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第 2回日韓ダイアローグ 
～日韓協力の発展のためのメディアの役割～ 

 

2012年 10月 23日（火）～25日（木） 

於： 韓国・ソウル  

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 
 

 
 
2012年 10月 24日（水） 

09:30 - 09:45 開会辞 
 
 全 ナムジン  韓国国際交流財団経営総括理事 
 野上 義二  日本国際問題研究所理事長 
 
 
09:45 - 12:00 セッション 1： 日韓間の主要イシューに対するメディア報道の傾向と日韓協力 
  
 韓国側発表 「最近の韓日関係の動向分析と望ましいメディア報道の方向」 
  
 日本側発表 「日韓間の主要イシューに対するメディア報道の傾向と日韓協力」 
  
  ディスカッション 
 
 
12:00 - 14:00 歓迎午餐会 （主催： 全 ナムジン 韓国国際交流財団経営総括理事） 
 
 
14:30 - 17:30  セッション 2： 金正恩の北朝鮮、どこへ向かうのか？ 

 
 日本側発表 「金正恩体制の北朝鮮―那辺へと向かうのか？」 

 
 韓国側発表 「経済の変化と政治構造の間での正当化のジレンマ」 

 
 ディスカッション 
 
 
18:00 -19:30 夕食会  
           ＜基調講演： 柳 明桓 前大韓民国外交通商部長官＞ 
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2012年 10月 25日（木） 

09:30 - 12:30 セッション 3： 日・中・韓の国内政治の状況と東アジアの将来 

 
 韓国側発表 1 「中国の指導部交代と新指導部の東アジア観」 
 
 日本側発表 1 「中国・北朝鮮・ナショナリズム・地域秩序」 
 
 韓国側発表 2 「2012年の大韓民国― 
    大統領選挙と政局の展望、そして東アジアの政治状況」 
 
 日本側発表 2 「短命化政治の構造的分析」 
 
 ディスカッション 
 
 
12:30 - 14:30 昼食会 
 
         
14:30 - 16:00 セッション 4： 総括討論 

 
 

16:00 - 16:30 閉会辞 
 
 野上 義二  日本国際問題研究所理事長 
 車 斗鉉  韓国国際交流財団交流協力理事 
 
 
17:00 - 18:30 セッション 5：  
  ジャーナリストを志望する韓国大学生・大学院生たちとの対話  
 
 韓国側発表 

 
 日本側発表 

 
 ディスカッション 
 
 
19:00 - 20:30 夕食会 （主催： 車 斗鉉 韓国国際交流財団交流協力理事） 

 
  
 

※全セッションを非公開形式とし、チャタムハウス･ルールを適用。 
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参加者リスト 
 

 
※敬称略 

日本 

野上 義二 日本国際問題研究所理事長                  

浅利 秀樹   日本国際問題研究所副所長 

伊豆見 元   静岡県立大学国際関係学部教授 

出石 直   日本放送協会解説委員室解説主幹 

内山 清行   日本経済新聞ソウル支局長 

太田 昌克   共同通信社編集委員兼論説委員 

小此木 政夫  九州大学特任教授／慶應義塾大学名誉教授        

神谷 万丈   防衛大学校総合安全保障研究科教授                          

鴨下 ひろみ   フジテレビ報道局外信部東アジア担当部長・北京支局特派員 

菊池 努   青山学院大学国際政治経済学部教授／ 

   日本国際問題研究所客員研究員 

久保田 るり子   産経新聞社編集局外信部編集委員              

鮫島 浩   朝日新聞社特別報道部次長 

澤田 克己   毎日新聞ソウル特派員 

鈴木 美勝   時事通信社解説委員／専門誌「外交」編集長         

平岩 俊司   関西学院大学国際学部教授   

深川 由起子   早稲田大学政治経済学部教授 

森 千春   読売新聞東京本社論説委員／ 

   東京大学大学院法学政治学研究科客員教授 

薬師寺 克行   東洋大学社会学部教授／日本国際問題研究所客員研究員     

 

＜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 

全 ナムジン （チョン・ナムジン）  韓国国際交流財団経営総括理事 

車 斗鉉 （チャ・ドゥヒョン）      韓国国際交流財団交流協力理事         

金 泰煥 （キム・テファン）      韓国国際交流財団公共外交事業部長 

高 承一 （コ・スンイル）     聯合ニュース論説委員 

金  銀英 （キム･ウニョン）     釜山日報編集局副局長 

金 ジンホ （キム・ジンホ）     檀国大学校政治外交学科教授／ 

  亞洲週刊（香港）韓国特約記者 

金 ホソプ （キム・ホソプ）      中央大学校政治国際学科教授 

柳 吉在 （リュ・キルジェ）       北韓大学院大学校教授           

朴 鎭沅 （パク・ジンウォン）     SBS報道局政治部次長 

安 チャクヒ （アン・チャクヒ）    JTBC政治部次長                       

ヤン ヨンウン            KBSアナウンサー兼リポーター 

呉 泰圭 （オ・テギュ）         ハンギョレ出版メディア局長         

李 美淑 （イ・ミスク）         文化日報国際部部長待遇 

李 秉璿 （イ・ビョンソン）       ダウム・コミュニケーション理事 

李 元徳 （イ・ウォンドク）      国民大学校国際学部教授・日本学研究所所長  

李 熙玉 （イ・ヒオク）         成均館大学校政治外交学科教授            

張 済国 （チャン・ジェグク）     東西大学校総長 

鄭 ソンヒ （チョン・ソンヒ）      東亜日報論説委員／女性記者協会会長 

陳 英宰 （チン・ヨンジェ）      延世大学校政治外交学科教授             

陳 昌洙 （チン・チャンス）      世宗研究所政治経済研究室首席研究委員 

崔 ヒョンス （チェ・ヒョンス）     国民日報軍事専門記者 

河 テウォン （ハ・テウォン）     東亜日報論説委員 

黄 永植 （ファン・ヨンシク）      韓国日報論説委員                 

 

基調講演 

柳 明桓 （ユ・ミョンファン）     前大韓民国外交通商部長官 
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＜担当者＞ 

李 芳馥 （イ・バンボク）   韓国国際交流財団公共外交事業部 

    グローバルリーダーシップ／セミナーチーム長 

韓 チャンヒ （ハン・チャンヒ）    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


