
第16回東亞細亞実学国際学術会議
- 磻渓先生誕辰400周年記念 -

危機の時代、実学を見直す
□ 概要
○日時: 2022. 12. 15.(木) ~ 12. 17.(土)

○場所: 高麗大学校　大講堂アジュホール、ソノベル辺山、磻渓遺跡地
○主催: 韓国実学学会、扶安郡
○主管: 高麗大学校漢字漢文研究所
○後援: 文化体育観光部、全羅北道、韓国学湖南振興院、
　　　　　　　全北学研究センター、京畿文化財団実学博物館、高麗大学校
○プログラム 
第1日 (12.15) 
   開会                                                                 司会: 楊沅錫(高麗大学)

08:40-09:10
開会の辞 尹在敏(韓国実学学会 会長)
歓迎の辞 権翼鉉(扶安郡守)

祝辞 金寬永(全北道知事), 梁香子(国会議員), 柳寅泰(元国会事務總長)
   基調講演                                                             司会: 楊沅錫(高麗大学)

09:10-10:00 林熒沢(成均館大学)
大転換期で回顧する実学思想：
磻渓先生誕辰400周年を迎えて

   企画発表 第１セッション: 東アジア経世学と『磻渓随録』   (1部)         司会: 金龍泰(成均館大学)

10:00-10:20 鄭豪薰(ソウル大学)
17世紀における東アジア地域の戦争経験と政治的想像
—柳馨遠の『磻渓隨録』と黄宗羲의『明夷待訪録』—

10:20-10:40 魏義霞(黒竜江大学) 近代実学の形態と価値

10:40-11:00 本郷隆盛(宮城教育大学) 朱子学者：貝原益軒の実学“人心は、面の如し”
11:00-11:10 休憩
   綜合討論 – 1 

11:10-12:00
座長: 金彦鍾(高麗大学)
討論: 趙成山(成均館大学), 盧官汎(ソウル大学), 趙晟桓(円光大学)

12:00-13:10 午餐
   企画発表 第１セッション: 東アジア経世学と『磻渓随録』   (2部)           司会: 宋好彬(高麗大学)
13:10-13:30 宋亮燮(高麗大学) 柳馨遠の経世論の構造と『磻渓隨録』の改革論の位相

13:30-13:50 盧興(南開大学)
東アジアにおける経世実学の実践:宋明郷約と基層統治に関する
小考

13:50-14:10
濱野靖一郎

(海陽学園海陽中等教育学校)
松平定信の外交認識と儒学

14:10-14:20 休憩
   綜合討論 - 2

14:20-15:10
座長: 安大会(成均館大)
討論: 尹錫皓(釜山大), 金貞信(延世大), 張慧珍(カトリック関東大)

15:10-15:20 휴식
   企画発表 第１セッション: 東アジア経世学と『磻渓随録』   (3部)           司会: 鄭用健(江原大学)
15:20-15:40 田炳郁(南昌大) 磻渓柳馨遠の人心道心說と敎育思想



15:40-16:00 何俊(复旦大学)
본심과 실학：象山의 심학 계통에 대한 疏證을 겸하여 논함
(本心与实学——兼论象山对心学谱系的疏证)

16:00-16:20 Anders Karlsson(SOAS)
Sirhak thinkers’ approach to judicial administration: With particular 
reference to Chŏng Yagyong

16:20-16:40
Boudewijn Walraven 

(Leiden Univ.)
The Thought of Yu Hyŏngwŏn in the Perspective of Early-Modern 
European Intellectuals

16:40-16:50 休憩
   綜合討論 - 3

16:50-18:00
座長: 鄭雨峰(高麗大)
討論: 金紀燁(慶北大), 李俸珪(仁荷大), 金澔(ソウル大), 李松熙(高麗大)

第2日 (12.16) 
  企画発表 第２セッション: 危機の時代、東アジア知識人の役割                司会: 金光年(KAIST)
10:00-10:20 梁一模(ソウル大) 危機と省察：李相竜の学問と実践論

10:20-10:40 李偉波(北京青年政治学院) 危機と救世:顔元の四書解釈に現れた経世志向と実践

10:40-11:00 田中マリア(秋田大学)
Debating and Implementing Epidemic Prevention in China:
From Zhang Zhongjing to Wu Lien-teh and Beyond

11:00-11:20 休憩
                                                                        司会: 權津鈺(檀国大学) 
11:20-11:40 沈慶昊(高麗大学) 『星湖僿說』に現れた星湖李瀷の思惟方法について

11:40-12:00 邢麗菊(復旦大学) 韓国実学の大儒学者丁茶山の経学と心性論

12:00-12:20 鈴木規夫(愛知大学) 尾崎秀実における〈民族〉の位相：東アジア知識人のジレンマ

12:20-13:40 午餐
  綜合討論

13:40-15:40
座長: 金文植(檀国大学)
討論: 李坰丘(翰林大学), 楊沅錫(高麗大学), 李昌熙(高麗大学), 尹載煥(檀国学大), 
     柳旻定(浙江大学), 李相赫(高麗大)

15:40-16:00 休憩

  企画発表 第３セッション: 東アジア学術共同体の過去・現在・未来          司会: 權恩志(忠南大学)

10:00-10:20 蘇眞瑩(ソウル大学)
朝鮮後期における西洋地理知識の受容と学問的ネットワークの
土台として「我が」意識の形成

10:20-10:40 朱康有(天津大学)
東アジア実学の価値:科学技術の発展方向と創新に及ぼす影響に
ついて

10:40-11:00 柳生真(円光大学) 惠岡崔漢綺の氣学的歴史観と学術共同体
11:00-11:20 休憩
                                                                        司会: 孟榮一(檀国大学) 

11:20-11:40 姜智恩(国立台湾大学)
東アジア「共同体」の過去ㆍ現在ㆍ未來：
空想から実相への転換

11:40-12:00 趙建永(天津社科院) 袁了凡の経世学とその東アジアへの影響

12:00-12:20 佐々木隼相(東北大学) 博学の復権
12:20-13:40 午餐
  綜合討論

13:40-15:40
座長: 金文鎔(高麗大学)
討論: 李松熙(高麗大学), 朱光鎬(同徳女子大学), 丁鍾源(漢陽大学), 吳寶羅(退渓学硏究院), 
     魯耀翰(高麗大学), 宋好彬(高麗大学)

15:40-16:00 休憩

  集談会

16:00-17:30
주제: “実学硏究の未來について”

   座長: 河宇鳳(全北大学)



   パネリスト: 尹在敏(韓国実学学会会長)
             王杰(中国実学研究会会長)
             片岡龍(日本東アジア実学研究会会長)

  閉会                                                           　　　   司会: 魯耀翰(高麗大)
17:30-18:00 閉会の辞

3일차 (12.17) 
  반계 유적지 답사

09:30-12:00
김승대

(전북도청)
부안 우반동 반계 유적 답사

(정사암터, 반계 옛집터, 반계서당)





3일차 (12.17) 

  반계 유적지 답사

10:00-12:00 부안 우반동
반계서당(부안군 보안면 우동리)

반계 옛 집터(부안군 보안면 우동리)
정사암터(부안군 보안면 우동리)


