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基本情報

●大学名 立命館アジア太平洋大学
Ｒｉｔｓｕｍｅｉｋａｎ Ａｓｉａ Ｐａｃｉｆｉｃ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ

●所在地 〒８７４-８５７７ 大分県別府市十文字原1－1
●開学 ２０００年４月学部、２００３年４月大学院開設
●設置者 学校法人立命館

（大分県、別府市との公私協力による）

●学生数
●教員数
●職員数

５，８８７名 （大学院生、非正規生含む）
１６９名 （専任教員のみ）
１９２名 （契約職員含む）

（２０１７年５月1日付）



ＡＰＵの理念・ミッション

「自由・平和・ヒューマニズム」、「 国際相互理解」、 「アジア太平洋の未来創造」

立命館アジア太平洋大学開学宣言

人類は有史以来、地球上のさまざまな地域において自らの文化を築き、文明の進化を求めて
多様な営みを繰り広げてきた。人類はまた、さまざまな制約と障壁を超えて、自由と平和と
ヒューマニズムの実現を求め、望ましい社会のあり方を追求してきた。

２０世紀は政治・経済・文化のすべての領域においてかつてない進歩と飛躍の時代であり、
人間の諸活動は地球的規模で展開されるに至った。また、二度にわたる世界大戦の経験を通し
て、国際連合をはじめとする国際協力のための機関が設立され、平和維持と国際理解に向けて
の取り組みが大きく前進した。

我々は、２１世紀の来るべき地球社会を展望する時、アジア太平洋地域の平和的で持続可能
な発展と、人間と自然、多様な文化の共生が不可欠であると認識する。この認識に立ち、我々
は、いまここにアジア太平洋の未来創造に貢献する有為の人材の養成と新たな学問の創造の
ために立命館アジア太平洋大学を設立する。

立命館アジア太平洋大学は、「自由・平和・ヒューマニズム」、「国際相互理解」、「アジア太平洋
の未来創造」を基本理念として、２０００年４月１日、大分県と別府市、さらに国内外の広範な人々
の協力を得て、別府市十文字原に誕生した。世界各国・地域から未来を担う若者が集い、ともに
学び、生活し、相互の文化や習慣を理解し合い、人類共通の目標を目指す知的創造の場として、
立命館アジア太平洋大学の開学をここに宣言する。

２０００年４月１日



多文化共生型キャンパス

カ国・地域からの
国際学生２,９９１名と国内学生２,８２７名
合計５,８１８名が学ぶ国際大学
（２０１７年１１月１日付／学部生、大学院生、交換留学生などの非正規生含む）

学生数のうち外国人留学生比率

※大学院生、非正規生含む

外国人留学生のうち正規生比率 ９７．７％

開学以来、学生が在籍したことのある国・地域 １４４
５１．４％

教員総数
外国籍教員総数
外国籍教員比率
（２０１７年５月１日付）

※総数は専任の教授、准教授、助教、講師の合計

世界



学部・大学院

会計・ファイナンス環境・開発

アジア太平洋研究科 博士前期課程
入学定員 ６０名/年

アジア太平洋研究科 博士後期課程
入学定員 １０名/年

経営管理研究科 （修士課程）
入学定員 ４０名/年

アジア太平洋学部

入学定員 ６6０名/年

国際経営学部

入学定員 ６6０名/年

学
部

国際関係

観光学

文化・社会・メディア

経営戦略と組織

マーケティング

イノベーション・経済学

大
学
院

学部は日英二言語、大学院は英語のみで開講

英語・日本語を徹底的に鍛える言語教育

約半数を占める外国籍教員から世界の「いま」を学ぶ

国際学生が約半数



国際通用性のある教育システム

●開学以来、春と秋、年２回の入学・卒業を実施
●クオーター制（１クオーター＝２カ月）とセメスター制の併用により、

柔軟な学習スケジュールが可能
●集中的な学び（同一科目週２回）で学習の節目・山場が頻繁に

日英二言語教育※学部のみ

●「英語を学ぶ」から、 「英語で学ぶ」へ
●習熟別クラスと少人数授業で徹底的に鍛える言語教育
●多文化キャンパスのいたるところで鍛えられる言語運用能力
●授業ではプレゼンテーションやディスカッションを多用

体系的なカリキュラムと国際基準の成績管理

●科目レベルと履修の順次性を示す科目ナンバリング
●５段階評価とＧＰＡ（Ｇｒａｄｅ Ｐｏｉｎｔ Ａｖｅｒａｇｅ）による厳格な成績管理
●期末試験は成績の５０％以下、日々の学習や授業参画状況も評価
●海外の大学で採用されているＵＭＡＰ単位互換方式（ＵＴＣＳ）を採用

協働学習環境

●学生が学びあう環境、文化
●多様な学生スタッフが大学運営や教育活動に参画
●言語自主学習センター「ＳＡＬＣ」で学生同士が教えあう
●ラーニング・コモンズで活発なグループワーク

学生をしっかり学ばせる教育システム

春・秋の２回入学とクオーター制の採用



多彩なアクティブ・ラーニング

交換留学・共同学位
交換留学では、現地の学生とともに専門の科目を履修

言語イマージョン （海外言語集中研修）

海外の大学のキャンパスや大学付属の語学学校などで集中
的に学習

ＦＩＲＳＴ （１回生向け異文化体験学習プログラム）

言葉の通じない国・地域で調査を行う新入生対象のプログラム

フィールド・スタディ （専門分野調査研究型プログラム）

専門分野の理解を深めるために、現地で調査と研究を
行う

異文化を体験する 言語運用能力を高める

専門を学ぶ

国内・外、短期・長期と多様なプログラム
日本人学生は卒業までに一度は海外での学びを体験することを目指す



国際教育寮 ＡＰハウス１．２ （キャンパス内）

違いを知る。認める。そのうえで課題についてとことん話し合い、「解決策」を導き出す力を育む

●シェアタイプは日本人学生と
国際学生が隣り合わせ

●共同キッチンで互いの国・地域
の食文化に触れる

●日常生活の空間で他言語・
多言語学習

●授業やレポートの教え合い・
学び合い

●毎月フロアミーティングを実施

●フロアや棟ごとにパーティー
やイベントを開催

●各国の文化を紹介する企画
●広島・沖縄などを目的地に

し、 「平和」をテーマとした
ピースツアーを開催

●世界祭（寮祭）の実施

互いの生活習慣や
価値観の違いを知る

学び合い、
助け合う心を養う

ともに暮らすためのルールを作り、
学生スタッフが運営する

●ＲＡ（レジデント・アシスタント）
が寮生を２４時間サポート

●各種イベントの企画・運営
●フロアを巡回、ゴミ分別チェック

イベントを通じて
交流を深める

シングルタイプ９３２室＋シェアタイプ３７８室＝１，３１０名 収容可能

５６カ国・地域 １，０５７名がともに暮らす

２０１７年５月１日現在



国際ボランティア・地域交流

[ 団体名 ]
Ｐｅａｃｅ×Ｐｉｅｃｅ
[ 活動地域 ] 

ドイツ など

[ 団体名 ]  
ハビタットＡＰＵ
[ 活動地域 ]  

ネパール、タイなど

国際ボランティア ：現地で、現地の人とともに、現地が抱える問題の解決に取り組む

戦争や紛争で傷ついた子ども達に治療の機会を提供 途上国の住環境改善をめざして住宅建設サポート

地域交流 ：日本や地域の文化に対する理解を深めるとともに、地域の活性化に貢献

地域のお祭りや行事への参加、市民講座などでの異文化交流を通じて、地域社会とともに成長する



就職実績

■産業別就職者割合

国を越えるコミュニケーション力・積極性・協働性に高評価
国内学生 ▶グローバル企業を通じて全世界へ 国際学生 ▶日本企業 ｏｒ 母国へ

２０１6年度 就職決定率 ９６.７％
就職決定率＝就職決定報告者／就職希望者 (２０１７年３月３１日現在）

関東

６１％

中部・北陸・近畿

１８％

九州・沖縄 (大分を除く)

１２％

■日本国内における進路先

大分

５％

中国･四国

３％

その他には、外国企業・業種不明者・ならびに家業従事者、起業を含む

国内学生 就職決定率 ９８.５％

国際学生 就職決定率 ９３.５％



キャリアサポート
日本人学生と国際学生を分けずに就職サポート

初年次からのキャリア教育
●キャリアや留学を見据えた系統学修等の個人相談・面談
●「ＡＰＵリテラシー」で将来のキャリアをイメージし、大学での学びを考える
●「キャリアデザインⅠ」での自己理解をもとに自分らしい生き方を探る

インターンシップ
●企業や団体で実務を経験、仕事への理解を深める
●派遣先は国内のみならず、海外の企業や政府機関、ＮＧＯも
●「協定型インターンシップ」を修了すれば、単位取得が可能

オンキャンパス・リクルーティング

●企業人事がＡＰＵに来学、採用活動をキャンパスで行う 年間 ３００社以上 が来学

キャリアデザイン科目の系統履修

●「キャリアデザインⅡ（２回生配当）」 企業・業界分析
●「キャリアデザインⅢ（３回生配当）」 企業との協働プログラム

回生
１

回生
２

回生
３

回生
４



多角的なネットワーク

Ａｄｖｉｓｏｒｙ Ｃｏｍｍｉｔｔｅｅ

２７５名 ※２０１７年４月１日時点

世界の元首・大使、

日本経済界を代表するリーダーから、
奨学金、就職、インターンシップ受入れなどでご支援

４８名 ※２０１７年４月１日時点

ノーベル賞受賞者をはじめ、
国内外の研究者や教育関係者から、
教育・研究面でご支援

Ｓｕｐｐｏｒｔｉｎｇ Ｇｒｏｕｐ

２３６企業・個人 ※２０００年４月時点

から、開学時に留学生奨学金等でご支援

地域とのネットワーク
大分県と県内外２１市町村と友好交流協定 締結
長野県飯田市、宮城県気仙沼市、福岡県福岡市
（県外協定締結都市）

※２０１７年５月１日時点

４６５海外大学・研究機関との協定

開学前から、教育研究機関や自治体との連携のみならず、
経済界、学術界など、世界のトップリーダーから多岐にわたるご支援

経済界･学術界
教育研究機関

Ａｃａｄｅｍｉｃ Ａｄｖｉｓｏｒｓ

自治体



ご参考①



ご参考②
わたしたちの成り立ちを知るために

① 『宇宙論と神』 池内 了

わたしたちが動物であることを知るために

② 『単純な脳、複雑な「私」』 池谷 裕二

わたしたちの住む国を知るために

③ 『昭和史』 半藤 一利

④ 『クアトロ・ラガッツィ』 若桑 みどり

現代の金融・経済・社会を知るために

⑤ 『連続講義・デフレと経済政策』 池尾 和人

⑥ 『人口と日本経済』 吉川 洋

⑦ 『新・所得倍増論』 デービッド・アトキンソン

⑧ 『バブル』 永野 健二

⑨ 『生産性』 伊賀 泰代

⑩ 『社会心理学講義』 小坂井 敏晶

⑪ 『生物学的文明論』 本川 達雄

⑫ 『厚生労働白書（平成24年版）』 厚生労働省
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