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Graduated: March, 2012
College: Asia Pacific Studies
Works as: Singapore Alumni
Vice-chairman

Takumi Ogawa

現在行っている活動について教えてください。
What kind of activity are you up to right now?
シンガポール校友会は、世界に 28 ある APU 校友会の 1 つです。僕は、2014 年から副会長になり、
主に、年に一度、その国にいる校友を集める「総会」の計画や校友同士が楽しく交流し、ネット
ワークを広げる活動の企画をしています。

Do you know how many APU Alumni chapters in the world? Including chapters in
Japan there are as many as 28 chapters and Singapore Alumni is one of them. I am a
vice-chairman since 2014 and with chairman and core members we plan annual general
assembly and interesting events, such as visiting neighboring chapter and alumni, that
enhance interactions and networking among alumni.

APU を卒業した後、自身に何らかの変化はありましたか ?
After graduating from APU, has anything in you changed?
実は卒業してから、ますます APU への感謝・愛着が強くなった気がします。世界のどこにい
ても同じキャンパスで勉強した APU の人たちがいて会える。APU 生にとっては当たり前なこと
かもしれないけど、実は、APU 生だからこそ享受できる財産です。特にシンガポールでは、一緒
に食事に行ったり、仕事の相談をしたり、出張先の国いる校友に会えたり、APU の繋がりを実感
し、心強く思う場面が多くあります。そんな素敵な出会いを与えてくれた APU に感謝し、自分
も APU に貢献できるような人になりたいと思っています。

After graduation from APU appreciation and attachment to APU are growing in me.
It’ s so easy for APU people to meet other APU people wherever they go and you might
take it for granted. However, I believe it is a great asset of APU indeed. Especially I often
feel strong encouragements and a sense of security when I meet APU friends for dinner,
talking about jobs and also during business trips. So I am really thankful to APU providing
such a wonderful network of people and I hope I can do something in return in the future.

APU での経験は、現在のあなたにとってどのように役に立っていますか？
How is the experience at APU helping you currently?
APU での経験で一番役に立っていると感じるのは、やはり APU ならではの多様な言語環境だ
と思います。英語だけ見ても、日本人、韓国人、中国人、ベトナム人、インドネシア人、タイ人、
フィリピン人などなど、みんなが話す英語には特徴があります。それに加え、AP 言語がどこか
らともなく耳に入ってくる環境。アジア地域の重要性が高まっている今、言語を通し、相手の文
化や多様性に対して柔軟に周波数を合わせ、寄り添えられるのは大きなメリットだと思います。

In the time of increasing importance of Asia diverse language environment in APU
is one of the biggest advantages. We know everyone - Japanese, Korean, Chinese,
Vietnamese, Indonesian, Thai and Philippines etc – speaks a variety of English and natural
exposure to AP languages on campus help us understand better with each other and get
closer to them.

後輩へのメッセージ / Message for current APU students
積極的にいろんなことに挑戦してみてください。一生懸命になれることをしている時、成功は
自信になり、失敗は発見や気づきになります。自分自身で行動して得た経験だからこそ、失敗も
成功も大切な自分だけのストーリーとなり、次への原動力になります。APU には、たくさんの機
会があります。あなたが機会になることもできます。失敗を恐れず、たくさん挑戦してください。

Don’ t be afraid and just try as much as possible whatever you are interested.
When you are into something, your success gives you confidence and even if you made a
failure, there is always something you can learn out of it. Whether it is success or failure it is
your valuable experiences that shape your story and drive you to move on. There many
opportunities in APU. Actually you can be an opportunity as well. Don’ t be afraid and
believe in yourself and just try!
Focus - 2016 Fall Vol.003

A L R C S‘ s
RECOMMEND!

BOOK
MAGAZINE
DVD

ア ー クスの オススメ

現場のプロがやさしく書いたFaceBookマーケティングの教科書
Textbook of FaceBook Marketing

アライドアーキテクツ株式会社 ソーシャルメディアマーケティングラボ 675/A 62

みなさんお馴染みのfacebookを使った
マーケティングの基本や、ページ運営などのことを、
現場のプロが細かく解説！マーケティング専攻のAPM生に特におすすめ。
The basic of using marketing through facebook, profeccional
in administration page will explain in details.
Recommended for APM students.

NHKスペシャル 大海原の決闘! クジラ対シャチ [DVD]
Whale vs Orca [DVD]
NHKエンタープライズ 489.6/N 77

地球最大級の生き物、
クジラとシャチ。その間には
知られざる戦いがありました。その様子をNHKが密着。
迫力のある映像です！
The earthʼs largest creatures, whales and Orca.
It shows a powerful image of their hidden battles.

ブレーン
BRAIN
宣伝会議

雑誌コーナー

広告、
クリエイティブ専門雑誌。ページを開くたび日本の
最新のデザインやアイディアに出会えます。
アートやデザインが好きな人におすすめ！
Advertising, creative tecnical journal.
Every page shows the latest recommended
for those who liks art and design.
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● Professor
Interview
Interview
with
Prof.
KIKKAWA
TAKURO
Professor’s career
Affiliation 所属 :
College of Asia Pacific Studies
アジア太平洋学部
Research Field 研究領域 :
Politics, Area Studies
政治, 地域研究
今回は吉川教授に、
キャリアや
将来についてのアドバイスや、
吉川教授オススメの本について
お話をお聞きしました。
This time, we interviewed
Prof. Kikkawa Takuro about
carrer, future and a book
which he recommend.
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1. What suggestions do you have to
help students achieve their future
life/career goals?
First, I would say every student has
their own background, such as international and domestic students, and some
of them may have either very rich life with
various experiences or they may have
very simple views, like, “Oh, I am an
innocent person by comparision”, but
those get quickly broadened upon
coming to APU. It may take them a long
time learning about discoveries around
them. So, it depends on their experience
and personalities. Some of them have a
very clear future goal, even before joining
APU, and they keep learning. On the other
hand, some students take a long time to
consider their future. You have perhaps
seen some students asking “Who are
you?” and “What am I?”, and they may take
a long time to decide their identity. I
would not like them to just follow others.
For example, in my own case, when I was
in undergraduate school, I never
imagined being a university teaching staff
and a professor of social science research,
but, after graduating, I joined a Japanese
private engineering company. I spent two
years as a sales partner, and some people
may have thought I wasted my time
working in such a place, but I actually
gained a lot by working in the private
business sector.

This is just an example after graduating,
but, for current APU students, some
concentrate heavily on job hunting while
others stay in the library and read books
about Marx and others. So, my suggestion
is to sometimes consider benchmarking
other students, but you do not have to be
like them. Just think positively and think
about your future with your own pace.
1. 学生が将来の生活やキャリアゴール
を達成するために役に立つ提案があれ
ば教えてください。
まず、私はAPUの国際学生、国内学生
のような、全ての多様な背景を持った学
生に言いたいです。
それぞれ、多様な経験
を通じて非常に多彩な人生を送ってきた
かもしれない。
また
「どちかというと、私は
無実の人間です。」
といったシンプルな考
え方を持っていたかもしれない。
しかし、
どんな学生でもあってもAPUに入学する
と同時にあっという間に、その考え方は
払拭されます。そして、その衝撃は、学生
の周りで巻き起こる新たな発見への長い
長い学習という名の冒険へと導きます。
全ては学生の持つ経験と個性次第です。
学生の中にはAPUに入学する以前から
非常に明確な目標を持ち、それを叶える
ために学び続ける人もいます。一方で、多
くの時間を割いて将来のことを深く考え
る学生もいます。あなたは「あなたってど
んな人？」
「私ってどんな人？」
といったこ
とを尋ねてくる学生に出会ったことがあ
るかもしれません。

そんな学生は自身のアイデンティティを見
つけるための長い冒険に出ているのです。
私はそんな人達にただ他人についていくよ
うな人になってほしくはありません。私が
以前大学生だった頃、私自身が大学の教
育スタッフや社会科学の教授になるとは全
く考えていませんでした。
そして、
当然の如
く、大学を卒業した私は技術系の日経民間
企業に入社しました。そこで私は営業とし
て二年間過ごしました。その二年間、吉川
は時間を無駄にしたと考える読者もいるか
もしれません。
しかし、私にとって、
この民
間のビジネス分野で働いた経験はかけが
えのないものになっています。
これは大学
卒業後の進路の一例に過ぎません。
しかし
、今のAPU全学生の中には、
ライブラリー
に来て、
マルクスやその他に関する本を読
んでいる学生がいる一方で、
その間に就職
活動に恐ろしいほど集中している学生もい
ます。だから私はこう提案したい。
「周りの
学生を基準に深く考えすぎるな、他の学生
の様になる必要はない。
自分のペースで自
分の将来についてポジティブに考えなさい
。」
と
2. What readings do you recommend?
Favorite books/authors?
Regarding myself, I always try to read a
variety of books, as I am a political scientist
and also am in the Middle-East area
studies. So, I often read many journal
articles and books. I also read internet news
resources relevant to my fields of studies,
but I also like to read many other fields of
studies, such as Economics, Business,
Sociology, Anthropology, and even Natural
Sciences because they give me a very open
experience. Regarding my favorite authors,
my top favorite is Richard Rorty, an
American philosopher who passed away a
few years ago. He was known as a leader of
political pragmatism in modern philosophy. He strongly criticized multiculturalism
in the 1980’s and 1990’s.

Book Recommendation
偶然性・アイロニー・連帯
̶リベラルユートピアの可能性 (2000)

It does not mean I also criticize multiculturalism and political relativism, but his
idea is very simple. We tend to believe
our society is in a set political structure,
and we just follow the same model. For
example, in the past, we consider
totalitarianism, fascism, democracy, and
now we appreciate multiculturalism.
However, we sometimes make a mistake
thinking that multiculturalism is a single
goal for international society, but Richard
Rorty strongly criticized this. For example
the United States and France have
achieved a lot regarding multiculturalism, but this is a bad idea when imposing
it on other people such as Egyptian
people or Uzbekistan people who have
very different backgrounds with varying
ethnic and religious culture. In his
famous book, “Contingency, Irony, and
Solidarity”, he suggests theories about
how Socrates mentions how we must
make our brain empty and accept
different goals and possibilities of
change, but even though the book may
be difficult to understand, I appreciate his
position as we have lots of different goals
we must consider with such a perspective. Relevant to my research field,
general Middle-Eastern studies journals
are very interesting to me as well as a
famous academic journal called Comparative Politics, and also International
Studies Corporate**, issued by international studies association, the biggest
academic association on international
relations. Students, particularly graduate
school students, may acquire some of
these journals as they are quite famous
and accessible through EBSCOHOST,
both for the graduate thesis and the
undergraduate thesis creation processes.

２.何かオススメの本があれば教えて
下さい。
お気に入りの本や著者でも構
いません。
基本的には様々なジャンルの本を読
むようにはしていますが、
ご存じの通り
、私は政治学者であり、中東アジア研
究の学者でもあります。私の偏見を払
拭したり新たな発見があるので、経済
学、
ビジネス、社会学、人類学や自然科
学などの多様な研究分野の資料を読
みたいのですが、研究に関わる雑誌の
記事であったり、本、また私の研究分
野に関連したネットニュースの資料を
読むことが多いです。その中でも特に
私のお気に入りの著者は数年前に亡く
なられたアメリカの哲学者Richard
Rortyです。彼は現代哲学分野での政
治学的な実践主義の先駆者でした。彼
は1980から1990年代の多文化主義
を強く批判していました。
それは決して
多文化主義や政治における相対主義
を批判しているという意味ではなく、彼
の考え方はシンプルでした。私達は統
一化された政治の仕組みの中での社
会を信じる傾向にあります。そして、そ
の仕組みを今でも従っています。例え
ば、過去に、私達は全体主義、独裁主
義、民主主義や現在私達が恩恵を受
けている多文化主義に関して考えてい
ました。
しかしながら、私達は、多文化
主義とは国際社会にむけた1つのゴー
ルであるという勘違いをしています。
Richard Rortyはそれを強く批判して
いるのです。具体例として、
アメリカや
フランスは多文化主義に関した多くの
ことを達成しています。
しかし、
これはエ
ジプト人やウズベキスタン人といった
全く違う背景を持った人々の宗教や民
族文化にまで変化を強制したとき深刻
な問題となります。
「 偶然性、アイロニ
ー、連帯」
という彼の有名な著作の中
で、彼はある理論を提案しています。
そ
れはソクラテスが提唱した方法で、
どの
ように私達の脳を空にし、違った変化
の可能性や目的を受け入れるかという
ものです。その本の内容を正確に理解
することは難しいと感じるかもしれま
せんが、私は彼の物事の見方に対する
私達が考えなければならない多くの異
なる目的を持つ私達のような彼の意見
に感謝しています。

リチャード・ローティ／〔著〕斎藤純一／訳
山岡竜一／訳 大川正彦／訳
岩波書店

Contingency, Irony, and
Solidarity(1989)
Richard Rorty,
Cambridge University Press
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ビブリオバトル 2015
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2016年1月20日、APUでは初めてとなる
「ビブ
リオバトル」
が開催されました。
「本をこよなく愛す
る人たちが集う場を」
そんな思いで始まったのが、
ビブリオバトルです。当日は、APUライブラリーの
プレゼンテーションルームにて、APUの学生だけ
でなく、職員の方も参加して、本を愛するバトラー
が立場を超えて集う場となりました。会場はバトラ
ーの本への熱意に包まれ、観戦者は彼らのプレゼ
ーの
ンテーションに聞き入っていました。
バトラーは、
自分が大好きな本がいかに素晴ら
しいものであるかを、本の内容だけでなく、読書前
後の自分の心情や行動の変化にも触れながら紹
介しました。
観戦者の方々からは、
「バトラーのみなさんの本
への愛情の大きさに圧倒された。紹介された本に
興味を持ったし、私も誰かに語ることができるよう
な本と巡り会えるようになりたい。」
といった感想
がありました。
ビブリオバトルは今後も開催する予定です。次
回の情報はALRCSのFacebookページやポスタ
ーなどを通じて発信しますので、
みなさんお見逃し
なく!
!
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超人の秘密 :エクストリームスポーツとフロー体験
(
スティーヴン・コトラー著,熊谷玲美訳)

エクストリームスポーツのアスリートたちは、なぜ危険な競技を成功させられるのか。最新
科学と「超人」たちのインタビューから、私たちが限界を超えた能力をいかに発揮できるか
が書かれている「驚異の書」です。
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RESOURCES
FOR SUCCESSFUL
JOB HUNTING
How's your APU life going? Starting Job Hunting soon? Still have time till Job Hunting but
want to start preparations and have a good early start?
No worries! We bring you some valuable Job Hunting resources which will make your life
easier!

みなさん、APUでの生活はいかがですか? 中には就職活動（就活）
がもうすぐ始まる方もいるかと思い
ますが、就活までは時間があるけど、準備を始めたいと思っている方もいるのではないでしょうか。
心配ありません。
この特集では、
よりよい就活を迎えるのに最適なデータベースをいくつか紹介します。
ぜひ役立ててください。

APU Library Career Guidance Section
The 2nd ﬂoor of APU has amazing paperback resources which facilitate students' Job Hunting, especially in Japan. First of all, books which help in Jikobunseki, that is, Self-analysis, are available. With the
help of these books, students can assess their strengths and weaknesses, as well as ﬁnd their desired
career path. This self-analysis is extremely important in order to write entry sheets as well as attain
success in interviews. Self-analysis endows conﬁdence and clarity. Next, in order to analyze the industries they want to work in, the students can use Kaishazukan, which can help them choose which industry suits their career path. And, thirdly, there are workbooks which teach common knowledge and help
to prepare for exams, such as the SPI.
APUライブラリーの2階には、就活にうってつけの書籍が揃っています。特に、
日本で就活したいと考えている人には、必
読の本ばかりです。就活の前に、
まずは
「自己分析」。
ここには
「自己分析」
についての書籍も多く、
自分の強みや弱みに関
して知っておきたいと考えている人にはおすすめです。
中には、
おすすめのキャリア・パスを紹介するものもあります。
自己
分析はエントリーシートを記入する際だけでなく、面接の際にも大切になります。
自己分析をすることで自分自身のことを
より理解することが出来るでしょう。
自己分析を行い、
自分のキャリア・パスを見つけることができれば、次は
「企業分析」
です。
「会社図鑑」
などを用いて、
自分が働いてみたいと思える企業や業界について調べていきましょう。
また、就活生とし
て知っておくべきマナーや、SPI試験対策のワークブックも取り揃えています。
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'Nikkei Telecom 21' is one of the largest business information services in Japan. It can be used to
analyze the industry and the prospective company the student may want to work at. Its online
databases contain Corporate Proﬁles of 30,000 major Japanese companies including Capital Size,
Sales Size, Industry Sector, Labour Conditions, Audit Opinion, and various Financial Statements
like the balance sheets, income statements, cash ﬂow statements as well as data records of three
years.
「日経テレコン21」
は、
日経各紙をはじめとした日本最大級の経済情報提供データベースです。
このデータベース
は、
日本における産業や有望な企業の分析に活用でき、
将来そういった企業へ就職したいと思っている人に最適
です。
このデータベースには、
3万を超える大手日本企業の
「企業プロフィール」
を確認することができ、
また資本規
模や売上規模、
事業セグメント、
労働環境、
監査意見、
貸借対照表や損益計算書といった財務諸表データを3年
分確認できます。

Japan Knowledge Lib is Japan's largest encyclopedia service. It's Kaisha Shikiho (Japanese
Company Handbook) section is a useful resource for Job Hunting. Kaisha Shikiho's, ordinarily sold
as paperbacks, are big, thick and expensive. But they contain important information of companies
like details about their stocks, share price trends, major shareholders, information about its ﬁnancial position, and annual business performance. Japan Knowledge Lib's Kaisha Shikiho service not
only provides detailed information on all listed Japanese companies but also is free to use; with
advance search options, it is extremely convenient to research and compare companies of interest.
「Japan Knowledge Lib」
は、
日本最大級の百科事典データベースサービスです。
ここでは
「会社四季報」
が公開されて
います。
「会社四季報」
には、会社が有している資産の詳細や株価の動向、大口株主、財政状態、業績など、
さまざまな企
業の重要な情報が掲載されており、就活にも活用できます。通常「会社四季報」
は紙媒体で販売されているのですが、高
価で分厚く、重いため、持ち歩くには不向きです。
しかし、Japan Knowledge Libなら、無料で手軽に、
さらに検索機能も
ついているので、簡単に企業のさまざまな情報を入手することができます。興味のある日本企業を調べるのなら、Japan
Knowledge Libをおすすめします。

Mergent Online is a business and ﬁnancial information service providing a fully searchable database of 15,000 public companies listed on NYSE, AMEX and NASDAG exchanges, and 20,000 non
US companies, more companies than any other international database. Users are able to search for
companies using diﬀerent criteria like their corporate information, ﬁnancials, industrial ratios etc.
In this way, users are able to dissect their prospective companies, and gain insight on what is suitable for them.
「Margent Online」
は、
全世界の主要な上場企業の企業・財務情報を詳細かつ広範囲にカバーしているサービスです。
ニューヨーク証券取引所(NYSE)やベンチャー向け株式市場(NASDAQ)に上場している1万5千ものアメリカに所在する
企業の情報や、2万ものアメリカ国外に所在する企業の情報を提供しているサービスです。利用者は、様々な基準をもとに
、
企業検索を行うことができます。
例えば、企業の基本情報や財務状況、
業種比率などです。将来性のある企業についてし
っかりと分析したいという人にはピッタリのデータベースです。
FOCUS - 2016 Fall Vol.003
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Student Contribution - 学生寄稿
世界一のカメラと笑顔
「ねえ、この写真見てよ。一眼レフで撮ったからきれいでしょ。」
日本庭園の橋の上でおしとやかな笑顔で写っている彼女の写真は、芸術家が
魂を込めながら、それでいてやわらかい手で描いたかのような色合いで、差し
出されたスマホの中にきれいにおさまっていた。
「次はこれ。このスマホで撮ったんだよ、これもいいでしょ。」
次に彼女のスマホに映し出されていたのは、明るい海を背景にしてピースサ
インでポーズをとっている彼女の、上手に加工された見栄えの良い写真だった。
「どっちがいいと思う」彼女の目が彼の目をじっと見つめる。
彼は目を閉じ、静かに言った。「今、この世界で一番きれいな写真を撮るこ
とのできるカメラは何だと思う？実はそのスマホじゃなくて、高級な一眼レフ
でもないんだよ。」
「正解は僕の目。だって今世界で一番きれいなものが見えるから。」
そう言って開けた彼の目には世界で一番の笑顔が映っていた。

Call for Short Story Entries

About the Author

“

文を書きながら、自分があまり
認識してこなかった経験や知識
が役に立ったり、自分の日本語
が不自由に感じたりするときがあ
ります。
文を書くことは、ただ表現するた
めのものではなく、自分について
知ることの出来る機会と思ってい
ます。

折田 智基 (ORITA, Tomoki)

College of Asia Paciﬁc Studies, Freshman
アジア太平洋学部 1 回生
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(Japan / 日本 )

ALRCS is now looking for short story contributions from our fellow APU students! If your story
is selected, it will be published in the next issues
of our magazine in Spring of 2017! Both fiction
and non-fiction 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!
*Contents that harm a person’s or organization’s
reputation will be forbidden.

あなたの原稿募集します
ALRCSではAPUの全学生からの寄稿を募集しています。
随筆や小説、詩など原稿は400文字以内であれば何でも
構いません！見事選ばれた寄稿は次回のFOCUS2017年
春セメスター号に掲載されます！詳しく知りたい方、興味
のある方はメールを下さい。
※他人や団体を特定し否定するものは受け付けられません

alrcsdteam@gmail.com

EDITORIAL

ALRCS

ENVIRONMENT TEAM

PRESENTING THE TEAM BEHIND THE SHOW
-輝かしい活躍を魅せるチームの舞台裏-

Library Lovers
Library Lovers is an exchange
event among students promoting
the use of the library resources. In
the past, we have had events
which involved recommending
books to each other.

ライブラリーラバーズとは、
ライブラ
リーリソースを使って学生同士で交
流を図るイベントです。過去には、
オ
ススメの本を紹介し合うイベントを
開催しました。

Free Book Fair
An annual Book Fair
where free books and
magazines are distributed
to the students.
フリーブックフェアでは
APUライブラリーで使用され
なくなった書籍や雑誌を無
料でAPU生へ配布していま
す。

Motivational Quotes

The Environment team strives to create a learning
environment which is focused on nourishing the
ideals of self-learning within the students of APU.
With this commitment, the environment team
organizes various projects. Lets have a look at
them.

Reduce Violaters

Reducing violators and improving the
study environment in the library.

ルール違反者を減らし、APUライブラリー
の学習環境の向上を目指しています。

Bibliobattle

An event for book lovers. Participants introduce and
Motivational quotes to keep the fire of learngive a presentation about their favorite book, recoming burning.
モチベーショナル・クオートは勉強への熱意を持続 mending it to the audience. The presenter whose book
has garnered highest interest from the audience wins!.
してもらうためにつくりました。

Environment Teamは、APU生にとって理想

読書愛好家のための一大イベント。
お気に入りの本を紹介
し、
そのプレゼンテーションがいかに優れていたかを、観戦者
が紹介された本にどれほど興味を持ったかで競います。

的な自己学習環境を創り出すことに努めていま
す。
この目標を達成するため、多くのプロジェク
トを実施してきました。

FOCUS - 2016 Fall Vol.003
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“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 .”

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。
Want to know what events ALRCS is having and
some useful tips for your APU life?
Visit our ALRCS Facebook page !

Ritsumeikan Asia Pacific University Library
1-1 Jumonjibaru, Beppu, Oita
874-8577, Japan
TEL: 0977-78-1145
FAX:

0977-78-1047
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Your thoughts and
opinions count!
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