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現在、東国大学日本学研究所は、＜在日ディアスポラの生態学的文化地形とグローカリティー＞というアジ
ェンダで韓国研究財団の大学重点研究所支援事業を行っています。これまで在日ディアスポラ研究は在日朝
鮮人の歴史的な特殊性と民族アイデンティティーの視点から歴史、社会、文学などの分野を中心に進められ
てきました。こうした研究は在日コリアン、コリアンディアスポラ研究の土台を成し、その研究史上の意義
は言うまでもありません。しかし、重層的で多元的な立場をもつ在日ディアスポラの営みと日常の経験は、
民族的アイデンティティーという単線的なとらえ方では十分に理解することは困難でしょう。かつ、少数の
知的エリートの言説のみで語られるものでもないと思われます。そこで本研究チームは、 在日ディアスポ
ラに関する統合的な研究を目指し、これまで十分に光の当たらなかった在日コリアンの政治‧経済、社会‧
教育、芸術‧体育の分野を最大限見可視化し、その文化的実践の全体像を描こうと努めています。そしてこ
うした基礎研究を踏まえ、各学問分野の垣根を越えて学際的な研究を推進していきます。これにより、在日
ディアスポラの文化地形の有機的な構造を解明し、文化生産のダイナミズムを明らかにし、21世紀の在日コ
リアン、コリアンディアスポラ研究を深めていきたいと思います。

本研究所の在日ディアスポラに関する統合的な研究は、今日、急速に多民族‧多文化社会を迎えている韓国
と日本の社会にとって多様な意味を持ち合わせています。今現在、私たちは脱境界的なグローバル化の時代
を生きています。こうしたグローバル化時代のあらゆる文化的行為は本質的に境界をまたいでダイナミック
に繰り広げられながら、ローカルとそれを超越するグローバル間の相互作用を通じて新しいローカリティー
を創造する一方、グローバルを再定義しています。そうしたダイナミズムをグローカリティーとしてとらえ
直そうとする本研究所のアジェンダは、多様な文化的マイノリティーとどう向き合い、コミュニケーション
を行うべきか、どう共存すべきなのか、その実践的なモデルを提示するものです。朝鮮半島の平和と日韓両
国の和解、ひいては東アジアの平和構築の道の模索という意味でも時宜を得ていると思われます。特に在日
ディアスポラの文化経験とアイデンティティーは100年にわたる歴史性のみならず、越境と移住の経験、中
心と周辺を横断してきた頑丈で貴重な文化経験の原型であり、コリアン‧ディアスポラ研究のプラットフォ
ームといえるでしょう。よって本研究所は研究成果と業績を基に韓国と日本をはじめ、他地域と共有できる
システムを構築し、コリアン‧ディアスポラ研究との連携を積極的に担っていきます。

東国大学日本学研究所の大学重点研究所支援事業に対する皆様のご協力、ご支援のほど、どうぞよろしくお
願い申し上げます。

東国大学日本学研究所長   金   煥   基    

ごあいさつ
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東国大学日本学研究所は日本の歴史、文化、社会研究を通じて、韓日間の相互理解を増進し、文化交流に役立つた
め、1979年9月、韓国で最初に設立された日本学関連の研究所である。これまで本研究所は葛藤と反目を繰り返し
てきた韓日関係に対する理解の幅を広げ、深めながら相互共存と協力関係を築き上げることに役立とうと次のよう
な事業を行ってきた。　

- 韓日関係関連の研究発表および講演会開催 
- 定期刊行物と研究図書の発刊
- 韓日関係に関わる研究への研究費助成 
- 国内外の講師（あるいは専門家）の招聘と研究人力の海外への派遣
- 日本学関連の資料／図書室の運用
 
本研究所は設立の初期から現在に至るまで、京都府に所在する「王利鎬日本學硏究財團」から特別研究基金の支援
を受けながら、緊密な協調関係を保ち続けている。また、1998年12月、新韓銀行の李熙健(イ‧ヒゴン)元会長の支
援で研究所特別基金が設けられ、2002年2月には石上善応教授の支援で韓日文化学術賞を制定‧運営している。こ
のような学術インフラの構築に基づいて現在まで計56回に及ぶ国際学術大会を開催し、学術誌『日本學』を48号ま
で発行しながら学術的交流に貢献してきた。

2017年9月、本研究所は韓国研究財団が主管する大学重点研究所支援事業に選定され、新たな発展と跳躍のきっか
けを迎えた。本研究所は「在日ディアスポラの生態学的文化地形とグローカリティー」という主題を重点研究所事
業のアジェンダとして設定し、長期的な年次計画のもと、在日ディアスポラに対する統合的で立体的な研究を進め
ている。また、国内外有数の研究機関と実質的な協力体制を構築して学術交流を行っており、開放型図書室を運用
しながら国内外の研究者と一般人に公開するなど、韓国最初の在日ディアスポラ専門アーカイブ機関としての役割
を果たそうと努めている。東国大学校日本学研究所は在日ディアスポラ研究に関する多様な意見を疎通、拡散する
ネットワークインフラの中心軸、さらに海外コリアンディアスポラと交流、連帯できる拠点を設けようと最善を尽
くしている。  

01 設立の目的

研究所紹介
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02 沿革

1979 2004

1982

2008

 1991

 20121994

1997

1979.09. 	 韓国における最初の日本学研究所開設。 
               	初代研究所長の鄭在覺教授就任

1980.03.	 日本学研究所開設記念第1回国際学術講演会

1981.12. 	学術誌『日本學』創刊、第1輯発行

2004.05. 	第6代所長の洪允植博士就任

2006.12. 	日本九州大学アジア綜合政策研究センタ
ーと共同プロジェクト 

2007.01.	 中国社会科学院の日本研究所と学術交
流協定締結

	 学術誌『日本學』第23輯~第26輯発行
	 第34回国際学術大会~第37回国際学術大会	

(「21世紀における韓日間の共生のための諸問題」な
ど、計4回開催)

1982.09.	 第2代所長の金思燁博士就任
	 学術誌『日本學』第2輯~第9輯発行
	 第2回国際学術大会~第15回国際学術大会
   	 (「韓日両国文化の特質」など、計14回開催)

2008.07.	 第7代所長の南根祐教授就任

2010.12.	 学術誌『日本學』が韓国研究財団登載候補
誌に選定される

2011.07.	 翰林大学校日本学研究所と学術交流協定締結
	 学術誌『日本學』第27輯~第33輯発行  
	 第38回国際学術大会~第45回国際学術大会
  	  (「在日コリアンの超国家主義」など、計8回開催)

1991.03.	 第3代所長の愼根縡教授就任
	 学術誌『日本學』第10輯~第13輯発行
	 第16回国際学術大会~第22回国際学術大会
  	 (「韓国と日本の近代化と伝統思想」など、計7回開催)

2012.03.	 第8代所長の金煥基教授就任

2013.01.	 学術誌『日本學』が韓国研究財団登載誌
に選定される

2016.03.	 在日同胞金鐘太基金の助成金

2017.09.	 韓国研究財団大学重点研究所支援事業
に選定される

	 学術誌『日本學』第34輯~第48輯発行
	 第46回国際学術大会~第56回国際学術大会  	

 (「在朝日本人の社会史」など、計8回開催)

2019.06.	 日本学研究所40周年記念国際シンポジウム

1994.09.	 第4代所長の辛容泰教授就任
	 学術誌『日本學』第11輯~第15輯発行
	 第23回国際学術大会~第26回国際学術大会
  	 (「21世紀における韓日の国際化と在日の位相」な

ど、計4回開催)

1997.09.	 第5代所長の孔魯明元外交部長官就任
	 学術誌『日本學』第16輯~第22輯発行
	 第27回国際学術大会~第33回国際学術大会
  	  (「韓日歴史交流の過去と現在」など、計7回開催)

1998.12. 	在日同胞李熙健基金の助成 

2002.02.	 石上善応教授より韓日文化学術賞の制定
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04 研究空間

03 組織図

Institute of Japanese Studies (Manhegwan #B06, Hehwagwan #323), Dongguk University, 30, Pildong-ro 1-gil, Jung-gu, 
Seoul, 04620, Korea
Tel  +82-2-2290-1343 / +82-2-2260-3512     Fax  +82-2-2272-6613     Mail  labjapanstudies@naver.com 

日本学研究所

大学重点研究所支援事業チーム

研究責任者

政治‧経済

共同研究員 ▶ 国内 共同研究員 ▶ 国内　 共同研究員 ▶ 国内　 共同研究員 ▶ 国内

研究補助員共同研究員 ▶ 海外 共同研究員 ▶ 海外 共同研究員 ▶ 海外

専任研究員 専任研究員 専任研究員

研究補助員 研究補助員 研究補助員

社会‧教育　　　　　芸術‧体育　　　　　　　　資料室 + 研究管理〮評価

在日コリアン資料室日本学研究所
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研究活動

01 大学重点研究所の研究企画

アジェンダ  :　在日ディアスポラの生態学的文化地形とグローカリティー 

段　階 アジェンダの遂行内容

1段階(2017.9-2020.8) 「政治‧経済」、「社会‧教育」、「芸術‧体育」分野の生態学的基盤研究

2段階(2020.9-2023.8) 融・複合創意研究

本研究所は大学重点研究所支援事業を通じて在日ディアスポラ 関連の資料を総体的に調査‧発掘‧収集し、こ
れを生態学的観点から分析して体系化した文化地形を構築しようとする。このことを通じて「脱境界的であり
ながら多中心的な」グローカリティーの観点から在日ディアスポラの生と総体的な社会活動を究明することを
目的とする。

政治〮経済

人物
テキスト

コミュニティ

調査〮発掘〮収集

資料室運用

基盤〮融合研究

社会〮教育　　　　　　　　

芸術〮体育　　　　　　　　

在日 
ディアスポラの

 文化地形の
構築
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02 研究推進計画

  政治‧経済、社会‧教育、芸術‧体育の諸分野に関する統合的研究

在日ディアスポラ専門資料室の構築および運用

東アジアの平和と朝鮮半島の統一時代における在日ディアスポラ文化の効用性を開陳

本研究チームは在日ディアスポラに関する統合的研究を目標とする。このためにまずこれまでまともに注目されなかった
在日ディアスポラの経済活動、民俗、スポーツ、音楽、演劇、芸能など、諸々の分野を最大限可視化してその文化的実践
行為の全体像を正しく捉えようとする。ひいては在日ディアスポラ関連の資料を「政治‧経済」、「社会‧教育」、「芸術‧
体育」の三つの領域に分類し、これを再び「人物＋テクスト＋コミュニティ」を媒介にして在日ディアスポラについての総
体的な研究を進める。 

本研究は在日ディアスポラ関連の資料を調査‧発掘し、これを最大限収集して韓国で最初に在日ディアスポラ専門資料
室を構築し、運用することを研究の一つの軸とする。このことと共に多様な分野の研究者たちと資料および研究主題を
共有し、疎通することで研究者間、学際間、ジャンル間の研究を主導しようとする。また、資料室を図書室に運用‧開放
することによって、一般の市民社会へと学問活動を拡散させ、さらに海外コリアンディアスポラと交流‧連帯できる拠点
を設けようとする。

在日ディアスポラに関する統合的な研究は、今日急速に多民族‧多文化社会となってきた韓国と日本社会に文化的マイノ
リティーと共存していく実践的モデルが提示できるという点で現在的な意義と効用性を持った主題である。よって本研究
は在日ディアスポラ文化が持つ現在的価値と効用性を積極的に開陳しながら、文化的マイノリティーとの共生モデルを
模索し、今後到来する多文化社会のための価値の定立と世界観を提示してみたい。

STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 4

在日ディアスポラに関する資料の調査〮発掘〮収集
· 韓日の関連機関との業務提携を活かした、１〮２次資料の収集
· 在日ディアスポラに特化した資料室の構築

政治〮経済、社会〮教育、芸術〮体育の諸分野に関する基礎研究
· セクション別の資料の統合、整理、分析
· 統合された資料に基づいた深化研究の遂行

学際的融合〮複合研究
· グローバル的視野をもって、学際的研究を推進
· 国際学術大会および公開研究会の開催

在日ディアスポラの文化地形の構築及び拡散
· 大学での関連講義および市民向け講座の開設
· 開放式資料館の運営
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03 年次別研究計画

政治·経済 社会·教育 芸術·体育

生
態
学
的
基
盤
研
究

1
年
目

	形成と分化

· 帝国時代における朝鮮人の
日本移住の様相と在日ディ
アスポラ共同体の形成

· 解放直後、在日ディアスポラ
経済生態系の胎動

· 解放空間の在日朝鮮人社会
と民族学校

· 在日ディアスポラメディア(新
聞、雑誌)の出現と主体形成

· 在日ディアスポラ芸 術家    
コミュニティの形成と展開 

· 民族差別とスポーツナショ
ナリズム

2
年
目

定着と混淆

· 冷戦期における在日ディアス
ポラ社会の動揺と萎縮

· 在日ディアスポラ企業の成長
と拡散

· 在日ディアスポラ知識人階層
と日本社会

· 在日ディアスポラ文化の変容
と民俗‧風俗‧宗教  

· 在日ディアスポラの芸術活動
と文化的位相

· 高度成長期における日本のヒ
ーロー神話と在日ディアスポラ

3
年
目

拮抗と共生

· 在日ディアスポラの政界進出
と参政権問題

· 在日ディアスポラの経済活動
スペクトルの多様化と社会
還元の進展

· 在日ディアスポラ民族教育の
社会文化的変動

· 共生社会への模索と帰属意
識の二重化

· 日本大衆文化と在日ディアス
ポラ文化芸術の共存  

· スポーツと越境のアイデンテ
ィティ

融
‧
複
合
創
意
研
究

4
年
目

日本ナショナリズムの再登場と在日ディアスポラの共存模索
(日本‧在日‧ナショナリズム)

· 日本の文化ナショナリズムと在日ディアスポラの文化芸術
· 「嫌韓」言説の胎動と文化ナショナリズムの登場
· 日本社会の右傾化と在日ディアスポラ民族教育の進路
· スポーツナショナリズムの克服とダブルアイデンティティの肯定

5
年
目

統一時代における朝鮮半島と在日ディアスポラの役割
(朝鮮半島‧在日‧統一)

· 棄民の歴史としての在日ディアスポラと朝鮮半島
· 在日ディアスポラ資本の朝鮮半島進出と文化学術界への寄与
·  韓国‧北朝鮮を横断する在日ディアスポラのナショナル‧スポツリズ厶 

6
年
目

グローカル時代、多文化共生のための在日ディアスポラの複合的価値
(グローカル‧在日‧平和)

· 在日ディアスポラのグローバルネットワーク
· 在日ディアスポラの共生経験と世界の在外コリアンとの疎通インフラの構築および模索
· グローカル時代における在日ディアスポラ文化の価値と展望
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04 構成員

重点研究事業チームは研究責任者(東国大学日本学研究所長)、共同研究員、専任研究員、研究補助員で構成される。

研究責任者および共同研究員

職 務 氏 名 所 属 担 当

研究責任者 金煥基 東国大学  総括

共同研究員 李眞遠 ソウル市立大学 政治‧経済分野

共同研究員 金雄基 弘益大学 政治‧経済分野

共同研究員 李升熙 同德女子大学 政治‧経済分野

共同研究員 朴光賢 東国大学 社会‧教育分野

共同研究員 李漢正 祥明大学 社会‧教育分野

共同研究員 鄭秀婉 東国大学 芸術‧体育分野

共同研究員 柳壬夏 韓国体育大学 芸術‧体育分野

共同研究員 李容圭 東国大学 資料室およびDB構築

専任研究員

氏 名 所 属 担 当

李芝英 東国大学日本学研究所 政治‧経済分野

李榮鎬 東国大学日本学研究所 社会‧教育分野

韓程善 東国大学日本学研究所 芸術‧体育分野

研究補助員

氏 名 所 属 担 当

李大範 東国大学博士課程 芸術‧体育分野

成川彩 東国大学修士課程 芸術‧体育分野

李鍾賢 東国大学修士課程 政治‧経済分野

金永俊 東国大学修士課程 社会‧教育分野

申伊秀 東国大学修士課程 社会‧教育分野

林志訓 東国大学学部生 行政および資料室
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学術交流 (2017.9～）

東国大学日本学研究所は2017年9月1日、韓国研究財団大学重点研究所支援事業に選定されて以来、招請講演、
コロキウムなどを通じて専門家セミナーを行い、国際学術大会を通じて国内外研究者たちと学術交流を行って
います。また、関連研究所および在日団体と研究協力の体系を構築しています。

01 招請講演

『火山島』の著者、金石範と文学

講演	 金石範(在日作家)
日時	 2017年9月19日(火) 10:30-12:00
場所	 東国大学 茶香館セミナー室

在日二世の生を通じて見えるもの

講演	 金鐘太(在日企業家)
日時	 2018年5月29日(火) 14:00-15:20
場所	 東国大学 明進館 128号

第1回 招請講演 

第2回 招請講演 
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季刊『三千里』で出会った
在日コリアンの作家たち

講演	 高二三（在日出版社代表)
日時	 2018年10月23日(火) 15:00-16:00
場所	 東国大学 法学館 B375号

<泉南アスベスト国賠訴訟> 上映会
原一男監督招請講演

講演	 原一男(映画監督)
日時	 2018年6月14日(木) 14:00-18:45
場所 	 東国大学 惠化館 328号
言語	 日本語(韓国語同時通訳)

ディアスポラとしての在日コリアン

講演	 王清一(王利鎬日本学研究財団理事長)
日時	 2018年8月27日(月) 14:00-15:45
場所	 東国大学 明進館 A121号

第3回 招請講演 

第4回 招請講演 

第5回 招請講演 
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在日コリアンとして
韓国の映画界で活動する

講演	 金仁友(在日映画俳優)
日時	 2019年3月21日(木) 17:00-18:00
場所	 東国大学 惠化館 324号

在日コリアンの演劇活動と民族教育

講演	 金哲義(在日演劇演出家)
日時	 2019年2月19日(火) 14:00-15:30
場所	 東国大学 明進館 A121号

WORLD OKTA
世界で羽ばたくコリアン企業家たち

講演	 ジュ‧デソク(WORLD OKTA 副会長)
日時	 2019年5月3日(金) 16:30-18:00
場所	 東国大学 法学館 B375号

第6回 招請講演 

第7回 招請講演 

第8回 招請講演 
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02 コロキウム

翰林大学校日本学研究所
徐禎完所長招請コロキウム

発表	 徐禎完(翰林大学教授)
日時	 2017年12月8日(水) 16:30-18:00
場所	 東国大学 法学館 B375号

朝鮮学校、わが学校

発表	 キ厶‧ミョンジュン(映画監督)
日時	 2017年11月29日(水) 15:00-16:30
場所	 東国大学 惠化館 324号

二つの名前
ヘイトスピーチが続く国で

発表	 西嶋真司(映画監督)
日時	 2017年11月1日(水) 15:00-16:30
場所	 東国大学 惠化館 324号
言語	 日本語(韓国語同時通訳)

第1回 コロキウム

第2回 コロキウム

第3回 コロキウム
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GHQ占領期
在日朝鮮人に対する日本の治安政策
発表	 李升熙(同徳女子大学教授)

在日同胞の民族アイデンティティの変化考察
発表	 ファン‧へジョン(江南大学教授)

日時	 2018年6月15日(金) 19:00-21:00
場所	 漢陽大学 国際大学院 250号

ドイツのコリアン社会と文学、そして統一

発表	 ケペル‧ヨンスク(在ドイツコリアン画家)
日時	 2018年11月19日(月) 15:00-16:00
場所 	 東国大学 法学館 B375号

神戸学生青年センターとむくげの会
そして私

発表	 飛田雄一(神戸学生青年センター所長)
日時	 2018年4月19日(木) 17:00-18:30
場所	 東国大学 法学館 B375号

第4回 コロキウム

第5回 コロキウム

第6回 コロキウム
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パラグアイ·ラプソディー
地球の果てから語りかける物語

発表	 ミョン·セボン(在パラグアイコリアン企業家)
日時	 2019年4月16日(火) 17:00-18:00
場所	 東国大学 法学館 B375号

在ブラジルコリアン文学の現在

発表  アン‧ギョンジャ(在ドイツコリアン作家)
日時  2018年11月30日(金) 15:00-16:00
場所  東国大学 法学館 B375号

韓国経済に資した在日コリアン企業家

発表	 洪性坤(在日企業家)
日時	 2019年2月25日(月) 16:00-17:30
場所	 東国大学 明進館 A121号

第7回 コロキウム

第8回 コロキウム

第9回 コロキウム
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03 国際学術大会

近代化と民俗研究

日時	 2018年2月2日(金)-3日(土)
場所	 東国大学
主催	 東国大学日本学研究所 
            	実践民俗学会  

在日コリアン文学シンポジウム

日時	 2019年4月13日(土)
場所	 在日本韓国YMCA 9F 国際ホール
主催	 東国大学日本学研究所

韓国文学翻訳院
駐日韓国大使館 韓国文化院 
早稲田大学 朝鮮文化研究会 

東アジアと同時代日本語文学フォーラム
<言語圈とディアスポラ文学>

日時	 2017年10月27日(金)-29日(日)
場所	 東国大学‧高麗大学
主催	 東国大学日本学研究所 
	 高麗大学グローバル日本研究院 

第1回 学術大会

第1回 学術大会

第1回 学術大会
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04 国内外機関との交流協力

研究協力の体制

中国
社会科学院
日本研究所

海外の研究所

嘉泉大学
アジア文化研究所

高麗大学
グローバル日本研究院

青巖大学
在日コリアン研究所

翰林大学
日本学研究所

韓国の研究所

ソウル市中区役所
多文化家族支援センター

神戸むくげの会

モンダン鉛筆

新幹社

関連団体

東国歴史文化研究所

韓国文学研究所

ACE育成事業団

LINC育成事業団

学内研究所

研究協力の体制

日本
九州大学

アジア総合政策
研究センター

日本
東京学芸大学
KOREA研究室

京都王藝際美術館
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最近の出版物 (2015～）

01 学術誌(年2回)

学　術　誌　名 発行部数 発行年月日

『日本學』第40号
企画主題：韓日言語景観研究の社会言語学的展望 250部 2015.05.31.

『日本學』第41号
企画主題: 戦後韓日大衆文化が孕んできた共同の熱望 250部 2015.11.30.

『日本學』第42号
企画主題：在日ディアスポラ文学のグローかリズムと文化政治学 250部 2016.05.31.

『日本學』第43号
企画主題：日本の右傾化とヘイトスピーチ 250部 2016.11.30.

『日本學』第44号
企画主題：現代日本社会の政治的含意と諸問題 250部 2017.05.31.

『日本學』第45号
企画主題：日本のメディアと文化的現象 250部 2017.11.30.

『日本學』第46号
企画主題：在日ディアスポラの文化生態系の形成と分化 250部 2018.05.31.

『日本學』第47号
企画主題：日本語学、そして対照研究の展開と接近 250部 2018.11.30.

『日本學』第48号
企画主題：戦後日本在日ディアスポラ社会の文化の変容 250部 2019.05.31.
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02 学術書

書　名 発行部数 発行年月日

『「在日」という根拠』 1,000部 2016.03.31.

『1945年、夏』 1,000部 2017.04.27.

『前夜』 1,000部 2017.04.28.

『在日ディアスポラ　詩選集』 1,000部 2017.04.30.

『在日ディアスポラ　小説選集1』 1,000部 2017.04.30.

『在日ディアスポラ　小説選集2』 1,000部 2017.04.30.

『在日ディアスポラ 　評論選集』 1,000部 2017.04.30.

『在日ディアスポラ文学のグロ─カリズムと文化政治学』 1,000部 2017.04.30.

『サッカーと愛国』 1,000部 2018.05.30.

『地平線』 1,000部 2018.06.12.
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在日コリアン資料室

本研究チームは在日ディアスポラの経済、スポーツ、音楽、美術、演劇、芸能など、これまで十分照明されて来
なかった様々な分野の資料を発掘·研究し、開かれた資料室を目指して当の資料を社会と共有しています。所蔵
の図書及びDVDの目録は東国大学日本学研究所のホームページにて公開しています。https://js.dongguk.edu/ 

(例示)

書名 著者 出版者 発行年月
1 在日朝鮮人史年表 姜徹　編著 雄山閣 1983年 4月
2 オンドル夜噺 全鎮植 平凡社 1986年10月
3 図説 朝鮮と日本の歴史―光と影 前近代編 久保井規夫 明石書店 1994年9月
4 アジア市民と韓朝鮮人 徐龍達先生還暦記念委員会 編 日本評論社 1993年7月
5 近代朝鮮の変革思想 姜在彦 日本評論社 1973年6月
6 創氏改名 宮田節子 · 金英達 · 梁泰昊 明石書店 1992年1月
7 「在日」としてのコリアン 原尻英樹 講談社現代新書 1998年7月
8 「金炳植事件」―その真相と背景 統一朝鮮新聞特集班 統一朝鮮新聞社 1973年6月
9 詩集 火の鳥 権五宅 紀尾井書房 1983年12月
10 大東亜戦争と日本映画 櫻本富雄 青木書店 1993年12月

(例示)

タイトル 監督 発売元 発売年度

1 今村昌平日活作品全集  1 今村昌平 ジェネオン エンタテ
インメント 2003

2 大島渚 DVD-BOX 1 大島渚 松竹 2006
3 大島渚 DVD-BOX 2 大島渚 松竹 2012
4 디어 평양 양영희 와이드미디어 2008
5 박치기 이즈츠 카즈유키 다우리엔터테이먼트 2006
6 굿바이 평양 양영희 비디오여행 2011
7 피와뼈 최양일 와이드미디어 2006
8 달은 어디에 떠 있는가 최양일 와이드미디어 2008
9 総長の首 中島貞夫 TOEI COMPANY,LTD. 2012
10 松竹DVDコレクション 男の顔は履歴書  加藤泰 松竹 2013

01 図書目録 - 合計887(2019.6現在)

02 DVD目録 - 合計42件(2019.6現在)
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市民人文講座

在日ディアスポラ文化に対する一般の理解は制限的な状況で行われています。したがって、社会全般に興味と関心
を誘発するように、市民人文講座を政府機関との協業のもとに開設し、研究拡大の観点からコリアン·ディアスポラ

に対する社会的認識の転換を図っています。

講座案内

教育部が運営するK-MOOCで日本学研究所長の金煥基教授が提供する講座です。ハワイ移住民から始まり、メキシ
コ、日本、中国、ロシア、北米、南米、ドイツに至るまで、コリアン·ディアスポラの人生と文学について紹介しています。

講義のテーマ

1. ハワイ、メキシコ韓国人たちの生と文学
2. 旧ソ連圏高麗人と中国朝鮮族の人生と文学
3. 在日コリアンの人生と文学
4. 北米大陸(米国、カナダ)在米韓国人たちの暮らしと文学
5. 南米地域(ブラジル、アルゼンチン、パラグアイ)在米韓国人たちの暮らしと文学
6. ドイツの韓国人鉱夫/看護師人生と文学

K-MOOC   http://www.kmooc.kr/courses/course-v1:NRF+NRF02+2018_T2_0/about






