての先生方の意見

を知り、分析方法や将来の予測についても学ぶことができます。一生懸

命勉強をして優秀な成績を修め、可能な限り多くのことを学び経験する

ということを自分に課したいと思っています。APUや日本での勉強を最

大限活用し、日本文化や歴史、社会についての知識を深めたいとも思っ

ています。

SULEIMA Nadaさん
（在学生 /シリア）

　グローバルリーダー育成奨学基金は、皆さまからのご寄付を積み立

て、永続的で安定した奨学金原資の構築を目指し、日々世界と向き合い

学業に励むAPU生、そして未来のAPU生へ、奨学金として活用していき

ます。

　2021年から、国際学生への入学金支援の奨学金制度、2023年からは

国内学生の100％授業料減免制度を創設します。

The Global Leader Development Scholarship Fund will use your 

donations to establish a long-term, stable fund for scholarships. The 

fruits of this fund will be allocated toward scholarships for current 

APU students preparing to take on the world and toward future APU 

students.

Additionally, a scholarship system will be established to provide 

international students support with entrance fees starting in 2021, 

and a 100% tuition reduction for domestic students starting in 2023.

— Help build a sustainable scholarship fund 
to support future global leaders —

About the APU Global Leader 
Development Scholarship Fund

●APUグローバルリーダー
育成奨学金を利用した学生の声

シリア社会が直面している問題の原因を調査・分析し、
国の発展と紛争被害の回復につながる解決策を見出したい。

I want to identify and analyze the roots of the problems 
present in the Syrian community and f  ind solutions and 
measures that can help Syria develop and overcome the 
aftermath of the war.

●Student’ s voice from the APU Global 
Leader Development Scholarship

My main goal is to work with local communities in Syria to help 

rebuild the community within itself after the war that has been 

happening for the last 10 years. I  am aiming to use my APU 

degree and future degrees to help me identify and analyze the 

roots of the problems the Syrian community is going through and 

find solutions and measures that can help it  to develop and 

overcome the aftermath of the war. 

T h e  w a r  h a s  h a d  m a n y  p o l i t i c a l ,  e c o n o m i c ,  s o c i a l ,  a n d  

psychological consequences, but I want to focus on the social 

aspects to help rebuild Syria. In the next four years, I expect to be 

living in an international environment full of people from different 

countries and cultural backgrounds. I will learn from them, share 

my own story and culture with them, and gain meaningful  

connections with them. I also expect to have many international 

faculty members from whom I can learn different subjects and 

points of view on different social trends so that I can learn how to 

analyze them, and even predict them in the future. In addition to 

that, I expect to study hard and get good grades in my subjects 

and to learn and experience as much as I can. I will try to take full 

advantage o f  s tudy ing  in  APU and in  Japan to  expand my 

knowledge regarding Japanese culture, history, and society. Since 

I will be living there, it will become easier to do so. I even want to 

travel around Japan and hopefully explore countries in the Asia 

Pacific region.

SULEIMA Nada
 (APU Student/Syria)

－世界の未来を担う学生達の「今」を応援する－

APUグローバルリーダー
育成奨学基金について



寄付活用のご報告/ Donation Report
オリンピック・パラリンピック言語ボランティア
The 2020 Tokyo Olympics and Paralympics Language Volunteer

寄付メニューや寄付活用のご報告など
寄付に関する詳細はこちら
For more information about donations, including 
our various donation options and reports on the 
use of donations, please click here.

● ふるさと納税/Furusato Nozei 
　(Hometown Tax Donation)
　大分県別府市のふるさと納税を活用した「湯のまち別府ふるさ

と応援寄附金（別府市と大学の連携事業）」には、APUも登録され

ています。別府が故郷の方も、そうでない方でも、現在お支払いの

所得税や住民税の一部をご寄附に充てていただくことが可能で

す。皆さまのご寄付が、APUへの補助金として別府市から交付さ

れます。

APU is registered with Beppu City, Oita Prefecture for the "Yu no 
Machi Beppu Furusato support donation (Collaboration project 
between Beppu City and the university)" utilizing the hometown 
tax donations system.
Whether Beppu is your hometown or not, you are able to use 
donations to deduct a portion of your current income tax or 
residence tax.
Beppu City will also pass your donation along to APU in the form of 
a subsidy.

　2021年3月、東京2020オリンピック・パ

ラリンピック組織委員会より、当大学に対

して、言語ボランティア派遣の依頼があり

ました。感染予防について組織委員会と調

整したうえで、希望した学生のなかから学

内で選抜して、のべ47名の学生を派遣す

ることと致しました。派遣にあたり、宿舎

等について、いただいたご寄付から支援す

ることができ、学生が多大な自己負担をす

ることなく、無事活動を終えることができ

ました。

　学生は、国際局言語ボランティアサービ

ス課に所属する言語ボランティアとして、

各競技会場でオリンピアン・パラリンピア

ンの報道対応、ドーピング等実施に際して

の通訳等の活動を行いました。組織委員

会国際局より、母語・英語・日本語の3言

語での対応ができる学生たちの活躍に対

し感謝の言葉をいただきました。

In March 2021, APU received a request from the Tokyo 

Organizing Committee of the Olympic and Paralympic Games to 

send our students to the 2020 Tokyo Olympics and Paralympics 

as language volunteers. After coordinating with the Organizing 

Committee on infection prevention measures, we decided to send 

a total of 47 students who were selected from among those who 

applied. We are extremely grateful for the generous financial 

support for these students which went towards covering their 

accommodations and other costs and enabled them to complete 

their activities without incurring a great deal of personal 

expense. 

The students were placed in the Language Volunteer Service 

Division of the International Bureau and worked as language 

volunteers at each of the competition venues where they 

interpreted for the Olympians and Paralympians during media 

interviews and at doping test sites. The International Bureau of 

the Organizing Committee contacted us to thank us for sending 

our students as volunteers. It is no small feat that they were able 

to use their native language, in addition to English and Japanese, 

to ensure smooth communication with the athletes.

The giving site includes more content, ways to give, and a brand new section spotlighting messages 
from donors.

皆さまから寄付をお受けするメニューの内容、寄付の方法、寄付者からのメッセージなどをまとめて、分かりやすくお伝えします。
One APU ウェブサイト/ One APU giving site

https://www.apu.ac.jp/
support/report/

詳細はこちら
Visit this URL for more 
information

● キャンパス施設の整備/Campus facility upgrades
　老朽化が進んだキャンパス内諸施設の設

備更新やリニューアルなどにより整備をすす

めます。

We plan to upgrade and renovate aging 
facilities in the AP House international student 
dormitory, the Gymnasium, and the Cafeteria.

● キャンパス自然環境保全/
Preserve the natural campus environment
　豊かな感性をはぐくむ広大な自然は、APU

が誇る財産のひとつです。豊かに学び、研究す

るための環境保全をすすめます。

One of APU's assets is its rich environment 
which fosters our students' sensibilities. We will 
promote the preservation of this environment 
for abundant learning and research.

● みらい創造寄付/ Support Change Makers
　APUの卒業生が中心となって創設し、卒業

生と在学生のつながりを大切にしながら、在

学生が大学生活を充実させることを目的とし

ています。これまでに、GOAL*運営支援、学生

団体活動支援、APU校友会奨学金、ライブラ

リーへの本の寄贈などに活用されました。

*Global Alumni Lecture：世界中の様々な

職業についた卒業生がAPUキャンパスに戻

り、仕事を通じて得た知識や経験を在校生と

共有します。

The scholarship was founded mainly by APU 
graduates as a way to enhance the university 
life of current students while valuing the 
connection between alumni and students. To 
date, this fund has been used to support GOAL*, 
student activities, APU Alumni Association 
scholarships, and book donations to the library.
* Global Alumni Lecture (GOAL): In this 
program, graduates from all over the world 
and in different career paths return to the APU 
campus to  share  the ir  knowledge  and  
experience gained throughout their careers.

https://www.apu.ac.jp
/support/



教育研究充実 Improving Learning & Research ¥1,432,080
● みらい創造寄付･･････････････････････････････････････････････････････････････････････  ¥277,000

Support Change Makers

● Global Alumni Learning (GOAL) 運営支援 ･･････････････････････ ¥36,000
Support for Global Alumni Lectures (GOAL)

● APUライブラリへの書籍寄贈･･･････････････････････････････････････････････  ¥212,000
Donating books to the APU library

● 寄附講座･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  ¥844,080
Endowed Lectures

● Global Business Case Competition(GBCC) 運営支援･･･ ¥63,000
Support for Global Business Case Challenge (GBCC)

2021年寄付受入実績
Donation Receipt Report for Fiscal Year 2021

寄付の使途  Donation Intiatives

課外活動支援 Extra-curricular Activities Support ¥345,000
● APU カルチャーワゴンキャンプへのご支援･･････････････････････････････ ¥30,000

Support for Culture Wagon Camp

● サッカー部へのご支援････････････････････････････････････････････････････････････  ¥265,000
Support for Football club

● インドネシアウィーク･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ ¥50,000
Indonesian Week

一任する Unrestricted ¥3,127,623奨学寄付金 Academic Donation ¥6,400,000
● 産学連携推進資金として････････････････････････････････････････････････････  ¥6,400,000

Promoation Funds for Academic-industrial Alliance

寄付額 Donation Distribution 件 数

￥2,500,000 以上 /and up
￥1,000,000 以上 /and up
 ￥100,000 以上 /and up
 ￥100,000 未満 /and under
総額 Total

3
5
10

1,317
1,335

寄付支出総額
Tolal Donation Expenditure ￥23,727,703

寄付目的と寄付額
Purpose of Donation and Donation Amount

寄付受入総額
Tolal Donation Received ￥23,727,703

奨学金

¥10,200,000
Scholaarship

一任する

¥3,127,623
Unrestricted

その他

¥2,223,000
Other

奨学寄付金

¥6,400,000
Academic Donation

教育研究充実

¥1,432,080
Improving Learning & Research

課外活動支援

¥345,000
Extra-curricular Activities Support

寄付に関するお問い合わせやご意見は
APU事業課までお願いします。
担当：APU事業課 松井／前原

TEL: 0977-78-1136／ E-mail:giving@apu.ac.jp

お問合せ
Please contact the Office of Institutional Advancement 

if you have any inquiries about gifts. 
In-charge: APU Office of Institutional Advancement Matsui ／Maehara

TEL: +81-977-78-1136／ E-mail:giving@apu.ac.jp

Inquiries

その他 Other ¥2,223,000
● 起業部（出口塾）支援･････････････････････････････････････････････････････････････  ¥180,000

APU Startup Program (Deguchi School)

● キャンパス自然環境保全････････････････････････････････････････････････････････  ¥360,000
Campus Environment Maintenance

● キャンパス施設の整備・リニューアル･･･････････････････････････････････  ¥160,000
Campus Facility Maintenance/Renewal

● APU2030ビジョン･････････････････････････････････････････････････････････････････  ¥309,000
APU2030 Vision

● その他支援の為･･･････････････････････････････････････････････････････････････････  ¥1,214,000
Other

奨学金 Scholaarship ¥10,200,000
● グローバルリーダー育成奨学金 ･･････････････････････････････････････････  ¥9,810,000

Global Leader Development Scholarship

● 国際ソロプチミスト別府奨学金･･････････････････････････････････････････････  ¥240,000
Soroptimist International of Beppu Scholarship

● その他奨学金･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････  ¥150,000
Other Scholarship


