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1) What are you are up to now?　
　   現在、何をしていますか？

I am currently working as a Project Accountant for a construction company in Qatar. 
As this company is the sole distributor of Hitachi Elevators, I am in charge of the on-going 
elevator Installation and Maintenance projects. This job has definitely provided me with 
plenty of opportunities to bridge Japan and Qatar. Other than this I am also actively involved 
in academic research in the field of financial performance as my ultimate goal one day is to 
become a management accounting professor.

私は、今カタールの建築会社でプロジェクト会計士として働いています。この会社は、日立エレベーターの
唯一の代理店であり、私はエレベーターの設置、メンテナンスに携わっています。この仕事では、日本とカタ
ールの懸け橋を担うことが多くありました。さらにこの他にも、管理会計分野の教授になるという最大の目
標を果たすため、今でも財務業績の分野での学術研究に積極的に取り組んでいます.

2) How has APU shaped your life?
　 APUはあなたの人生をどう築きましたか？

The best lesson that APU taught me was that we should capitalize on every single idea 
that crosses our mind and nothing is impossible if we really work hard towards something. In 
our first year many of us think that it would be just enough if we can pass the mandatory 
language credits and then finally get a job offer by the end of 4th year.  However I realized 

achievements as well. This mere thought helped me to get 5 prestigious scholarships 

journal articles, participate in 2 international research conferences, initiate social project with 

exchange activities around Japan. Thanks to these different activities and experience I 
realized that my dream is to support education and my future goal is to become a professor. 

APUで学んだことは、自分の心に浮かんだ一つ一つの考え、アイディアを存分に生かすこと、そして、一つのこ
とに向かって熱心に取り組めば、不可能なことはないということです。１回生の頃は、必修言語の単位をとり、
4回生で最終的に就職ができればそれで十分だと、多くの人が思ってしまいます。しかし、APUの環境はそれ
だけのためのものではありません。それら以外の成果によって、自分自身の世界を築きあげるためにありま
す。単なるこの考えが、安藤百福名誉博士栄誉賞を始めとする５つの名誉ある奨学金をいただいたこと、２
つの学術論文を発表したこと、２つの国際研究会議に参加したこと、スリランカの教育支援のために国際ロ
ータリーとともに事業を進めたこと、日本国内での地域交流に多く参加したこと、に繋がりました。これまで挙
げたそれぞれの活動や経験を通し、私の夢は教育支援をすることであり、また生涯の目標が教授になること
だと気づきました。

3) What is your message for students of APU
APU生にメッセージをお願いします。

start thinking about where you fit in. The best place in APU for me has always been the library.

take some time to explore this place and find things that would add meaning to your life.
Finally, do not just set targets for your future while being in APU but make sure you at least
complete one of them before you graduate! This would let you have a clear aim about your
life.

APU、そして、日本には、さまざまな機会があるので、自分自身の成果となる熱意（忠誠）を形にするために、何
かに取り組んでみてください。国籍は単なるアイデンティティに過ぎないということを心に留めておいてくだ
さい！国籍はあなた自身の境界線を示すわけではありません。国籍は忘れて、自分自身がフィットできるところ
について考えてみてください。私にとって、ライブラリーはAPUの中でも素晴らしい場所でした。それは、勉強
するのに良い場所であるからではなく、私の知識を広げてくれるのにより良い場所であったからです。是非、
時間を見つけてライブラリーに行き、あなたの人生に意義をもたらすものを見つけてみてください。最後に、
APUで将来の目標を定めるのではなく、卒業する前に少なくともそれらのうち一つは成し遂げてください。き
っと人生における目標を明確することができると信じています。

Message from Senpai
Graduated  -  Spring 2015
College -  APM 
Current Endeavors -  Project Accountant for a construction 
　　　　　　　　　 company in Qatar.

卒業  -   2015春
学部  -  国際経営 
現在の取り組み  -  カタールの建設会社でのプロジェクト会計士 
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●入学後に心がけてほしいこと
　ぜひ、ストレスを感じるのはごく
普通なことであり、対処法があるこ
とを皆さんに知って欲しいです。高
校と大学では環境が変わり、その上
ＡＰＵは非常に特殊な環境ですの
で、それに適応しようとしてストレ
スを感じやすくなるかもしれませ
ん。その中で自分を成長させようと
もがくことも大切ですが、自分らし
くあることも決して忘れないでくだ
さい。そのためにも、ストレス自体
は悪いものではなく対処ができるも
のもあるとぜひ知ってください。皆
さんには、ストレスの対処法とし
て、コーピングとマインドフルネス
を紹介します。コーピングは、事前
に気分が落ち込んだときにどんなこ
とをすれば気が晴れるのか、リスト
を作り、落ち込み始めたときにその
中から選んで行動してみるというも
のです。マインドフルネスは、様々
な日々の出来事から生じる悩みやス

トレスから意識をそらし、今この瞬
間のみを考えるために、息に焦点を
当て、呼吸に集中することです。い
ずれも脳やストレスに関するホルモ
ンに効果があると言われているので
試してみるのもよいでしょう。

● What you should keep in 
mind even after entering 
University
　Feeling stressed is something 
very normal that everyone experi-
ences, and I would like everyone to 
know how to cope with it. As you 
feel the changes in environment 
between high school and university 
and besides the circumstance in 
APU is very unusual, adapting to 
these changes will often make you 
stressed. Though feeling stressed is 
also a sign of your growth, don't 
forget to stay true to who you are! 
Therefore, stress is not necessarily 

a bad thing as long  as you know 
how to properly handle it. I will be 
introducing a few methods to cope 
with your stress called “Coping” and 
“Mindfulness”. “Coping” is a 
method when you reflect on how 
you felt, make a list on what things 
you could have done to feel better, 
and when you feel down again you 
can look at the list and decide how 
to make yourself feel better. The 
other method, “Mindfulness”, is to 
take step away from the stress that 
comes from your day-to-day 
activities, and just focus on breath-
ing. Whichever method you choose 
will be effective in relaxing the 
hormones that cause you to feel 
stressed, so please give it a try.

● 日々を充実させていくために
　ＡＰＵで様々なことに挑戦する大
切さを皆さんにお伝えしたいです。
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Profe
ssor Interview

カッティング美紀
Miki Cutting

教　　　員
インタビュー
～新学期スペシャル～

Special Feature For New Students

今回はカッティング先生に、入学後の不安を解
消するコツをお伺いしました。
This time, we interviewed Prof. CUTTING about 
how to eliminate anxieties after entering APU.



ＡＰＵでの生活に慣れてくると、自
分にとって快適と思えるコンフォー
ト・ゾーンに入ってしまうことが増
えてきます。そんなとき、新たなこ
とに挑戦するチャレンジ・ゾーンに
踏みだすことが、より充実したＡＰ
Ｕでの生活につながります。踏み出
す途中で、無理かもしれないと、怖
さや難しさを感じることもありま
す。しかし、チャレンジ・ゾーンに
踏み出すことが、あなたの成長に繋
がるのです。難しいと思うものに挑
戦することで、「実は思っていたほ
ど難しくなく、今はこんなに頑張れ
ている」と新たな自分を発見できる
ことがあり、やらないときの何十倍
も得るものがあるからです。そのた
めにも、ＡＰＵに来る前から持って
いる何かしらの思いや夢（国際学生
の友人が欲しい、なりたい人物像な
ど）を常に考えておくことをおすす
めします。

● Achieving a fulfilling 
day-to-day life
　I would like everyone to know the 
importance of challenging new 
things here in APU. When students 
get used to life in APU, there are 
many cases where they settle down 
into their own comfort zone. When 
that happens, it is the perfect time 
to enter the “challenge zone” and 
challenge yourself with new things 
in order to create an enriching 
student life in APU. In the middle of 
your path, you might feel like you 
want to give up, or think that it is 
impossible to continue. But believe 
that your self-development starts 
here! When you continue to 
challenge yourself even when the 
going gets hard, you will discover a 
whole new side of you that you 
would have not known if you did 
not step out of your comfort zone. 
“It wasn’t that hard after all, I could 
push myself to work this hard!” 
Another tip is to always keep in 
mind the dreams and goals you had 
before entering APU to motivate 
yourself.

● 先生の学生時代を振り返って
　私は大学卒業後から大学院入学ま
での１年間、カナダへ留学していま
した。その当時の自分は、人一倍、
授業準備や課題に精を出す「良い学
生」だと思っていましたが、授業中
は目立つこともなく、ただ静かにし
ていました。ところが、現地の先生
から「あなたは授業に全く参加して
いない」と厳しく指摘され、当時の
自分にとっては思いもよらぬ言葉
に、どうすればよいのか悩みまし
た。その中で見つけ出した答えが
「恥をかく」ということです。恥を
かいてでも、発言内容が答えと合っ
ていなくても、拙い内容や英語で
あってもとにかく人に伝えようと心
がけました。その心がけは、回数を
重ねていくうちに自信へとつなが
り、今でも続けていることのひとつ
です。

● Looking back on her own 
College Years
　After I graduated college, I 
studied abroad in Canada for 1 year 

before enrolling in graduate school. 
Looking back,  I thought I was a 
“good student” working harder 
than others for class preparation 
and assignments, but I did not 
particularly stand out and was 
rather quietHowever, suddenly one 
of my Professors called out to me 
and said “You are not participating 
actively in the class”. Those 
unexpected words hit me pretty 
hard and had me distressed. At that 
moment, the answer I found is "to 
be ashamed". No matter how 
ashamed I may be, no matter how 
wrong my answers are, and no 
matter how poor my English is 
when I talk, I was determined to 
speak up and express my thoughts 
to others in class. This mindset has 
brought me confidence over time, 
and I also continue to imply that 
method to this day.

● 不安なときの対処法
　まずはＳＯＳが出せるようになっ
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未来を拓く君たちへ：なぜ、我々
は「志」を抱いて生きるのか
田坂広志（2005）くもん出版． 

159.7/TA 92　

　本のない人生は考えられないカッ
ティング先生から、人生を考えるタ
イミングにいる１年生におすすめの
本です。人生の目標設定という次元
を超え、人として志を持って生きる
ことの大切さを、シンプルかつ心に
響く言葉で綴られています。

　As a person who cannot imagine 
a life without books, Professor 
Cutting recommends a book she 
found while reflecting on her life 
during her first year of university. 
Written in simple and straightfor-
ward sentences, this book does not 
only help you determine your goals 
in life, it takes you beyond that and 
reminds you of the importance in 
living with high aspirations.

●推薦図書・Book Recommendation



てください。以前、ソーシャルワー
カーの方からその大切さを教えても
らいました。「自立」という言葉に重
いイメージを持ちがちで、自立する
ために人に頼らず相談しない、と思
うのでなく、不安を抱えたときには、
誰かに伝えてみるように思考を変え
てみましょう。不安を誰かと共有し
支え合うことは、人間の基本的な生
き方だと私は考えます。自分が誰か
に頼っても、次は、自分が他の人を支
えてあげればよいのです。そして相
談相手ですが、身近な友だちやご両
親がすぐ挙がると思いますが、ＡＰ
Ｕには新入生向けの授業のＴＡや教
員がいます。ＴＡは、皆さんにとって
教員より身近で、かつ、彼らも新入生
の時期を乗り越えて今に至っている
先輩です。何かあったら、ＴＡにひと
こと話してみるのはどうでしょう。
また、アカデミック・アドバイジン
グがＡＰＵライブラリーにあります
が、皆さんの想像ほど堅苦しさはあ
りません。気軽に使ってもらえたら
いいと思います。また、授業で不安な
ことができたら、ぜひ担当の先生の
オフィスアワーのドアをノックして

気軽に相談に行ってもらいたいと思
います。先生方にひとつ質問してみ
ることで、非常に多くの回答が得ら
れることもあります。また、カウン
セリングルームなどのリソースも有
効活用してもらえたらよいと思いま
す。

● How to cope with anxiety
　Some time ago, a social worker 
told me the importance of signaling 
to other people when we need 
help. The word “Independent” has 
a strong image to it and in order to 
be independent, you may feel you 
should not reply on others., But 
when you feel anxious don’t think 
of yourself as troubling other 
people. Rather, try changing your 
mindset and open up to someone 
about your anxiety. I believe that 
sharing our troubles with each 
other is a basic instinct of humans. 
And if you receive help from others, 
you just need to give help to others 
next time.Regarding who you can 
confide your feelings to it may be

your close friends or even your 
parents, but in APU you can always 
come to your TA or even your 
professors in Freshman classes. As 
for a TA, the distance between 
students are closer compared to 
Professors. Moreover, TAs were 
once also first-year students who 
have managed to overcome the 
troubles of being a freshman, so if 
you feel troubled try talking to your 
TA! Not just that, the academic 
advising booth located in the library 
is easier to use than you imagine. I 
hope you feel free to use it! When 
you are having trouble academical-
ly, feel free to knock on the teach-
er’s door during their office hours 
and consult personally. By asking 
your teacher just one question, you 
may be able to obtain more than 
what you asked for. Last but not 
least, make use of other resources 
such as the counseling room.
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NO MORE LOST 
IN THE LIBRARY

～ライブラリーでの本の探し方～

!
Have trouble finding the books? Don't know what to do with those 
call numbers? Want a book, but its always on loan? No worries!! 
Lets learn how to use the Runners to find your beloved books 
Trouble free library life from now on!!

689/B64

The library where the book is located, 
and the corner it is in.

If the book is on loan, or in some other library, you can Reserve 
it. Once it is available, you can receive it on the APU Library 
counter

Reserve
If this column in blank, the book is on
the shelf, and can be borrowed

その本が置いてある図書館と、
そのコーナーを表しています

状態が空欄だと資料を借りること
ができます

Status

状態

もし借りたい本がすでに借りられていたり、APUの図書館に
なかった場合予約をすることができます。利用可能になったら
APUライブラリーカウンターで受け取ることができあます

予約

15
借りられる本の数
Number of books, you can borrow

that is, the period of loan
(You can renew twice)
本を借りることができる
期間（２回延長できます）

Overdue Fee per Day
延滞料金

14

50円

Days

ライブラリー内の本を探すには主に立命館蔵書検索シ
ステムであるRUNNERS OPACを使います。これを使う
ことで、立命館系列の大学のライブラリーから本を検
索できます。 APU生なら、無料で他キャンパスから本
を借りたり予約したりすることができます。

アクセスするには...?
1. APUライブラリーのホームページ (apu.ac.jp/media/)を開
く。

2. ページ上部の「蔵書検索」にカーソルを合わせ、
「RUNNERS OPAC」をクリックする。
3. 検索バーに探したい本を入力して検索する。

We mainly use Runners OPAC to search for books in the 
library. It is the joint online public ccess catalog of APU and 
Ritsumeikan University. You can consult the catalogues of all 
libraries in the Ritsumeikan system and , if you are an APU 
student , also make book reservations and use the inter-
library loan system.

To access it,
1. open APU Library Website ( apu.ac.jp/media/ ) in your
browser
2. scroll over Online Library Catalogues ,and click RUNNERS
OPAC
3. type in the book you need
4. You will see a list comprising of a number of illustrations
like the one shown below

Searching through the Runners OPAC

Books are arranged by the call number. Eg. 689/B64

これはライブラリー２階、観覧室の地図
です。
色付けられた所と３桁の請求番号を照ら
し合わせて本を探していきましょう！

This is a map of the APU Reading Area (Second Floor). You 
can find book according to its call number. The colored area 
corresponds to the first 3 digits of the book�s call number.

Decode the Call Number
and Find the Book

689
B64 Author’s Mark (First letter of

the author’s last name + 
Number)

Classification Code (Industry)

請求番号を解読して
本を探そう！

ー図書館の本は請求番号によって
並べられています。ex 689/B64

689
B64 著者記号（著者のアルファベットの

頭文字＋数字）

請求記号（産業）

Classification Code 請求番号

000 General Works
100 Philosophy
200 History
300 Social Science
400 Natural Science

500 Technology
600 Industry
700 The Arts
800 Language
900 Literature

000 総記
100 哲学
200 歴史
300 社会科学
400 自然科学

500 技術・高額
600 産業
700 芸術・美術
800 言語
900 文学

DON'T FORGET THIS!!

WARNING!
TO MAINTAIN A CONDUCIVE AND HEALTHY STUDY ENVIRONMENT IN THE 
LIBRARY, YOU ARE REQUESTED TO BE SENSITIVE TO THE OTHER 
STUDENTS. YOU ARE ESPECIALLY REQUESTED NOT TO LEAVE
YOUR STUFF IN THE INTENSIVE STUDY AREAS

注意！
気持ちよく勉強しやすいライブラリー環境を保
つために、他の学生を気遣いながら利用しま
しょう。特に集中の森に荷物を置き去ることは、
他の利用したい学生のことも考え、やめましょ
う。

05 Focus - 2017 Spring Vol.004 Focus - 2017 Spring Vol.004  06

ランナーズOPACを使って本を探そう‼

color

000-200

300-350

360-390

400-900

色call number 請求番号

本の探し方に困ってませんか？請求番号の読
み方は分かりますか？借りたい本がいつも貸
し出し中ですか？ご心配なく！ランナーズ
OPACの使い方を学んで、トラブルなくライブ
ラリーを活用しましょう！

4. そうすると下のようなリストが表示されます。
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100 Philosophy
200 History
300 Social Science
400 Natural Science

500 Technology
600 Industry
700 The Arts
800 Language
900 Literature

000 総記
100 哲学
200 歴史
300 社会科学
400 自然科学

500 技術・高額
600 産業
700 芸術・美術
800 言語
900 文学

DON'T FORGET THIS!!

WARNING!
TO MAINTAIN A CONDUCIVE AND HEALTHY STUDY ENVIRONMENT IN THE 
LIBRARY, YOU ARE REQUESTED TO BE SENSITIVE TO THE OTHER 
STUDENTS. YOU ARE ESPECIALLY REQUESTED NOT TO LEAVE
YOUR STUFF IN THE INTENSIVE STUDY AREAS

注意！
気持ちよく勉強しやすいライブラリー環境を保
つために、他の学生を気遣いながら利用しま
しょう。特に集中の森に荷物を置き去ることは、
他の利用したい学生のことも考え、やめましょ
う。
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ランナーズOPACを使って本を探そう‼

color

000-200

300-350

360-390

400-900

色call number 請求番号

本の探し方に困ってませんか？請求番号の読
み方は分かりますか？借りたい本がいつも貸
し出し中ですか？ご心配なく！ランナーズ
OPACの使い方を学んで、トラブルなくライブ
ラリーを活用しましょう！

4. そうすると下のようなリストが表示されます。



Learning Tips! 
Here at ALRCS we use few tack ticks to be better at our design and editing skills. We will give you some trade secrets, 
デザインや編集を行なうとき、私たちALRCSはちょっとしたコツを使っています！ここではその秘密をお教えしましょう！ 

Keep yourself motivated. /やる気をもち続ける 
Try new projects. /新しいことに挑戦してみる 
Use online resources./オンラインリソースを活用する 
Work as a team and share the knowledge./チームで取り組んで、知識をシェアする 
Get feedback on your work./自分の作品にフィードバックをつけてもらう 

There are good online materials and video tutorials for free. You can search them and start learning.
また、インターネットを活用すれば、良い情報を得たり、無料のビデオチュートリアルを見ることもできます。みなさんもう ま
く活用して早速学んでみましょう！

Introduction
Hello to all the Freshmen, today we are going to introduce some magic tools which is provided by APU to make you art 
works,designs and videos more impressive and attractive. As a freshman, you have to do presentations, posters, and 
videos for yourclasses as well as extracurricular activities. The best thing is all these software we introduce you today is 
free and available to allthe APU students in MMR (Multimedia Room).

イントロダクション
新入生の皆さんこんにちは！大学に入って、これからサークルや授業などで、プレゼンテーションをしたりポスターやビデオを作
ったりする機会があると思います。このページではそんな時に役立つ、デザインやビデオをより魅力的にさせる魔法のソフトウ
ェアを紹介します。なんとすべてAPUライブラリーのMMRで無料で利用可能です！

Windows Movie Maker

Default Windows video editing 
software which let you do basic 
processing of your video clips. 

Access: All the Windows computers 
in MMR and rental Windows laptops 
at library counter. 

ウィンドウズムービーメーカー 

Windowsにインストールされて いる、
基本的なビデオ編集のためのソフト 

MMRにあるWindowsコンピュータと、
ライブラリーカウンターでの貸し出し
用windowsノートパソコンすべてで使
用可能

iMovie 

Default IOS video editing software 
which let you edit with lot of basic 
options. Fun to work with software. 

Access: All the Apple computers in 
MMR and rental Apple laptops at 
library counter. 

iMovie 

IOSに標準インストールされている、基
本的機能がたくさんある動画編集ソフ
ト。楽しく操作ができる。

MMRにあるAPPLEコンピュータ と、ラ
イブラリーカウンターでの貸し出し
APPLEノートパソコンすべてで使用可
能。

Adobe Premiere Pro CC

Adobe Premiere Pro is an advance 
pro level video editing software 
which allows you to create your 
dream movie. 

Access: All the Apple desktop 
computers in CAMAS in MMR

Adobe Premiere Pro CC

夢のような動画を作ることのできる上
級ビデオ編集ソフトウェア。 

CAMASにあるアップルコンピューター
で使用可能。
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Creativity Paradise in APU Library
APUライブラリーの創造性の楽園



Want to learn more about these SOFTWARES!! 
もっとソフトウェアについて学んで見たい方！ 

ALRCS conduct various editing session. Keep yourself  
updated about ALRCS latest events.  

ALRCSでは、様々なセッションを行なっています。興味のある
人 は、最新情報をお見逃し なく！

Adobe Light Room CC 

Adobe light room is a pro level 
image editor which integrated with 
Organizing tools and Location 
services. Let you edit your images in 
a more easy to use interface and also 
with simplied tools. 

Access: All the Apple desktop 
computers in CAMAS in MMR. 

Adobe Light Room CC 

写真整理機能と、位置情報サービスを
統合させたプロレベルの 写真編集プ
ログラム。使いやすいインターフェース
とシンプルな機能。 
CAMASにあるすべてのアップルコン
ピューターで利用可能。

iPhoto 

The basic photo editing software for 
Apple computers. Simple and Easy 
to use. Recommended for beginners. 

Access: All the Apple computers in 
MMR and rental Apple laptops at 
library counter. 

iPhoto 

アップルコンピュータのための基本的
な写真編集ソフト。シンプルで簡単。初
心者におすすめ。 
MMRにあるAPPLEコンピュータ と、ラ
イブラリーカウンターでの貸し出し用
APPLEノートパソコンすべてで使用可
能。

paint.Net 

A simple and Powerful photo editing 
software with user friendly interface 
and range of effects. Recommended 
for beginners. 

Access: All the Windows computers 
in MMR and rental Windows laptops 
at library counter. 

ペイントドットネット 

使いやすいインターフェースとエフェ
クト効果が使える、シンプルでパワフル
な写真編集ソフト。 
初心者におすすめ。

図書館内にあるすべてのコンピ ュータ
（デスクトップ、ラプトップ）すべてから
ダウンロード、利用できます。 

Adobe Photoshop CC 

Adobe Photoshop is rated as best in 
editing and manipulation of images 
as you wish. Tools for mobile and 
web design. Advance editing tools 
and methods. 

Access: All the Apple desktop 
computers in CAMAS in MMR. 

Adobe Photoshop CC

画像編集や画像処理において、1 番評
価されているソフトウェア。高度な編集
機能。 WEBデザインのための機能もあ
り。CAMASにあるすべてのアップルコ
ンピューターで使用可能。
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Student Contribution!
    学　生　寄　稿

Down with the street
　Every day with the crowing of the Rooster, I wake up in my Bungalow. Yes! My very own paradise, my life.
Lying in my bed of discarded cardboard boxes, I open my eyes to a ceiling adorned with various film posters. 
I step my foot out of my palace, a place that is rightfully mine as I fought with other occupants to claim it as 
mine, a small place behind the streets and besides a river. Well, I am not a king, but I do have right to claim 
myself king at heart. Well, you shouldʼve guessed it by now, I am a street kid – beggar. Now, donʼt give me 
that scornful look! I find nothing wrong in being a street kid.

　After checking on my stock to dendrite, I aimlessly go wandering on the streets. The early morning traffic
was just rustling the soon to be busy streets. The happy faces of the people around me and a kid who is as 
old as me walks past me holding his hands with his parents, throws away a piece of biscuit as if itʼs nothing 
whereas I survive with it for two days. There, a few meters in front I picked up two half-eaten apples and 
scurried off. Thatʼs breakfast taken care of, now for the dayʼs work.

　Reluctantly, I scuffled down the dusty pavements of Kathmandu. The municipal workers were cleaning the 　
road behind me as if they were cleaning up the aura of the filth I seem to have left behind everywhere I go. I 
just donʼt understand why people detest me! Well, I donʼt ashen my ill fortune. The one and only agony that 
cuts right through my heart is that I donʼt have parents. I wonder what life wouldʼve been to other kids, but 
my fate seems to mock me down each and every street. 

　Now, my luck runs out again and the agony of having empty stomach is pushing me towards the abyss of
hell. I donʼt know how much longer I can last this way. Where am I headed to? Why was I placed on Earth? 
What was the purpose of god sending me here if it was just to live a painful life? I canʼt even call this a life. I 
donʼt know how long I can keep up, everyday seems to be an obstacle, a road of thorns and spikes to walk 
in. What more have I left to lose? Maybe, I should end this life filled with agony but again, I donʼt have the 
enough courage to do so. 

ALRCSは全学生からの寄稿を募集しています! 短編小説
、詩、エッセイなど、言葉を使って自分を 表現してみ
たい方!是非この場を使って、全学生に 披露してみませ
んか?選ばれた作品は私たちのライブ ラリーマガジン「
FOCUS」にて掲載されます! 400文字以内であれば、フ
ィクション、ノンフィクショ ンどちらでも構いません!
詳しく知りたい方はメールを 下さるか是非ALRCSブー
スまでお越し下さい。 皆様のすばらしい作品をお待ち
しております! ※個人や団体を特定し否定するものは受
け付けることができません。ご注意ください

ALRCS is now looking for short story contributions 
from our fellow APU students! If you have a particular-
ly memorable or inspiring story to tell, do share them 
with us! If your story is selected, it will be published in 
our library magazine FOCUS! Both fiction and 
non-fictiton stories are accepted, and they must be 
original and no more than 300 words! For more 
details, feel free to send e-mail to us or come to our 
ALRCS library booth!
*Contents that harm a personʼs or organizationʼs
reputation will be forbidden.

for more infomation...
alrcsdteam@gmail.com

  First started writing in high school and 
already wrote 2 novels. (1 complete, 1 not yet 

complete) That is my motivation. Sometimes 
when Iʼm alone or thinking about something, I 
just want to write to express to others about 
my imagination and tell everyone. That is my 

motivation to write.

APM 2nd semester  
Timalsina Sandesh
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Editorial
We Are ALRCS!

大学のリソース、使いこなせていますか？
Are You Familiar With Learning Resources in APU?

APU の知的資源活用を促すサポーター

Promoting the Use of
Intellectual Resources at APU Library

Our Vision: First Step for All

Head Members / ヘッドメンバー

ＡＰＵライブラリ・ラーニングコモンズ「PANGAEA」
を主な活動拠点とする世界約 10か国から集まる学生ス
タッフです。ライブラリーやソフトウェアを活用するこ
とで、 学生が自律的に学ぶ力を身に付けるためのサポー
トや、楽しいイベントを開催しています。ライブラリー
１階のヘルプデスクにて対応しています。

With the APU library and learning commons  
(PANGAEA) as the center of our activities, our 
staff includes students from more than 10 
countries and regions. Using the library and 
software we support students in developing 
independent study skills. We hold fun events too! 
You can always find us at the help desk in the 
library.

ＡＬＲＣＳは毎セメスター様々なセッション、イベントを行っています。
今年も私たちと一緒に活動するＡＬＲＣＳメンバーを募集します！
お問い合わせは図書館１階のALRCS Help Desk まで！

Every semester, we ALRCS organize various sessions & events.
This year, we’re going to recruit new ALRCS members!
Please come to library 1st floor ALRCS HELP DESK for any questions.

発見、学び、自己学習があなたを成長させる！
レポート、プレゼンテーション、論文などAPU生の皆
さんの学問的学びをサポートします！
自己学習環境のファーストステップとして、図書館と
ＡＬＲＣＳを活用してください！

Find and Learn. Study outside of class makes you 
grow! Reports, presentation, thesis etc... We 
support your first step of academic learning.
Find us in the APU library!
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Ritsumeikan Asia Paci�c University Library 
1-1 Jumonjibaru, Beppu, Oita 
874-8577, Japan
TEL: 0977-78-1145

FAX:  0977-78-1047

〒874-8577 　大分県別府市十文字原１
立命館アジア太平洋大学　ライブラリー
TEL: 0977-78-1145

FAX:  0977-78-1047

ALRCS にはFacebookページがあり、ALRCSが主催する
イベントの最新情報やコンピュータに関するTipsなど
の情報を発信しております。皆様からの「いいね」をお
待ちしております。

発行: 立命館アジア太平洋大学 
アカデミック・オフィス ALRCS D-Team
alrcsdteam@gmail.com
ライブラリ1階Helpdesk (10:20 - 17:40)

ご意見・ご感想
をお聞かせください

Want to know what events ALRCS is having and 
some useful tips for your APU life? 
Visit our ALRCS Facebook page ! Email : alrcsdteam@gmail.com

Your thoughts and
opinions count!

Ritsumeikan Asia Paci�c University
Academic O�ce ALRCS D-Team

Helpdesk : Library 1st Floor (10:20 - 17:40)

Focus Spring 2017 vol. 004 published on 1st April 2017 Focus 2017年 春 004号 4月1日発刊　

丁目１番

“FOCUS”はアカデミックラーニングを向上させることを目的に
ALRCSのD-Teamが制作したニュースレターです。

 “Focus is a newsletter prepared by D-team of ALRCS, with
an aim of  sharing views and opinions to

improve academic learning .”
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