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~What’s up~ 
JUNE 

28 10th Anniversary in 
HoChiMinh  City 

JULY 
2 Inauguration of Samoa 

Chapter 
5 Inauguration of Tonga 

CHapter 
5 Thai Chapter’s General 

Assembly in BKK 
6 ChuShikoku Chapter’s 

10th Anniversary Event 

 

 

We appreciate your information 
   The "Gazette" is issued by the Editorial Committee consisting of office staff and members of Loop.A.S. 
(student leg of Alumni Association).  We kindly ask your cooperation sharing with us information concerning 
alumni, which you have.  
APU Alumni Association issues this Gazette 
Contact: APU Alumni Secretariat (Admissions Office: Alumni Affairs) 
apualumni@apu.ac.jp or Ext. 2148 
 

Message from Ms. Eng Ngor：Chairperson of APU Alumni Malaysia 
 

Greeting from Malaysia! Hi, my name is Eng Ngor, graduate 
of APM 2003 Spring. I have become the President of APU 
Alumni Association Malaysian Chapter since September 
2012. There are more than 100 alumni registered with their 
living or working destination as Malaysia and approximately 
46 of us can be reached via our chapter’s face book. APU 
alumni here are active in various fields, either in private 
industries or governmental authorities. Sometimes we seek 
each other for professional opinions; in certain gatherings 
we promote mutual exchange, educational and regional ties. 
We also travel to discover the wonderful epicurean food, 
culture & nature in Malaysia.  
I myself am currently serving as Marketing Manager in a 
local trading firm. APU life has much inspired and 
awakened me. All the encounters have transformed me into 
a leader in workplace today and the friendships are the 
greatest assets in my life. 

こんにちは。2003年春に国際経営学部を卒業したマレーシア出身の Eng 
Ngor です。2012 年 9 月から校友会のマレーシアチャプターの代表をしてい

ます。100 人以上の卒業生がマレーシアで働いていたり、住んでいたりして

います。そのうちの約 46 人と Facebookを通して連絡をとることができてい

ます。彼らは、企業を設立したり、政府で働いたりなどさまざまな分野で活

躍しています。時々、教育・地域間のつながりなどの専門的な分野について

メンバーに尋ねることができます。さらに、旅行を通してマレーシアの美味

しい食べ物・文化・自然に出会えることができます。 
現在、私自身は地元の貿易会社のマーケティングマネージャーを務めていま

す。APU は活力を与えてくれて、物事を考え直すことができる環境でした。

APU での全ての出会いがわたしをリーダーに一変させてくれました。そし

て、APU でできた友情は素晴らしい宝物です。わたしは、成功に向けて奮闘

している卒業生が良い結果を残してくれることを願っています。また、別府

にいる私の後輩が勇敢に新しいことに挑戦して、幅広い視点を身に着けてほ

しいと思っています。We love to see you in Malaysia one day! 

To alumni who are striving for their success, I 
wish them the best. And to our juniors in 
Beppu, be brave in take up challenge and 
cultivate a broad view of your life. We love to 
see you in Malaysia one day! 



 

APU Alumni Association/ APU 校友会 

 

Please support their Trust to extend 
help to children in the rural areas in 
Nepal.  For details, check: 
https://www.facebook.com/YoumeNep
alTrust  

Sharad Chandra Rai (APS 2011) and Dinesh Prasad Joshi (APS 2011) were born 
in different villages in Nepal. They were brought together by a scholarship 
offered by the government of Nepal to study at a prestigious school in 
Kathmandu. Their journey together continued when they enrolled as students in 
APU. Upon graduation, they continued in pursuit of their dream to provide equal 
education to students in Nepal. Towards this end, they both decided to pursue 
further education, Sharad going to Tokyo University and Joshi to the United 
Nations University. They joined forces to create the NPO “You Me Nepal Trust”, 
whose activities include building schools in rural villages and offering learning 
support to school-going children among other projects. 
Asked about their motivation, the two replied, “We were born in disadvantaged 
villages but thanks to the government’s scholarship programs, we were able to 
attend high school. Thanks to the kindness of APU in offering us scholarships, 
we were able to study overseas. Now it is our turn to return the favor and use 
education as a tool to give back to the children of Nepal”. Their efforts have 
garnered great support from many individuals and groups, and is gaining 
momentum. 

We hope to continue supporting graduates who continue to commit 
themselves to improve society and build a better future for coming generations. 
 2011 年 APS 卒業のネパール出身のライさん(Sharad Chandra Rai)と、 ジョシさん(Dinesh Prasad Joshi)のお二人は別々の農

村地域出身でしたが、ネパール政府の奨学金によりカトマンズにある優秀なボーディングスクールで共に学ぶ機会を得

た後 APU に入学されました。「ネパールの全ての子供達に等しく学ぶ機会を」という願いを形にするために、APU 卒業

後ライさんは東京大学、ジョシさんは国連大学の大学院に進学、現在東京で NPO 法人「You Me Nepal Trust (夢ネパール 
トラスト)」を立ち上げて、農村に小学校を建設したり、既存の学校への教育支援を行うなどの活動をしています。「貧

しい農村に生まれましたが、国の奨学金で高校に行き、APU の奨学金で日本に留学することができました。今度は自分

達が国の子供達への教育支援を通して恩返しする番です」 
「自分のため、ではなく自分を必要とする人のために生きたいと思います」と明るく語るお 2 人が始めた活動は、多く

の人々の共感を呼び、着実に実をむすびはじめています。「目先のこと」「自分のこと」「お金のこと」ではない新しい時

代を開く価値観によって、願いを形にするために頑張っている校友達をこれからもぜひ応援したいと思います。 
 

 
2014 年 3 月 CAP THP 卒業の中尾友美さんは轟ゼミで、まちづくりについ

て学び地域の現状分析から解決策の提案・実行までを学習しました。そこ

で学んだ分析方法やＰＤＣＡの知識を活かし、現在は店舗支援という立場 
からサービスの質の向上を目指し店舗の課題分析を行っています。今後

は、ゼミでの学習を通して確立した「地域の魅力発信」という自分のテー

マを基 に、大学での経験に会社で得るノウハウを上乗せして、地域と連携

した店舗を作っていきたいそうです。 

在学中は国連研究や人類学、まちづくりなどいくつかの研究テーマを持ってゼミで学んでいました。APU 卒業後は臨

床心理学の大学院に進学し、現在臨床心理士として徳島大学（保健管理総合相談センター総合相談部門の助教）で仕

事をしています。大学時代、ゼミでは複数の研究テーマを高いレベルで取り組むことができたので、何か新しい物事

を考える際にどのように取り組めばいいのかといった客観的思考や情報収集能力、論理的思考を身に着けることがで

き、現在のカウンセラー業務にも生かされていると感じています。卒業後も清家先生とお会いする機会があるのでア

ドバイスをいただいくこともあります。その中で自分の変化や成長に気付くこともありますし、自分のできていない

課題についても考えさせられます。清家先生のような研究者、教育者になりたいという思いが現在の職を選んだきっ

かけでもあり、ゼミが人格形成に大きく影響していると思います。藤原朝洋さん（APS2004） 

轟ゼミ OG 

中尾 友美さん 
 

清家ゼミ OB 
藤原 朝洋さん 

Change Makers 
Rai/Joshiさん 

ゼミと先生 藤原さん 

CAP THP卒業生 中尾さん 

 

Change Makers 
Rai/Joshiさん 


