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1. ALRCS as an organization 

2. My Motivation 

    ALRCS is an organiza�on that was formed by the two originally established library organiza�ons, System Assistant (SA) and
Library Assistant (LA). SA’s role was to provide IT support, and LA was in charge of the library environment. As each were assigned
a specific role, members were given the opportunity to be ac�ve in their specialized fields.

    Due to that, one of the biggest struggles a�er ALRCS was established was to create an environment where each member can
fully perform their skills, while maintaining the mo�va�on of the members. It was a very difficult task to create a strong bond 
among 60 members from 13 different countries. At that �me ALRCS did not have specific teams like we do now, which led to the
lack of opportunity for them to show their poten�als. ALRCS was 
completely new to them, including the atmosphere, goals 
and members.

    We have pondered over how to promote our goal, “Self 
Learning, Ac�ve Learning” to APU students, as well as ‘what 
things can encourage members’ growth as ALRCS members. 
Although we have faced a lot of struggles throughout the 
whole process, I believe that we were able to learn a lot 
from this experience.

 

    My ul�mate mo�va�on was “communica�on”, which I would say is also an essence of educa�onal environment of APU. I have 
challenged myself a lot when I just entered APU as I was lacking in communica�on skills. Since I longed to u�lize such APU’s 
environment as much as possible, I have commi�ed myself to be an SA and ALRCS leader in the 1st year, and par�cipated in 
off-campus internship while doing TA for SSAW in the 2nd year. I had a strong will that I wanted to get the most out of 4 years of 
APU life to learn and experience a wide range of things.
   
    There were, indeed, a myriad opportuni�es to connect with people outside of APU, and I wanted to push myself to get out of 
my comfort zone. For interna�onal students, like me, adap�ng to Japanese society itself was one of the things that I have learned.
 I was able to know unfamiliar customs and informa�on by mee�ng new people. In that sense, Beppu and APU were the best 
places for learning. In such enriched environment, I have a�empted a number of challenges through having communica�on with 
many people, including ALRCS ac�vi�es throughout my 4-year university life.

 

An Act of Selfless Devo�on : Fingertalk

What
I have Achieved 
during my University Life

Message from the First Leader of ALRCS
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プレゼンをするときの 5 つのポイント



　ALRCSは元々ライブラリーを拠点に活動をしていたSystem Assistant
(SA)、Library Assistant(LA)という団体が一緒になり、設立された団体
です。SAは、情報システム関連の活動、LAは、ライブラリーに関する
活動をしていました。それぞれ活動分野が決められていたため、メン
バーも自分の得意な分野で活動することができていました。 

　ALRCSができて一番大変だったことは、やはりメンバーのモチベー
ションを維持しながらそれぞれのスキルを活かせる環境を作ることで
した。13か国から来た60人の学生を1つにまとめることは非常に難し
いことでした。その当時ALRCSには細かいチームも作られていなかっ
たので、個人が持っているスキルを最大限に活かすことがなかなかで
きませんでした。雰囲気、目標、メンバーなど、すべてが新しいもの
でした。 

　
  

　

　私は大学生活4年間で多くのことを学びたいという気持ちが強かったです。大学
の外にもチャンスは多く、人と人の繋がりだけでしか学べないものにも挑戦して
みたいと思っていました。私たち留学生にとっては、日本という新しい環境に慣
れる事自体が学びであり、そんな新しい人々との出会いの中で多くのことを学ぶ
ことができました。そういう意味でここ別府、APUは最高の学びの場所でした。
この恵まれた環境を活かして、できるだけ多くの人とコミュニケーションを取り
ながら4年間ALRCSをはじめ、さまざまな活動にチャレンジしました。 

MESSAGE FROM TENAM
　繰り返しになりますが、APUライフのキーワードはコミュニケーションだと
思います。大学生としてだけではなく、21世紀を生きる人としてコミュニケ
ーションスキルは必須です。 APUという環境を無限に活用し、勉強も活動
も、人生そのものも、最高に満足できるAPUライフを送ってください！
応援しています。
     Again, the keyword for a fulfilling APU life is “communica�on”. As a university student, not
 only do we need communica�on skills, but also it is necessary to survive in the 21st century.  

 

　ALRCSの目標であるSelf Learning, Active Learningをどのように学生に浸透させていくか、またその中で、
メンバーの自身の成長にも繋がることは何かを考えました。その過程は困難なものでしたが、そのような状
況の中だからこそ得られるものが多かったと思います。 
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ALRCSという団体1.

活動の原動力2.

 学生時代の生活で

             得られたものは？
プロフィールプロフィール

TENAM SONG
From Iksan city, South Korea
Entered APU in 2012 Spring / Graduated in 2018 Fall
Currently working under the interna�onal dept of HORIBA. Ltd.

ProfileProfile
ソン・テナム
韓国益山市出身
2012年春入学/2018年秋卒業
現在株式会社堀場製作所海外営業部環境･プロセスチームに在職中

　原動力は、APU教育環境の最大の魅力である「コミュニケーション」だと思います。APUに入った頃はコミ
ュニケーションスキルが足りなかったのでさまざまな活動に挑戦しました。APUの環境を最大に活かしたい
と思っていたので、1回生の時はSAからALRCSのリーダー、2回生はSSAWのTAや学外インターンシップなど
に参加しました。

By : Kim Seong Eun 訳 : 伊藤　花

I hope that you fully and infinitely u�lize the environment of APU to have an amazing 
APU life without regrets. Good luck!



リーディング
      ビ ン ゴ  　

タイトル:

日付:

タイトル:

日付:

タイトル:

日付:

タイトル:

日付:

タイトル:

日付:

ノンフィクション
の本を読む 

ホラー本
を読む 

 

詩集を読む 

 

自分の基準言語と 
反対の本を読む

あなたの課題の
ためになりそう
な本を 借りる

本を友達と 
一緒に読む

 

古典を読む 教授におすすめ 
された本を読む 

雨の日に図書館
内で本を読む 

 

ビブリオバトル
に 参加する

(プレゼンター/観客） 

日本の小説を読む 

自己啓発本
を読む 

２１時以降に 図
書館内で本を読む 

２冊以上の本を 
まとめて借りる

新聞を読む

表紙が赤い
本を読む

学術本を読む 

水曜日に本
を読む 

 
 

 

レポートや論文の 
ために、EBSCOを 
使い雑誌論文を探す

 

校友会寄贈
本を読む 

ファンタジー
小説を読む 

伝記を読む 

 

政治関連の
本を読む 

 

Drawyourowlrcs(FOCUS SP19)

Winner 優勝者: 

Maria  
Evelyn  

フリー
スペース

やり方は？
1. マスの中に書いてある事柄をやる。 
2. 読んだ本のタイトルと日にちを記入し、マスにチェックを
つける。 

3.「縦」「横」「斜め」のどれかがそろうまで
ステップ１と２を繰り返す！ 

4. 終わったらALRCSデスクに見せに来てください！
景品と交換します！ 

  締め切り：2020年1月15日 

 

リーディングビンゴのコーナーへようこそ！  下記のビンゴにチャレンジしてみよう！
 ビンゴが完成した人は景品がもらえます！ ぜひやってみてください！

出口学長の
本を読む

タイトル:

日付:

タイトル:

日付:

タイトル:

日付:

タイトル:

日付:

タイトル:

日付:

タイトル:

日付:

タイトル:

日付:

タイトル:

日付:

タイトル:

日付:

タイトル:

日付:

タイトル:

日付:

タイトル:

日付:

タイトル:

日付:

タイトル:

日付:

タイトル:

日付:

タイトル:

日付:

タイトル:

日付:

タイトル:

日付:

訳： 折田　智基
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      R E A D I N G  
   B I N G O  

Welcome to our Reading Bingo! Complete the challenging reading task below to win 
a prize from ALRCS! What are you waiting for? 

How to play?
1. Complete the task in each box. 

2. Fill in the title of the book you have read and write down the date 
before you cross the box! 

3. Repeat step 1 and 2 until you have �nished �ve boxes in a row, 
column or diagonally. 

4.Once you have completed it, show it to us at ALRCS desk to get
 your prize!

Read Deguchi’s 
Collection 

Title:

Date:

Read a 
Non-Fiction Book 

Title:

Date:

Read a 
Horror Book

Title:

Date:

Read a 
Poetry Book 

Title:

Date:

Read a Book
in Your Opposite
Language 

Title:

Date:

Borrow a Book That 
Can Help You Finish 
Your Assignment

Title:

Date:

Read a Book
with a Friend 

 
Title:

Date:

Read Classic
Literature book  

Title:

Date:

Read a Book 
Recommended by 
Your Teacher 

 
Title:

Date:

Read a Book
in the Library
on a Rainy Day 

 Title:

Date:

Participate 
in Bibliobattle  

(Presenter / Audience)

Read a Japanese
Literature Book

Title:

Date:

Read a 
Self-help Book

Title:

Date:

Read a Book 
in the Library 
After 9pm

Title:

Date:

Borrow Two or 
More  Books at 
the Same Time 

Title:

Date:

Read 
Newspaper

Title:

Date:

Read a Book 
with Red Cover

Title:

Date:

Read an 
Academic Book

Title:

Date:

Read on 
a Wednesday 

 

 
Title:

Date:

Utilize EBSCO to
 Find Journal 
Articles　for Your
Report or Thesis 

 Date:

Read a Book from APU 
Alumni Association's 
Book Shelves.  

Title:

Date:

Read a 
Fantasy Book

Title:

Date:

Read a
Biography

Title:

Date:

Read a
Political Book  

Title:

Date:

Deadline: 15th January 2020 

  F r e e  
 S p a c e

Runner ups 第2位:

Jana Pelzom, Choi Minjun

Scan the QR code here
 to see their masterpiece!

第2位の作品は、
QRコードから！
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By Rizquna Najmi Pratama



An Act of 
Selfless Devotion 
through

 誰もが夢を思い描くことができます。他人

と共有したり、実際に動き出したりすると、

その夢が大きく確実なものになってくるでし

ょう。Dissa Ahdanisaさんは夢を大きく確実

にした人のひとりです。彼女はあらゆる差別

もない平和な未来を目指しています。彼女は

その目標のとおり、Deaf Café Fingertalk と

いうカフェを立ち上げて、経営しています。 いうカフェを立ち上げて、経営しています。 

 「障がいのある人も、無い人も、共に働け

る場所です」とDissaさんは言います。彼女の

他人を思いやる気持ちの源は、彼女の養育環

境にあります。彼女は小さい頃から、周りの

人を助けることが好きでした。やがて手話を

学び始め、他人を思いやる精神も合わさり、

手話を用いて人を助けることに決めました。

その結果、Dissaさんは聴覚障害者のコミュその結果、Dissaさんは聴覚障害者のコミュニ

ティに助けの手を差し伸べることができまし

た。 

 Dissaさんは夢をかなえるために東京での仕

事をやめて、ニカラグアへボランティアに行

きました。彼女はそこで「Café de las 

Sonrisas 」というDeaf caféに出会いました。





遠い朝の本たち 
著者：須賀敦子 

Here are some book recommendations from the library staff which you might want to add them to your reading list! 
ライブラリースタッフが今イチオシの本をご紹介！

   大人へと成長する一人の少女の読書の記憶が、日常風景、

家族とのふれあいとともに描かれている。語られる文学作

品のエピソードもさることながら、戦争と隣り合わせにも

かかわらず阪神間モダニズムを思わせる山の手の情景も

また趣き深い。 

Book Recommendation
オススメのほん�

Book
 Spot you next read here! 次に手に取る本はこれだ！ 

 Recommendation

 

The Man Who Ate Everything 

 
 by Jeffrey Steingarten

APUライブラリーにありますよ♪

推薦者：四童子 

訳：秋山　翔
���������������

Book Recommendation
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推薦者：阿部 

　We all know that, generally, a human being eats 3 meals 
a day, comprising of breakfast, lunch, and dinner, so why 
not we pay more a�en�on to our every single meal?

　Readers will salivate while reading and imagining all 
the food in this book. A�er reading the book, readers 
might even be inspired to share their passion for gastronomy 
and try various dishes with friends and loved ones.

   朝昼夜、1日3食、とりとめもなく済ませていませんか？
この本を読むとその食事について本気で考えたり、自らの
胃袋をもって友人や恋人と、とことん追求（実験）してみ
たくなるかもしれません。

すべてを食べつくした男 



     ビブリオバトルはALRCSが毎セメスター実施しているコンテストで、参加者
がお気に入りの一冊についてプレゼンテーションをし、いかに本の魅力を聞き手に
伝えられるかを競うイベントです。質疑応答もあるので、その本への深い理解
と情熱が試されます。勝者は聞き手の多数決によって選出されます。 

   Biblioba�le is a book-sharing contest organized by ALRCS every semester where 
each par�cipant competes by introducing their favourite book, follow by a 
Q&A.  The winners are then selected by majority vote. 

Book Recommendation from the Winner of Bibliobattle! 
ビブリオバトルの優勝者による本の紹介です！ 

��
��

�

ここにタイトルがくる

��
�
�

��
�
��

�

Book Recommendation

お す す め の 本

あなたの物語

ＹＯＵＲ　ＳＴＯＲＹ

 

 

   “この本は「正義」について、考え方・社会的立場・

時代的背景などの様々な要因が交錯する人間社会におけ

る様々な問題を提起しています。著者の先導をもとにそ

れらの事象について深く考察することで、著者の根底に

ある「個々の社会的責任」への考察へと繋がります。ま

た哲学の幅広い範囲を網羅し、私も功利主義への理解が

深まりました。日本語への翻訳も注意深く行われている

と感じました。”
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津江勇輝
          TSUE YUKI

 2回生
 2nd year student　

 Jus�ce : What’s the Right Thing to Do  
    “The factors of “Jus�ce” which include concept, social posi�on, and 
the historical background are raising a mixture of issues. Deep 
within the roots that lie within the “responsibility in a society” , 
Sandel’ s guidance of the phenomenon 
further evaluates his own beliefs and 
concepts. Through the vast field and
use of philosophy that is contained in 
this book, I have further deepened my
understanding of u�litarianism. 
I believe this is to the carefulness
and dedica�on of the Japanese
translator.” 

これからの「正義」の話をしよう

訳�����������

BattleBiblio

両言語APU ライブラリーにあります♪
English and Japanese version of the

 book are available in the library!



いつでもお菓子と一緒に迎えてくれる佐藤先生に専門科目である会計や勉強の
モチベーションについてインタビューしました︕

We interviewed Prof.Sato-who always welcomes us with snacks-regarding his specialised subject︓accounting,　
and motivation to study! 











Tips to Give a 
Great Presentation 

Maheshwari Kalyanasundaram
4th year APS student (sp 2019)
Session & Guidance team of ALRCS




