
6.講座の詳細 (シ ラバス)

大学名
(日本語) ラオス国立大学

(Englsh) National University of Laos

講座タイトル
(日本語) アジア共同体論

(English) Studies of Asian Community

講座実施期間 2022年 9月 10日 ～ 2023年 1月 H日 講座実施曜日/時間 ア∫く 曜日/13:00～ 15:00

講座対象学部

及び学科名

(日 本語) 文学部の全学科

(Englsh) An faculties and departrnents

受講対象学生数 80 名 受講対象学年 全学年 講座で使 う言語 ラオ語・ 英語。日本語。韓国語

日付 講義テーマ
講師名

(姓 ) (名 )

講白市所属機関名

第1回 (日 本語) 外国語教育から考えるアジア共同体 サヤコン マライカム ラオス国立大学

10/12 (Englsh) Asian Co■llnunity thinking fronl Foreign Language Education Sayakone Malaykham National University ofと ,aos

第2回 (日 本語) アジア共同体の歴史的背景と特徴 金 香淑 日本大学

10/19 (English)
=Iistorical background and characteristics of thc Asian conlmunity

Kim H yangsuk Nihon University

第3回 (日 本語) アジア伝統文化と建築から考えるアジア共同体 ヴォンヴィライ サヤフォン スパヌヴオン大学

10/21 (Engish) Asian community from the persPective of traditional Asian culture and architecture
/ヽongvllay Xayaphone Souphanouvong University

第4回 (日 本語) カンボジアの農業からとみるアジア共同体 ロイ レスミー 王立プノンペン大学

10/28 (Engish) Asian community frona the perspective of Cambodian agriculture Loch Leaksmy Roya1 1,nivorsltv or PhnOm Pcnh

第5回 (日本語) ラオスとアジア共同体における教育管理 ケオマニ トンスーク ラオス国立大学

11/2 くEngnsh) ducational managementin Laos and Asian cornrnunities Keornany Thongsouk National Un■ ersity oF Laos

第6回 (日 本語) グローバル教育動向と影響 チョン ヒョンジュン (株)プルト

11/9 (E4ghsh) Cllobal Education Trends and lmpllcations Chung Hyuttune Pluto lnc.

第7回 (日 本語) アジア共同体で守る生活環境 榎本 泰子 中央大学

11/16 (Engish) Living environment protected by the Asian community Enomoto Yasuko Chuo Un市 eristy

第8回 (日本語) アジア共同体のための相互文化主義 ハ う/ ヨンテク 京畿大学

11/23 (Englsh) Interculturalism for the Asian conlrnunity Han Yongteak Kyonggi Un市 ersity

第9回 (日本語) アジアの伝統から考えるアジア共同体 テーパスリントン ポンサワン チャンパサック大学

11/30 (Englsh) Asian community thinking from Asian tradition Thapphasohthone Phonesavanh Champasack University

第10回 (日 本語) アジア共同体とスマートシティー ロ ン ゾノミン ウエスタン大学

12/7 (English) Asian Community and smart cities Long Sovang Western University

第11回 (日 本語) なぜ、いまユーラシア共同体なのか ? 鄭 俊坤 ユーランア財団 From Asta

12/14 (Engとish) Why is it an Eurasian cornrnunity now? Chung 」OOnkOn Eurasla FotlndaHon(frOm Asla)

第12回 (日本語) 数学教育から考えるアジア共同体 スックソムヴァン プ イ ラオス国立大学

12/21 (Englsh) Asian Community thinking ft'om Mathematical Education Souksomvang Phoui National University of Laos

第13回 (日 本語) 韓流とアジア共同体 権 静 培材大学

12/28 (Engish) Korean wave(Hallyu)and Asian community Kwon 」ung Paichai University

第14回 (日 本語) やがて世界は一つになる 佐藤 洋治 ユーラシア財団 仔om Asia

1/4 (English) The Worldヽ Will Be United in the Near Future Sato Ytti E、ralia Foundauon(仕 om Asia)

第15回 (日本語) 多文化コミュニケーション教育から考えるアジア共同体 スックチャルン ミサイ ラオス国立大学

1 / 1 1 (Enghsh) Asian Community thinking from multiculture communication education Soukchaleun Mixay Nationat University of Laos

第16回 (日本語)

(English)

第17回 (日 本語)

(Englsh)

(22GA JP2)


