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第 3回日韓ダイアローグ 
～メディアの「視覚」が映す日韓の相互イメージ～ 

 

2013年 10月 20日（日）～23日（水） 

主催： 日本国際問題研究所／韓国国際交流財団 

 

プログラム 
 

 
 
2013年 10月 21日（月） 

09:30 - 09:45 開会辞 
 
 野上 義二  日本国際問題研究所理事長 
 柳 現錫  韓国国際交流財団理事長 
 
 
09:45 - 12:00 セッション 1： 「東アジア戦略環境の展望」 
  
 日本側発表 「東アジア戦略環境の展望」 
  
 韓国側発表 「21世紀における東アジアの戦略環境と日本の道」 
  
  ディスカッション 
 
 
12:20 - 14:00 昼食会 
 
 
14:15 - 17:30  セッション 2： 「日韓関係の未来像の模索」 

 
 日本側発表 1 「日韓関係の未来像の模索」 

 
 韓国側発表  「韓日関係の現在と未来」 
 
 日本側発表 2 「日韓関係の未来像の模索（経済的側面から）」 

 
 ディスカッション 
 
 
18:00 -20:00 夕食会  
 

＜基調講演：李  丙琪 駐日本国大韓民国特命全権大使＞ 
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2012 年 10月 22日（火） 

09:00 - 12:00 セッション 3： 「日韓交流の今後―社会・文化交流、若者交流」 

 
 日本側発表 「日韓交流の今後－社会・文化交流、若者交流」 
 
 韓国側発表 「韓国と日本の若者交流－新たなパラダイムの模索が必要」 
 
 ディスカッション 
 
 
12:20 - 14:00 昼食会 
 
         
14:15 - 16:00 セッション 4： 総括討論 

 
 

16:00 - 16:15 閉会辞 
 
 柳 現錫  韓国国際交流財団理事長 
 野上 義二  日本国際問題研究所理事長 
 
 
16:45 - 18:30 セッション 5： 「次世代を担う学生たちとの対話」（特別セッション）  
 
 韓国側発表 「韓日関係の現状に対する診断とその対応策の模索」 

 
 日本側発表 

 
 ディスカッション 
 
 
19:00 - 20:30 夕食会  

 
  
 

※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                  

秋田 浩之   日本経済新聞論説委員 

飯島 俊郎   日本国際問題研究所副所長 

出石 直   日本放送協会解説委員室解説主幹 

太田 昌克   共同通信社編集委員兼論説委員 

小此木 政夫  慶應義塾大学名誉教授／九州大学特任教授       

風間 晋   フジテレビ外信部編集委員                          

金子 秀敏   毎日新聞専門編集委員 

菊池 努   青山学院大学教授／日本国際問題研究所客員研究員 

久保田 るり子   産経新聞編集委員              

小針 進   静岡県立大学教授 

鮫島 浩   朝日新聞社特別報道部次長 

鈴木 美勝   時事通信社解説委員         

高木 哲雄   日本国際問題研究所専務理事   

深川 由起子   早稲田大学教授 

森 千春   読売新聞東京本社論説委員 

薬師寺 克行   東洋大学教授／日本国際問題研究所客員研究員     

 

＜オブザーバー＞ 

齋木 昭隆    外務省外務事務次官 

金杉 憲治   外務省アジア大洋州局審議官 

小野 啓一    外務省アジア大洋州局北東アジア課長 

森本 康敬    外務省アジア大洋州局日韓交流室長 

鶴間 健介    外務省アジア大洋州局北東アジア課事務官 
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＜担当者＞ 

飯村 友紀    日本国際問題研究所研究員 

中山 玲子   日本国際問題研究所研究助手 

 

韓国 

姜 贊昊 （カン・チャンホ）  中央サンデー政治エディター 

吉 倫亨 （キル･ユニョン）      ハンギョレ新聞東京特派員 

金 銀英 （キム・ウニョン）     釜山日報先任記者 

朴 鎭沅 （パク・ジンウォン）     ＳＢＳ文化科学部次長 

朴 喆熙 （パク･チョルヒ）     ソウル大学校日本研究所所長 

朴 泰京 （パク･テギョン）     ＭＢＣファクトチェック・チーム長 

裵 克仁 （ペ・グギン）      東亜日報東京特派員兼支部長 

梁 志宇 （ヤン・ジウ）       ＫＢＳ報道局社会２部企画チーム長 

呉 栄煥 （オ・ヨンファン）     中央日報企画調整担当副局長 

李 美淑 （イ・ミスク）    文化日報国際部長 

李 秉璿 （イ・ビョンソン）       ダウム・コミュニケーション理事 

陳 昌洙 （チン・チャンス）         世宗研究所日本研究センター長 

車 学峰 （チャ・ハクポン）      朝鮮日報東京特派員 

崔 賢洙（チェ・ヒョンス）       国民日報軍事専門記者 

河 泰元 （ハ・テウォン）     東亜日報論説委員 

韓 相甲 （ハン・サンガプ）     毎日新聞編集部次長 

黄 永植 （ファン・ヨンシク）      韓国日報論説室長 

 

基調講演 

李 丙琪 （イ・ビョンギ）     駐日本国大韓民国特命全権大使 
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＜韓国国際交流財団関係者＞ 

柳 現錫 （ユ・ヒョンソク）   韓国国際交流財団理事長 

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 

黄 五錫 （ファン・オソク）  韓国国際交流財団東京事務所長 

文 載勝 （ムン・ジェスン）    韓国国際交流財団秘書官 

韓 昌熙 （ハン・チャンヒ）     韓国国際交流財団公共外交事業部代理 

申 素政 （シン・ソジョン）     韓国国際交流財団東京事務所 

 

＜オブザーバー＞ 

裵 鐘仁 （ペ・ジョンイン）     駐日本国大韓民国大使館参事官 

李 東起 （イ・ドンギ）     駐日本国大韓民国大使館一等書記官 

孔 炯植 （コン・ヒョンシク）      駐日本国大韓民国大使館広報官 

郭 政烈 （クァク・ジョンニョル）  駐日本国大韓民国大使館秘書官 

呉 京賛 （オ・ギョンチャン）      駐日本国大韓民国大使館政務書記官 

李 鐘元 （イ・ジョンウォン）    早稲田大学教授 


