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20220716 ZOOM 講演レジメ  

テーマ「日韓連帯」、飛田の場合（？） 

 

●１ はじめに―自己紹介（簡単に・・・） 

 

・ 1950 年 5 月 10 日、神戸生まれ 

・ 祖父のことも（キリスト教関連？） 

・ 私的「コリアコリアン・・市民運動」  

  https://blog.goo.ne.jp/hidayuichi/e/cf9fd479b8ef79df6f2331f3d21890cc  

 

●２ ベ平連神戸のこと／むくげの会のこと 

 

・ 飛田ベ平連顛末 

  https://blog.goo.ne.jp/hidayuichi/e/9867b0d940d2ba8241ba8e8b45225627  

・ むくげの会（1971～） https://ksyc.jp/mukuge/   

  釜山 2005 https://ksyc.jp/mukuge/214/hida.pdf   

  ソウル合宿 2007 https://ksyc.jp/mukuge/220/hida.pdf  

  2013 慶州釜山 https://ksyc.jp/mukuge/258/hida-gassyuku.pdf   

 

●３ 神戸学生青年センターへの就職（1978 年 4 月）のこと https://ksyc.jp/  

 

・ センターの簡単な歴史 https://ksyc.jp/about-ksyc-2/  

・ セミナー40 年史 https://ksyc.jp/rokko-archive/gakusei-center/3onensi.pdf  

同新聞記事集 https://ksyc.jp/rokko-archive/gakusei-center/40nen-sinbun.pdf  

・ セミナーの３本柱 食料環境セミナー、朝鮮史セミナー、現代キリスト教セミナー 

  https://ksyc.jp/about-ksyc-2/about-ksyc-seminer/  

・ 朝鮮史セミナーでの李泳禧先生講演会も 記録 https://ksyc.jp/seminar/ts-koremadenokiroku/  

・ 朝鮮史セミナー関連で韓国ほかフィールドワーク 

  https://ksyc.jp/mukuge/180/hida.pdf 2000済州島４３ 

  https://ksyc.jp/mukuge/187/hida.pdf 2001北朝鮮 

  https://ksyc.jp/mukuge/195/hida-anndon.pdf 2002安東仮面劇 

  https://ksyc.jp/mukuge/220/hida.pdf 2010中央アジア 

・ 阪神淡路大震災と六甲奨学基金 

  https://blog.goo.ne.jp/hidayuichi/e/57b10ce79a106b064d797bab479def7c  

・ 出版部／梶村秀樹『解放後の在日朝鮮人運動』がきっかけ 

  https://ksyc.jp/publish/about-shuppanbu/ 

尹静慕（1992）、高銀さんの本（2001）、 

・ 新事業・「六甲ウイメンズハウス」 
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●４ 「日韓連帯」関連（１－いろいろ） 

 

・ 在日政治犯救援運動／ 

・ 金哲顕、チラシ１ https://ksyc.jp/rokko-archive/zainiti-seijihan/kimteolhyon001.pdf 

・ チラシ２ https://ksyc.jp/rokko-archive/zainiti-seijihan/kimteolhyon002.pdf  

・ 「11.22事件」濁流に抗いて１号、https://ksyc.jp/rokko-archive/zainiti-seijihan/1122dakuryuu01.pdf 

・ 同２号、https://ksyc.jp/rokko-archive/zainiti-seijihan/1122dakuryuu02.pdf 

・ 1978 年 5 月、日韓 UIM協議会参加ほか、 

  https://ksyc.jp/mukuge/048/hida.pdf  

  https://ksyc.jp/mukuge/049/hida.pdf  

  https://ksyc.jp/mukuge/050/hida.pdf  

  https://ksyc.jp/mukuge/051/hida.pdf  

  https://ksyc.jp/mukuge/056/hida-yhjikenn.pdf YH 紡績 

  https://ksyc.jp/mukuge/213/hida.pdf 2005 

  https://ksyc.jp/mukuge/284/hida.pdf 2017 

・ 韓国カトリック農民会と学生センター 

  https://ksyc.jp/mukuge/080/hida-URM2nd.pdf 1983 

  https://ksyc.jp/mukuge/147/hida-tyanilsun-issiki.pdf 1994 

  https://ksyc.jp/mukuge/195/hida-anndon.pdf 2004 

  https://ksyc.jp/mukuge/296/hida.pdf 2019 

・ 阪神教育闘争朴柱範さんの遺族訪問（1998ほか） 

「わすれまい４２４」 https://ksyc.jp/rokko-archive/424kobe/20060128%2050nen-wasuremai.pdf  

  https://ksyc.jp/mukuge/147/hida-tyanilsun-issiki.pdf 1997 

 https://ksyc.jp/mukuge/168/hida-honnjyoumura.pdf 1998 

・ 神戸電鉄朝鮮人犠牲者調査関連の遺族訪問（1994）https://ksyc.jp/mukuge/144/hida.pdf  

『鉄路にひびくアリランの唄』 https://ksyc.jp/rokko-archive/kd/tetsuro-arirang.pdf  

・ 神戸港における戦時下朝鮮人･中国人強制連行を調査する会 

  https://ksyc.jp/mukuge/288/hida-kobport.pdf 2018 会の記録 

 

●５ 「日韓連帯」関連（２－強制連行関係） 

 

・ 朝鮮人・中国人強制連行・強制労働を考える全国集会（1991～1999） 

  https://ksyc.jp/kr.html  

  https://ksyc.jp/mukuge/125/hida.pdf  1991 

  https://ksyc.jp/mukuge/146/hida.pdf 1994 

・ 強制動員真相究明ネットワーク（2005～） https://www.ksyc.jp/sinsou-net/  

  https://ksyc.jp/mukuge/210/hida.htm  2005 
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  https://ksyc.jp/mukuge/218/hida.pdf  済州島 2006 

  https://ksyc.jp/mukuge/220/hida.pdf  高山 2007  

  https://ksyc.jp/mukuge/263/hida-sinsou.pdf  2014 京都  

  https://ksyc.jp/mukuge/264/hida-tikuhou.pdf  筑豊 2014 

  https://ksyc.jp/mukuge/269/hida-ube-2.pdf  宇部長生 2015  

  https://ksyc.jp/mukuge/275/hida.pdf  名古屋 2016 

  https://ksyc.jp/mukuge/282/hida-matumoto.pdf  松本 2017 

  https://ksyc.jp/mukuge/287/hida-okinawa.pdf  2018沖縄 

  https://ksyc.jp/mukuge/289/hida.pdf  2018 長崎 

  https://ksyc.jp/mukuge/294/hida.pdf  2019 高崎 

 

●６ 青丘文庫関連 https://ksyc.jp/sb/  

 

・ 水野直樹 https://ksyc.jp/sb/iware.html  

・ https://ksyc.jp/mukuge/212/hida.pdf 2005 第 2回合同研究会 

・ 飛田雄一青丘文庫実録  

https://blog.goo.ne.jp/hidayuichi/e/4283432f827087bbe98bf89415b5f18b 

 

●７ その他①沈雨晟さんのこと 

  https://ksyc.jp/mukuge/220/hida.pdf  2009  

  https://ksyc.jp/mukuge/295/yamane-simsennsei1.pdf 2019  

  鹿嶋節子 1983 https://ksyc.jp/mukuge/078/kashima.pdf  

 

●８ その他②『季刊三千里』のこと 

（廣瀬陽一のホームページに総目次 http://srhyyhrs.web.fc2.com/k4-ki1.html ） 

  飛田と季刊三千里／以下の最後の部分 https://ksyc.jp/mukuge/305/hida.pdf  

 

●９ その他③などなど 

  https://ksyc.jp/mukuge/207/hida.pdf 日韓障害者 

  https://ksyc.jp/mukuge/286/hida.pdf 2018日韓市民 100 人の対話 

・ 六甲アーカイブのこと 

  https://ksyc.jp/rokko-archive/  

 

＜参考／飛田の本＞ 

・ 『日帝下の朝鮮農民運動』（１９９１年９月、未来社）  

  https://ci.nii.ac.jp/ncid/BN06819841  

・ 『朝鮮人・中国人強制連行・強制労働資料集』（金英達と共編、１９９０年版（1990.7）、１９９１年

版（1991.7）、１９９２年版（1992.7）、１９９３年版（1993.7）、１９９４年版（1997.7）、いずれも
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神戸学生青年センター出版部）  

・ 『現場を歩く 現場を綴る―日本・コリア・キリスト教―』（かんよう出版 2016.6 四六版 250 頁 1620

円）https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784906902668  

・ 『心に刻み、石に刻む―在日コリアンと私』（三一書房 2016.11 四六判 255 頁 1944円）、 

  http://31shobo.shop-pro.jp/?pid=119409836 

   https://honto.jp/netstore/pd-contents_0628151234.html  

・ 『旅行作家な気分―コリア・中国から中央アジアへの旅―』（合同出版 2017.1 四六版 272 頁 1620

円） https://www.godo-shuppan.co.jp/book/b474654.html  

・ 『時事エッセイ―コリア・コリアン・イルボン（日本）―』むくげの会、2018 年 5月、 

  https://ksyc.jp/mukuge/hida-essay.pdf  

・ 『再論 朝鮮人強制連行』（三一書房 2018年 11月 

  https://31shobo.com/2018/10/18011/  

・ 『極私的エッセイ―コロナと向き合いながら』（社会評論社 2021.2 四六版 148頁 1720 円） 

  https://calil.jp/book/4784517510  https://www.shahyo.com/?p=8481  

https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784906902668
http://31shobo.shop-pro.jp/?pid=119409836
https://honto.jp/netstore/pd-contents_0628151234.html
https://www.godo-shuppan.co.jp/book/b474654.html
https://ksyc.jp/mukuge/hida-essay.pdf
https://31shobo.com/2018/10/18011/
https://www.shahyo.com/?p=8481

