18：30 〜 20：30（開場 18:00）

◆加害責任を問うことの現代的意義

板垣竜太 （朝鮮近現代社会史、文化人類学／同志社大学）

◆日本政府・メディアはなぜ
〈平和の少女像〉
を嫌うのか

金富子 （植民地朝鮮ジェンダー史／東京外国語大学）
キム プジャ

＊導入発言：5 分で分かる〈少女像〉問題
岡本有佳 （編集者、Fight for Justice 運営委員）
●発言

庵逧由香（立命館大学）
永井和（京都橘大学）
日本軍「慰安婦」問題を記憶・継承する会・京都

司会

ほか

岡本有佳

日本軍
「慰安婦」
問題は、
被害当事者

の頭越しにおこなわれた 2015 年 12

月の日韓政府間の「合意」によって、

2018 年７月27日
（金）

18:30 〜 20:30（18:00 開場）

入場料：無料
申込：不要

連絡先：同志社コリア研究センター
rc-korea@mail.doshisha.ac.jp
TEL 075-251-3868

「最終解決」
を見たのでしょうか。
大韓
民国ではその後、
「合意」
を推進した大

統領が弾劾され、
新たに誕生した文在

寅政権はこの問題の検証を進め、
昨年
暮れ、その報告書を公開しました。ま

た、
朝鮮民主主義人民共和国をめぐる
情勢が今年になって急展開し、
日朝の
あいだでも再び歴史問題に向き合う
べきときが来ています。

こ の タ イ ミ ン グ で、
『Q&A 朝 鮮 人

「慰安婦」
と植民地支配責任』
（金富子・

同志社大学

今出川キャンパス
明徳館 M1 教室

京都市営地下鉄・烏丸線
「今出川駅」下車、徒歩３分

主催：同志社コリア研究センター

板 垣 竜 太 責 任 編 集、御 茶 の 水 書 房、
2015 年）の増補新版が出ることにな

りました（7 月下旬発売予定）
。その出

版記念を兼ねて、
いまあらためて日本
軍「慰安婦」問題の責任を考えるシン

ポジウムを開催します。
ふるってご参
加ください。

シンポジウム

7 月 27 日 (金)

いまあらためて日本軍﹁慰安婦﹂問題の責任を考える

『Q&A 朝鮮人「慰安婦」と植民地支配責任』増補版出版記念出版記念

『Q&A 朝鮮人「慰安婦」と植民地支配責任』増補新版出版記念出版記念
増補版

増補版
日本軍「慰安婦」問題 web サイト制作委員会編
金富子 板垣竜太 責任編集
金富子
梁澄子

板垣竜太 吉見義明 西野瑠美子 林博史 吉澤文寿 愼蒼宇
宋連玉 松本武祝 小川原宏幸 外村大 加藤圭木 岡本有佳

鄭栄桓
土井敏邦

A5 判 224 頁 本体 1700 円＋税

＊置き去りにされた朝鮮人『慰安婦』マップ、
平和の碑／平和の少女像等建立マップ付

韓国翻訳版・삶창より刊行

御茶の水書房刊
［増補部分］

第４章 Q&A

近刊！

刊行
７月下旬
画：ユン・ソクナム

日韓「合意」以降編

Q 25 日韓「合意」は「１ミリ」も動かすべきでない？
Q 26 日韓「合意」をめぐる日本のマスコミ報道はこれでいいの？
Q 27 〈平和の少女像〉は、なぜ海外でも広がり続けるの？
◆コラム：「戦後日本」肯定の欲望と『帝国の慰安婦』〜朝鮮語版・日本語版の異同から見えてくるもの
◆コラム：「なぜ『慰安婦問題』は終わらないのか
［追加資料］
○日韓両外相共同記者発表 ○韓・日 日本軍慰安婦被害者問題合意検討結果報告書（抜粋）
○韓国政府の新方針 康京和外相の発表文
○平和の碑／平和の少女像等建立リスト（最新）

「日韓合意」
は解決ではない
文在寅政権の新方針とは何か

http://fightforjustice.info/

www.facebook.com/ﬁghtforjustice.info/
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日本軍「慰安婦」問題 web サイト制作委員会編

日本軍「慰安婦」問題 web サイト制作委員会編
吉見義明・西野瑠美子・林博史・金富子 責任編集
2014 年 10 月
A5 判 152 頁 本体 1,200 円＋税

＊日本軍慰安所マップ付

〈平和の少女像〉は
なぜ座り続けるのか
日本軍「慰安婦」問題 web サイト制作委員会編
岡本有佳 金富子 責任編集
キム・ソギョン、キム・ウンソン、梁澄子、古川美佳
吉見義明、山口智美、小山エミ、北原みのり
増補：韓国の女性学者・梁鉉娥論考など最新情報追加

世織書房

A5 判 116 頁 本体 1000 円＋税

＊
〈平和の少女像〉
地図・全画像一挙掲載
＊
「平和の碑」
（平和の少女像）
クロニクル追加！

吉見義明・小野沢あかね・前田朗・

大野聖良・金富子・東澤靖・林博史 著

2015 年４月刊 ＊世界の知識人メッセージ

A5 判 136 頁 本体 1,200 円＋税

「慰安婦」問題と
未来への責任
日韓「合意」に抗して

中野敏男・板垣竜太・金昌祿・
岡本有佳・金富子 編著
46 判 312 頁 本体 2,400 円＋税

大月書店

●明確な出典・根拠をもつ「慰安婦」問題 web サイト
日本社会では国連機関からも勧告されるほどに目に余る事実否定の言説・言

動（ヘイトスピーチ・デモなど）が繰り返されています。インターネット上でも、
根拠のない否定や、被害者たちの名誉を傷つける情報があふれています。

誤った言論をただすだけでなく、多くの人々に日本軍によって「慰安婦」に

された方々の苦難の歴史と真実を知ってもらい、国内外に支援の輪を広げるた
めに、2013 年８月１日、
「サイトをオープンしました。

日本軍「慰安婦」問題 web サイト制作委員会 共同代表 吉見義明 西野瑠美子

＊構成団体：日本の戦争責任資料センター、
「戦争と女性への暴力」リサーチ・アクションセンター（VAWW RAC）

当 web サイトは、
みなさんの寄付に支えられています。
個人：一口 1000 円／団体：一口 3000 円
■郵便振替：００１６０ー４ー３２３０５７
【口座名】
ＦＦＪ
（エフエフジェー）
■ゆうちょ銀行
【支店名】０１８（ゼロイチハチと入力）
普通預金 【口座番号】０５６２５００
【口座名】
ＦＦＪ
（エフエフジェー）

