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るフォトジャーナリストの安田菜津紀さん。定時制高校の
キャリア支援ＮＰＯを立ち上げ、ひとりひとりの若者が自
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カンボジアを中心に、シリアや陸前高田の取材をされてい
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対象/Condition

大学生全般、または同志社の学生・生徒、一般の方も

業界内外から強く注目を浴びている、20代リーダーの二人。

安田さんと今井さんの目を通して知る、世界の今。そして、
二人の言葉から知る、行動する生き方。これからの社会で
活躍していく学生に送る、情熱の講演会。
Photojournalist

Natsuki

Yasuda

is

reporting

on

Cambodia, Syria, and Rikuzen-takata. Noriaki Imai
founded NPO supporting students’ career at a part-

ご参加いただけます。

time high school, and is creating the society that

University students, Doshisha students, the public

brings them hope for the future. These two leaders in

定員/Fixed number
50名程度/About 50 people
＊講演は日本語で行われます。

their twenties, are taking actions in their way, and
challenging the world. They give students very
powerful and energetic lessons.

This lecture goes on in Japanese

申し込み方法/How to apply
件名に”講演会“、本文に「氏名、学校・学部・学籍番号(または身分)、電話番号」を明記し、下記アドレスに
メールを送り応募してください。 Please send an e-mail to SIED with a title ”lecture” and put your name,
your school, faculty, student ID (or your position) and your phone number on the text body.

同志社大学留学生課SIED jt-sied@mail.doshisha.ac.jp

E-mail QRcode

Program
＜第一部＞

安田菜津紀さん 講演

The first section

＜第二部＞
The second section

Lecture by Natsuki Yasuda

～世界の今と、行動する生き方～
今井紀明さんによる自己紹介、トーク Self-introduction and talk by Noriaki Imai
安田さん×今井さん

講師紹介

トークセッション

Talk session by Yasuda and Imai

安田菜津紀 Natsuki Yasuda
1987年神奈川県生まれ。studio AFTERMODE所属フォトジャーナリスト。16歳の時、「国境なき子どもた
ち」友情のレポーターとしてカンボジアで貧困にさらされる子どもたちを取材。現在、カンボジアを中
心に、東南アジア、中東、アフリカ、日本国内で貧困や災害の取材を進める。東日本大震災以降は陸前
高田市を中心に、被災地を記録し続けている。2012年、「ＨＩＶと共に生まれる –ウガンダのエイズ孤
児たち-」で第８回名取洋之助写真賞受賞。共書に『アジア×カメラ

「正解」のない旅へ』（第三書

館）、『ファインダー越しの3.11』（原書房）。上智大学卒。
Born in Kanagawa in 1987, graduated from Sophia University. Yasuda is a photojournalist and a
member of studio AFTERMODE. When she was 16 years old, she reported on Cambodian needy
children as a “children without borders” friendly reporter. Now, she’s reporting on Cambodia,
Southeast Asia, the Middle East, Africa, and Japan.

今井紀明 Noriaki Imai
1985年札幌生まれ。2010年立命館アジア太平洋大学卒業。18歳のときにイラクで人質に。その後、大阪で
専門商社での勤務を経て、現在はNPO法人D×P（ディーピー）の共同代表を務め、通信制高校の生徒に向け
たキャリア教育事業を関西で展開する。2013年2月、ビジネスプランコンペedge2013にて「優秀賞」受賞。
Born in Sapporo in 1985, graduated from APU in 2010. When Imai was 18 years old, he was taken
as a hostage in Iraq. Now, he’s a joint representative of an NPO corporation DxP, and spreading
out career education project for a part-time high school students in Kansai area.

会場案内
会場へのアクセス
近鉄電車 「興戸」駅から徒歩15分
15 minutes on foot from Kintetsu Kodo Station
近鉄電車 「三山木」駅からバスで5分
5 minutes by bus from Kintetsu Miyamaki Station
JR学研都市線 「同志社前」駅から徒歩10分
10 minutes on foot from JR Doshishamae Station
＊ご来場の際は公共交通機関をご利用ください。
Please use public transport

個人情報は、本学の定める基本方針等に基づき、適切に管理いたします。We manage personal information appropriately based on a basic policy.
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