
6。 講座の詳細 (シラバス)

大学名
(日 本語 ) 南京信息工程大学

(English) N雷耳ing Univcrsity oflnfomaation Science&Tcchnology

講座タイトル
(日 本語) 人的交流とアジア共同体

(Englsh) Pcoplc Exchangc and Asian Communiサ

講座実施期間 2022年 09月 07日 ～ 2022年 12月 14日 講座実施曜 日/時間 水 曜 日/14:00～ 16:00

講座対象学部
及び学科名

(日 本語 ) 日本語学科、中国語学科、英語学科など

(English) Japanesc Dcpartmcnt and Chincsc Dcpartmcnt

受講対象学生数 180 名 受講対象学年 二、二年生 講座で使う言語 中国語、日本語、韓国語

日付 講義テーマ
講師名

(姓 ) (名 )

講師所属機関名

第1回 (日 本語 ) 今、なぜアジア共同体なのか 賓ll 俊坤 ユーラシア財同 行om Asla

訂 d (English) Why A舗 a Communiけ Now‐Its Ncccssity Chung JOOn― kOn Ellrada Foundation(「 Om Asia)

第2回 (日 本語 ) 日本語教師とアジア共同体 修 岡1 天津外国語大学

耐 d (English) Japancsc Tcachcr and Asia Community Xiu Gang ■allJ市 Fofcign Sttdcs Unや crSv

第3回 (日 本語) 宮沢賢治の文学と東アジア文化 周 異夫 北京外国語大学

m/d (English) KcnJl Miyazawats Littraturc and East Asian Culturc Zhou Yifu Bcjing Foreign Studlcs University

第4回 (日 本語 ) 留学生とアジア共同体 趙 霞 南京信息工程大学

訂 d (English) httmational Studcnts and hc Asian Community Zhao Xia

第5回 (日 本語) 東アジア文化圏の形成と現状 徐 静波 復ユ大学

討 d (EngHsh) Thc Forlnation and Status ofthc East Asian Cultural Circlc Xu Jingbo Fudan Univcrsity

第6回 (日 本語 ) 日本近代文学とアジア文化 留」 暁芳 同済大学

討 d (English) Modcm Japancsc Litcrtturc and Asian Culturc Liu Xiaofang Tongji University

第7回 (日 本語) 伝統文化の継承者とアジア共同体 土 口 史記 岡山大学

ayd (Engish) Thcritagc ofhe Traditional Culturc and he Asian Community Tsuchiguchi Fu■五nori Okayama Un市 ersity

第8回 (日 本語 ) 知識人とアジア共同体 李 聖傑 武漢大学

m/d (English) Intcllcctuals and thc Asian Communiけ Li ShcnBiic Vヽuhan University

第9回 (日 本語 ) 文学者と日中文化交流 王 突紅 南京大学

討 d (Engish) Litcrati and cultural cxchangc bct、 vccn China and Japan Wang Yihong Nanjing Un市 ersity

第10回 (日 本語 ) 青少年交流とアジア共同体 旦 光輝 反門大学

Hyd (Engish) Youth Exchange and thc Asian Communly Wu Guanghul Xiamen University

第11回 (日 本語 ) 魯迅と中日文化交流 林 敏潔 南京師範大学

m/d (English) Lu Xun and cultural cxchangc bctwccn China and Japan Lin MittiC NanJng NOrmal University

第12回 (日 本語 ) 僧侶の交流とアジア共同体 葛 継勇 鄭州大学

m/d (English) Monkざ cxchangc and East Asia Community Gc Jiyong Zhengzhou University

第13回 (日 本語 ) 漢学者と東アジア共同体 安 ナ丙 韓国三育大学

m/d (English) Sinologist and East Asia Community An Bingsan Korea Sahmyook University

第 14回 (日 本語 ) 科学技術者の交流とアジア共同体 李 紅 南京農業大学

m/d (Englsh) Scicntistざ cxchangc and thc Asian Community Li Hong NanⅢns Agttcultural Universに y

第15回 (日 本語) 記念講演 :やがて世界は一つになる 佐藤 洋治 ユーラシア財団
「

om ASa

m/d (English) Commcmorativc SpccchiThc World will bc onc sato yOJl Eurasia Foundation(「 om Asia)

第16回 (日 本語 )

Hyd (EngLsh)

第17回 (日 本語 )

aVd (Engish)

第18回 (日 本語 )

nVd (Englsh)

第19回 (日 本語 )

m/d (English)

第20回 (日 本語 )

ayd (Englsh)

(21CAttPl)


