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関西 発ガ イド

入会無料！プレゼント満載！

出会いで人生豊かに
PR情 報

写真家
須藤秀澤（ひでさわ）さん （１９９６年・経済学部卒）

快適なマンションライフを始めませんか？ ユニ
ハイム・ユニエスはこちらから

大学４年の時、報道写真家、沢田教一さんの個展を偶然見た
のが、この世界に入ったきっかけです。展示されていたのは、ベト
ナム戦争で幼子を連れて懸命に川を渡ろうとする母親をとらえた
ピュリツァー賞受賞作「安全への逃避」。１枚の写真が持つ圧倒
的な存在感に衝撃を受けました。「自分が進む道はこれだ」と翌
日、手動式の一眼レフカメラを買いました。

大学
トピックス
入試

教育
公開講座

日本文化の奔流
わが青春 わが大学

最初は沢田さんやロバート・キャパのような報道写真家にあこ
がれましたが、卒業後はスポーツ写真家としてキャリアを積み、
自分だけの表現を求めて試行錯誤を重ねました。今は活動拠点
を大阪に置き、主に海外で絵画や彫刻など様々な分野の芸術家
たちと合同展覧会を開いています。
昨秋、オーストラリアのメルボルンで開かれた現代アートの展
覧会に参加しました。この時、現地で撮影した作品を母校の
「オーストラリア・ライブラリー」に飾っていただき、うれしい限りで

冷え性・風邪予防は、ビタミン・ミネラル・アミノ酸
のマカ・ニンニク対策を

大学関西フォーラム

研究

社会連携

この一週間
全国知事リレー講座
学長
京都からの提言

関西４大学学長フォーラム

豊 かな自然 に囲 まれ た キャ ン パ スが
今 も お気 に入 り 。「 大 学時 代の 思い 出

ニュース特集
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は 尽きません」 と語 る 須藤 秀 澤さん
（ 大 阪市 生野 区の アトリ エ で）

す。

阪神大震災１５年 Ｊリーグ 約束果たした
新型インフル 基礎疾患のない４１歳男性死亡

大学の４年間は、カメラやクラシックギターなど、自分の好きなこ
とに打ち込みながら、人生や将来の目標をじっくりと考えることができました。なかでも２年生の夏、
大学のプログラムで米カリフォルニア州立大ロングビーチ校に短期留学したのは貴重な体験でし
た。英語に自信がついただけでなく、韓国系米国人と間違われた経験から韓国語にも興味を持つ
ようになり、卒業後は韓国で２年間過ごすなど、世界に活躍の場を探すようになりました。

メガ電機へ ＴＯＢが成立
ＪＲ脱線事故 ＪＲ西「集団指導に」
橋下改革 「伊丹廃止」改めて訴え
丹波竜発掘 篠山層群 化石ラッシュ
大阪市改革 府と合同部局、新設に意欲

大学は人生を豊かにする人や物と出会う場。私はカメラと出会ったことで「限られた時間の中でど
こまで到達できるか」という目標を持って人生を送れるようになりました。都会の喧噪（けんそう）か
ら離れた閑静なキャンパスで過ごす時間を無駄にすることなく、存分に役立ててほしいと思いま
す。

新着情報
育児 勝ちたい気持ちが激しすぎる５歳
科学 液体爆発物数秒で検知…関空で実験
経済 連載「背水関空」＜２＞
スポーツ えり、米のトライアウトに挑戦

１９７３年、大阪市生まれ。２００４年、英国で初の個展を開催。０５年にはルーマニアで
の第１回アラード国際現代芸術ビエンナーレに参加、第１４８回英国王立写真協会国際写
真プリント展で入選を果たすなど、若手芸術写真家として国際的に活躍している。現在、
同協会とカナダ写真芸術協会に所属。

おこしやす京都 私的案内・由良川
教育 高校生就職内定率 ５５％

お役立ち情報

（2008年02月21日 読売新聞）
大学ニュース

関西の住まい・楽住
投稿募集
都々逸 投稿 「「コウソク」と聞き 思い出すのは 停
学という 暗い過去」
川柳激情 投稿

.

「センサーを当てにしてない妻の勘」

日本新聞協会から
日本新聞協会 HAPPY NEWS2009 キャンペーン
大阪発刊 ５５周年記念
文化財保存・修復 読売あをによし賞
よみうり子育て応援団大賞

リンク
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「何度も痛い目」 セロトニン不足…阪大グループ 飲料実験 濃さで差
2009年 12月 16日

液体爆発物 数秒で検知…阪大・糸崎秀夫教授などが開発

2009年 12月 16日

警察・大学と連携し非行防止…兵庫・姫路市教委

2009年 12月 16日

医学と工学融合で自動車開発など…広大、広島県、マツダなど参加

2009年 12月 16日

男性不妊症治療に期待 生殖細胞守るたんぱく質発見…中辻・京大教授ら
2009年 12月 15日

読売新聞・伝統芸を訪ねる会
大阪よみうり文化センター
よみうり文化センター
ＹＣ読売センター（販売店）
プレゼント
京都「木下大サーカス」ペア招待券を２組４名様に
（１２月１６日締め切り）

創刊135年 よみうりパワーアップ★キャンペーン
（１２月３１日締め切り）

体内時計に乱れ→高血圧 副腎の酵素関与…岡村・京大教授ら解明
2009年 12月 15日

「先生の卵」争奪戦 宮城県・仙台市両教委、東京で初の合同採用説明会
2009年 12月 15日
結核菌を感知するたんぱく質を特定…山崎・九州大教授ら

2009年 12月 15日

.

関西発のメルマガ「優遊悠」
登録と解除、サンプル
大阪本社から
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