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日韓ダイアローグ 
～メディアの役割を考える～ 

第 1回会合 

 
2011年 9月 4日（日）～6日（火）  

於： 東京 ＜国際文化会館＞ 

主催： 日本国際問題研究所／韓国国際交流財団 

後援： 日本外務省／韓国外交通商部 

協賛： 株式会社ロッテ 

 

プログラム 
 

 
 

2011年 9月 5日（月） 

10:00-10:15 開会挨拶 

 

   野上 義二  日本国際問題研究所理事長 

   韓 昇洲 （ハン・スンジュ） 高麗大学校名誉教授／元大韓民国外務部長官 

 

 

10:15-13:00 セッション 1： メディアより見た東アジアの浮上 

 

モデレーター：  野上 義二      日本国際問題研究所理事長 

 

発表：       森 千春   読売新聞社調査研究本部主任研究員／ 

      東京大学大学院法学政治学研究科客員教授 

         鮮于 鉦 （ソヌ・ジョン） 朝鮮日報産業部次長 

ディスカッション 

   

 

13:00-13:40 基調講演： 韓 昇洲   高麗大学校名誉教授／元大韓民国外務部長官 

 

 

14:30-17:30 セッション 2： 日韓経済の現住所 ― FTAを中心とする経済関係 

 

 モデレーター：   黄 永植 （ファン・ヨンシク） 韓国日報論説委員 

 

発表：        鄭 鎬成 （チョン・ホソン）  三星経済研究所首席研究員 

深川 由起子  早稲田大学政治経済学部教授 

ディスカッション 
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2011年 9月 6日（火） 

10:00-13:00 セッション 3： 北朝鮮問題への新たな接近視角 

 

 モデレーター：  呉 栄煥 （オ・ヨンファン） 中央日報編集局外交安保部長 

 

発表：   倉田 秀也  防衛大学校教授／ 

日本国際問題研究所客員研究員 

柳 吉在 （リュ・ギルジェ） 北韓大学院大学校教授 

ディスカッション 

 

 

13:00-13:40 基調講演： 重家 俊範   前駐大韓民国特命全権大使 

 

 

14:30-17:30 セッション 4： 21世紀の新たな日韓関係構築のためのメディアの役割 

 

  モデレーター：  中西 寛  京都大学大学院法学研究科教授 

 

発表：   朴 喆熙 （パク・チョルヒ） ソウル大学校国際大学院教授  

久保田 るり子  産経新聞社編集局政治部編集委員 

ディスカッション 

 

 

17:30-18:00 閉会挨拶 

 

   野上 義二  日本国際問題研究所理事長 
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参加者リスト 
 

 
※敬称略 

日本 

＜モデレーター・発表者＞ ※登壇順 

野上 義二    日本国際問題研究所理事長     （総合司会／セッション 1 モデレーター） 

森 千春 読売新聞東京本社調査研究本部主任研究員／ 

東京大学大学院法学政治学研究科客員教授     （セッション 1 発表） 

深川 由起子  早稲田大学政治経済学部教授       （セッション 2 発表） 

倉田 秀也  防衛大学校教授／日本国際問題研究所客員研究員  （セッション 3 発表） 

重家 俊範  前駐大韓民国特命全権大使        （基調講演） 

中西 寛     京都大学大学院法学研究科教授         （セッション 4 モデレーター） 

久保田 るり子 産経新聞東京本社編集局政治部編集委員      （セッション 4 発表） 

 

＜参加者＞ ※五十音順 

秋田 浩之  日本経済新聞社編集局政治部編集委員兼論説委員 

浅利 秀樹  日本国際問題研究所副所長 

出石 直  日本放送協会放送総局解説委員室解説委員（国際関係担当） 

太田 昌克  共同通信社編集委員兼論説委員 

鴨下 ひろみ  フジテレビジョン外信部アジア担当部長兼解説委員 

鮫島 浩  朝日新聞社政治部次長 

鈴木 美勝  時事通信社解説委員 

中島 哲夫  毎日新聞社論説委員 

長谷川 幸洋  東京新聞／中日新聞論説副主幹 

 

＜担当者＞ 

飯村 友紀  日本国際問題研究所研究員 

鈴木 涼子 日本国際問題研究所研究助手 
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韓国 

＜モデレーター・発表者＞ ※登壇順 

韓 昇洲 （ハン・スンジュ）  高麗大学校名誉教授／元大韓民国外務部長官    （基調講演） 

鮮于 鉦 （ソヌ・ジョン）   朝鮮日報産業部次長       （セッション 1 発表） 

黄 永植 (ファン・ヨンシク)  韓国日報論説委員      （セッション 2 モデレーター） 

鄭 鎬成 （チョン・ホソン）  三星経済研究所首席研究員      （セッション 2 発表） 

呉 栄煥 （オ・ヨンファン）   中央日報編集局外交安保部長     （セッション 3 モデレーター） 

柳 吉在 （リュ・ギルジェ）  北韓大学院大学校教授      （セッション 3 発表） 

朴 喆熙 （パク・チョルヒ）   ソウル大学校国際大学院教授      （セッション 4 発表） 

 

＜参加者＞ ※五十音順 

李 相逸 （イ・サンイル）   中央日報政治部部長 

李 秉璿 （イ・ビョンソン）   ダウム・コミュニケーション理事 

李 美淑 （イ・ミスク）   文化日報国際部部長待遇 

呉 泰奎 （オ・テギュ）   ハンギョレ出版メディア局長 

金 銀英 （キム・ウニョン）  釜山日報編集局副局長 

金 凡洙 （キム・ボムス）   韓国日報文化部出版担当 

高 承一 （コ・スンイル）   連合ニューステレビ政治チーム長 

陳 賢淑 （チン・ヒョンスク）  MBC クリエイティブセンター 

朴 鎭沅 （パク・ジンウォン） SBS 報道局政治部次長 

裵 克仁 （ベ・グギン）   東亜日報経済部経済政策チーム長 

梁 ジウ （ヤン・ジウ）   KBS 報道本部政治外交部次長 

 

＜担当者＞ 

金 泰煥 （キム・テファン）  韓国国際交流財団公共外交事業部部長 

鄭 藝琳 （チョン・イェリム） 韓国国際交流財団公共外交事業部プログラムオフィサー 


