
会長 明石  康 元国連事務次長

副会長 渥美伊都子 渥美国際交流財団理事長

副会長 李 鎮奎 韓国・未来人力研究院理事長

副会長 朴 贊郁 韓国社会科学協議会会長

実行委員 李　元徳 国民大学 委員長 今西 淳子 渥美国際交流財団 委員長 平川　均 国士舘大学

金　雄熙 仁荷大学 副委員長 金　雄熙 仁荷大学 副委員長 高　偉俊 北九州市立大学

南　基正 実行委員 全　振煥 鹿島建設 副委員長 金　外淑 兵庫県立大学

朴　栄濬 国防大学校 ﾎｰ､ｳﾞｧﾝ ｺﾞｯｸ 鹿島建設 副委員長 李　恩民 桜美林大学

金　賢旭 国民大学 ﾁｬｸﾙ､ﾑﾗｯﾄ ﾏｷﾄ､ﾌｪﾙﾃﾞｨﾅﾝﾄﾞ

梁　明玉 建国大学 ﾔﾝ､ﾕｰ ｸﾞﾛﾘｱ 九州大学 朴　哲主 三育大学

韓　京子 慶熙大 全　相律 神田外国語大学 施　建明 東京理科大学

李　垠庚 ソウル大学 ﾗﾑｻﾙ､ﾋﾞｶｽ 鹿島建設 金　雄熙 仁荷大学

金　崇培 延世大学 李　志炯 第一工業大学 李　來賛 漢城大学

李　孝庭 世宗大学 盧 ｼﾞｭｳﾝ 東京大学 南　基正 ソウル大学

呉　正根 国立環境科学院 沈　雨香 早稲田大学 張　紹敏 埿盤会館

李　セボン ソウル大学 江　永博 早稲田大学 李　周浩

金　律里 東京大学 金　ﾎﾞﾗﾑ 東京大学 孫　艶萍 コロンビア大学

チョ　アラ ソウル大学 許　暁原 コロンビア大学

運営企画 葉　文昌 島根大学

【事務局】未来人力研究院 南　基正		 ソウル大学	 林　泉忠

李　周浩 立命館大学

金　賢旭 国民大学 ﾑｺﾊﾟﾃﾞｨﾔｰﾔ､ﾗﾝｼﾞｬﾅ デリー大学

孫　建軍 北京大学

張　桂娥 東呉大学

劉　傑 早稲田大学 李　済宇 AECOM

三谷　博 跡見学園女子大学 ナポレオン

葛　兆光 復旦大学 王　健歡 Citizens Bank

趙　珖 高麗大学名誉教授 ｼﾑ ﾁｭﾝｷｬッﾄ 昭和女子大学

村　和明 三井文庫

徐　静波 復旦大学 【査読委員】ｱﾙﾌｫﾝｿ､ﾐﾝ ｻﾝﾄ・ﾄｰﾏｽ大学

李　恩民 桜美林大学 ｱﾙｾﾅｽ､ｼﾞｮｲ ﾌｨﾘﾋﾟﾝ大学ﾃﾞｨﾘﾏﾝ校

金　範洙 東京学芸大学 ﾊﾞｺﾝｷﾞｽ､ﾛｳｪﾝﾅ ﾌｨﾘﾋﾟﾝ大学ﾛｽﾊﾞﾆｮｽ校

孫　軍悦 東京大学 ﾍﾞﾛｰ､ﾛｰﾗﾝﾄﾞﾄﾘﾆﾀﾞｯﾄﾞ ﾌｨﾘﾋﾟﾝ大学ﾛｽﾊﾞﾆｮｽ校

金　キョンテ 高麗大学 陳　姿菁 開南大学

彭　浩 大阪市立大学 ﾀﾞｶﾅｲ､ｼﾞｮｳﾞｨ （ﾌｨﾘﾋﾟﾝ）ｱｼﾞｱ太平洋大学

鄭　淳一 高麗大学 ﾃﾞｰﾙ､ｿﾝﾔ 一橋大学

ﾃﾞﾏｲｵ､ｼﾙﾊﾞｰﾅ ナポリ東洋大学

ｼﾞﾙｽ､ｽﾃﾌｧﾆｰ SNGデザイン

島薗　進 上智大学 何　祖源 上海交通大学

小川　忠 跡見学園大学 鄭　成春 （韓国）対外経済政策研究院

ﾏｷﾄ､ﾌｪﾙﾃﾞｨﾅﾝﾄﾞ ﾌｨﾘﾋﾟﾝ大学ﾛｽﾊﾞﾆｮｽ校 川崎　剛 津田塾大学

ﾑｺﾊﾟﾃﾞｨﾔｰﾔ､ﾗﾝｼﾞｬﾅ デリー大学 ﾎﾒﾝｺ､ｵﾘｶﾞ ｷｴﾌﾓﾋﾗｱｶﾃﾞﾐｰ国立大学

ｿﾞﾝﾀｰｸ､ﾐﾗ 立教大学 李　香哲 光云大学

ﾃﾈｸﾞﾗ､ﾌﾞﾚﾝﾀﾞ ﾚｽﾚｼｮﾝﾃｨｳ LINGO 24 李　鋼哲 北陸大学

ﾐﾔ･ﾄﾞｩｲ･ﾛｽﾃｨｶ 国士館大学 梁　興国 中国海洋大学

ﾑﾊｯﾏｰ､ｼﾞｬｸﾌｧﾙ ｲﾄﾞﾙｽ 国士館大学 ﾏﾃｵ､ｱﾝﾄﾆｵ ﾌﾗﾝｼｽｺ AMECOS

ﾑｼｶｼﾝﾄｰﾝ､ﾌﾟﾗﾁﾔｰ ｶｾｻｰﾄ大学

沼田貞昭 鹿島建設

ナポレオン SMBC日興証券 小川　忠 跡見学園女子大学

ﾃﾞｰﾙ､ｿﾝﾔ 一橋大学 奇　錦峰 広州中医薬大学

ﾘｵ､ｱｰﾛﾝ ﾐﾈｱﾎﾟﾘｽ美術館 ﾘｵ､ｱｰﾛﾝ ﾐﾈｱﾎﾟﾘｽ美術館

呉　正根 国立環境科学院 ｻﾌﾟｱｲ､ｸﾞﾚｰｽ ﾌｨﾘﾋﾟﾝ廃棄物管理協会

ｿﾞﾝﾀｰｸ､ﾐﾗ 立教大学

ﾏｷﾄ､ﾌｪﾙﾃﾞｨﾅﾝﾄﾞ ﾌｨﾘﾋﾟﾝ大学ﾛｽﾊﾞﾆｮｽ校 ﾀﾝ､ﾛｻﾞﾘｰﾅ ｱﾃﾈｵ大学

片桐ｶﾉｯｸﾜﾝ､ﾗｵﾊﾌﾞﾗﾅｷｯﾄ ﾁｭﾗﾛﾝｺﾝ大学 ﾃﾈｸﾞﾗ､ﾌﾞﾚﾝﾀﾞ ﾚｽﾚｼｮﾝﾃｨｳ LINGO 24

ﾌﾞﾃｨ ﾐﾝ ﾁｰ ﾍﾞﾄﾅﾑ社会科学院 ﾄﾙﾒﾀﾞﾝ､ﾐｶｴﾙ ﾍﾞﾗｽｺ ﾌｨﾘﾋﾟﾝ大学ﾃﾞｨﾘﾏﾝ校

ｲｺ ﾌﾟﾗﾑﾃﾞｨｵﾉ ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ三井物産 ﾄﾘﾋﾞｵ､ｼﾞｪｰﾝ (ﾌｨﾘﾋﾟﾝ)農地改革省

張　桂娥 東呉大学 上野　宏 村田製作所

ﾜﾁﾗｻｯｸ･ﾏﾆﾜﾀﾝﾍﾟｯｸ IBC Travel

【事務局】 角田英一 渥美国際交流財団 武　玉萍 理化学研究所

船橋　博 渥美国際交流財団 楊　接期 （台湾）国立中央大学

石井慶子 渥美国際交流財団 朱　庭耀 日本海事協会

本多康子 渥美国際交流財団

辰馬夏実 渥美国際交流財団

長井亜弓 編集者

ｷｯﾃｨﾜﾝ･ｲﾏﾆｼ IBC Travel

今西勇人 IBC Travel

ﾜﾁﾗｻｯｸ･ﾏﾆﾜﾀﾝﾍﾟｯｸ IBC Travel

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ三井物産

第4回アジア未来会議
運営組織

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ大学ﾛｽﾊﾞﾆｮｽ校

SMBC日興証券

台湾中央研究院

【第4回アジア未来会議韓国実行委員会】

【大会委員会】

【実行委員会】

ソウル大学

立命館大学

【学術委員会】

ｲｺ ﾌﾟﾗﾑﾃﾞｨｵﾉ

円卓会議A　国史たちの対話

関西外語大

基調講演・シンポジウム・歓迎会

  円卓会議B　東南アジア宗教間の対話

歓送会・授賞式

特別補助金
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