
■EX698 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX698／法政外国語演習＜朝鮮語＞ 

(Seminar on Law and Politics(Korean)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日韓関係から考えてみる朝鮮半島の平和と人権 

担当者名 

（Instructor） 
李 リョン京(LEE RYONGKYONG) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

朝鮮半島と日本の関係を中心に現代韓国、日本の政治・文化・社会状況について考察し，理解を深めることを目標とする。 

 

The objectives of this seminar are to examine the politics, culture, and social conditions of contemporary South Korean society 

and Japan-Korean relations to deepen the students’ understanding. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この演習では，朝鮮語と日本語の論文やドキュメンタリー、TV番組など視聴覚教材を使用して、日韓関係の歴史と現代東北アジ

アの政治・文化・社会状況を考察し、東北アジアにおける平和構築と日本について討論します。 

最終的には，この授業で扱ったテーマの中から，特に関心のある事柄について，独自の観点から分析，批判できる力を養うよう

にします。 

 

授業では，毎回，テーマごとに担当者を設け，他の学生は各自Ａ４用紙１枚程度のレビューを提出する。それに基づいた討論を行

います。 

 

テーマに合わせて専門ゲストスピーカーを招いて現場からの視覚を聞き，話し合う時間と見学授業を予定です。 

 

朝鮮語ができなくても受講は可能です。ただし、議論を深めるために、普段新聞などニュースを細かくチェックしてもらいたいで

す。 

 

This seminar will use papers, documentaries, television programs, and other audiovisual course materials in Korean and 

Japanese to examine the history of Japan-Korea relations and the politics, culture, and social conditions of contemporary 

Northeast Asia, and to build peace in Northeast Asia. 

Finally, students will analyze from their own perspective a matter of particular interest from among the topics covered in class 

to cultivate their critical abilities. 

 

During each class session, a student will be placed in charge of the topic, and the other students will submit a review which is 

approximately the length of one sheet of A4 paper. A debate will be conducted based on those reviews. 

 

Expert guest speakers will be invited according to the topic to share and discuss their frontline perspectives, and field trip 

classes are also scheduled. 

 

This seminar may be taken even if you do not understand Korean. However, in order to deepen the discussion, the instructor 

would like to have students carefully check the newspapers and other sources of news on a regular basis. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の紹介、各自問題意識の共有 

2. 第１テーマ：朝鮮半島の分断と離散１ 

3. 第１テーマ：朝鮮半島の分断と離散２ 

4. 関連ドキュメンタリー映画感想と議論 

5. 第１テーマの総括議論 

6. 第２テーマ；朝鮮半島の平和構築と日本① 

7. 在日韓国人「スパイ」捏造事件の被害者鄭勝淵（チョン・スンヨン）さんによる特別講義 

8. 第２テーマ；朝鮮半島の平和構築と日本② 

9. 第２テーマの総括討論 

10. 第 3 テーマ；暴力とトラウマー 

11. 映画『わたしの描きたいこと 絵本作家クォン･ユンドクと『花ばぁば』の物語』を題材に 

12. 第 3 テーマ；絵本『花ばあば』の主人公日本軍「慰安婦」被害者シム・ダリョンの人生と平和 



13. 第 3 テーマ；議論 

14. 総括討議 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前学習として、常に関連ニュースなどをチェックして自分の考えを整理しておくこと。 

事後学習として、授業で議論されたテーマや他の人の発表について質問と議論ができるようにすること。 

ゲストスピーカーの予定によって授業計画が変更される場合もあります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

担当報告内容(40%)/毎回のコメント(30%)/授業態度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

参加者と相談して最終的に決定します。参考資料は印刷教材などをその都度配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 李 鍾元／編、2018、『朝鮮半島 危機から対話へ 変動する東アジアの地政図』、岩波書店 

2. 金 孝淳、2018、『祖国が棄てた人びとー在日韓国人留学生スパイ事件の記録』、明石書店 

適宜提示します 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：10ー12 名 

配当年次：２−４ 年次 

選考方法：レポート 

1．題目 

 １）自己紹介として民族、国家、人種、階級、性別などから自分は何者であるのかを記述する。 

 ２）ゼミの選択理由 

 ３）以下のテーマのうち一つを選んで書く 

   ①朝鮮戦争と日本、そして終戦協定の意味 

   ②朝鮮半島と日本のおける離散について 

2．字数：２0００字程度 

 

注意事項（Notice） 

 


