共に考える。未来のかたち

Shaping a Shared Future Together

東 京カレッジ講演会

参 加 無 料（ 要事前登録 ）

Tokyo College Event

Free entry: Pre-registration required

「脱戦後」する日本
Japan That Breaks Away from the Postwar

講師：朴喆熙（パク・チョルヒ）東京カレッジ特任教授、ソウル大学国際大学院教授
Speaker: Park Cheol Hee– Project Professor of Tokyo College, Professor of Graduate School of International Studies at Seoul National University

2019 . 7 . 22（月）東京大学・福武ラーニングシアター
本郷キャンパス 情報学環・福武ホール地下 2 階／ 16 : 30 開場

17 : 00 開演 18 : 30 閉会
Fukutake Learning Theater, The University of Tokyo（B2F., Fukutake Hall, Hongo Campus ）/ 4:30 pm Doors Open, 5:00 pm Start, 6:30 pm Finish

「戦後の続き」でも「戦前への回帰」でもない日本の姿
Japan s new shape, neither extension of postwar regime nor return to the
prewar order
日本で「 失われた20 年 」と言われる時期は「 大変革 」の時代でもあった。日本の戦後体制は 1990 年代初めから2010 年代初めまで、およそ

20 年をかけて大きな変化に直面した。理念、制度、行為者のあらゆる面で日本社会と政治には変化が伴った。戦後の分権体制を乗り越えよう
と、
「 官邸主導 」の名の下で推進されている第 2 次安倍政権による改革は、日本を戦後体制から遠ざけつつも、戦前の体制とは異なる新たな
姿を作り出そうとしている。この新しい日本の姿の「光」と「影」とは──。
During what the Japanese call the lost two decades , Japan experienced great social and political transformations in the area of ideology, institutions, and actors. The second
Abe Cabinet is carrying out a series of reform under the leadership of the Prime Minister s Ofﬁce, an attempt to overcome the decentralized system of the postwar period. It
aspires to build a new Japan, distinct from both the postwar regime and the prewar system. What would be the light and dark sides of this new Japan that is taking shape?

朴喆熙（パク・チョルヒ）
：政策研究大学院大学（ＧＲＩＰＳ、日本）准教授を経て、現在ソウル大学国際大学院教授。同大日本研究所長、国際
大学院長、韓国現代日本学会会長を歴任。専門は日本の政治外交、日韓関係、東アジア国際関係など。
Park Cheol Hee is a Professor of the Graduate School of the International Studies（ GSIS ） at Seoul National University. He served as Director of the Institute for
Japanese Studies at SNU, Dean of GSIS, and President of the Korean Association of Contemporary Japanese Studies. His research interests include Japanese politics
and diplomacy, Korea-Japan relations, and international relations in East Asia.

［第一部］講演 朴喆熙（パク・チョルヒ）
［第二部］対談 朴喆熙（パク・チョルヒ）、吉見俊哉（東京大学教授）
事前参加登録▶ https://bit.ly/ 2 x 3 QtPe 定員：160 名（先着順） 言語：日本語（同時通訳有） 主催：東京大学国際高等研究所東京カレッジ
Session 1: Lecture by Prof. Park Cheol Hee Session 2: Discussion between Prof. Park Cheol Hee and Prof. Shunya Yoshimi（University of Tokyo ）
Pre-registration required: https://bit.ly/ 2x3QtPe（160 seats - First come, ﬁrst served ） Language: Japanese（Simultaneous translation available ） Organizer: Tokyo College, The University of Tokyo
［講演会事務局／ Inquiries ］tcevent@grafﬁti97.co.jp

東京大学に新しく設立された「 東京カレッジ」。世界の第一線で活躍する研究者や知識人を招き、市民の皆さんと一緒
に未来社会の様々な側面について考える場を作ります。

参加登録はこちら

Tokyo College aims to generate new knowledge to contribute to the creation of an inclusive
society and spark deeper public engagement with the University.

