
6.講座の詳細 (シ ラバス)

大学名
(日 本語) 大連財経学院

(English) Dahan Univcrsity of Financc and EconOn■ lcs

講座タイトル
(日 本語) 多文化共生視 におけるアジア共同 の育成

(English) frOm a Multicultural PersPcctiVeFostering Asian Conll■ unity Awareness

講座実施期間 2022年 9月 1日 ～ 2022年 12月 30日 講座実施曜日/時間 月 1曜 H/ 13 : 00～ 14 : 35

講座対象学部

及び学科名

(日 本語》 全学部の学生100名 -40名
(English) 4 0 students across thc university and

受講対象学生数 100  名 受講対象学年 1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) 《人類運命共同体創成意識の育成》講義概論 張 淑英 大連財経学院

9)]191ヨ (English〉 「Fostcin8 awarnc、 orthc crcadon oF a commtじ uv or human de、 tin/J,I´ccturc lntroducdon ZHANG SHUYING

第 2[Httl (日 本語) 人類運命共同体に向けてのアジア共同体 金 山 海南大学

9月 26日 (E■
=lish〉

Asian Communityfor Human Fatc Community JIN SHAN Hainan University

第3団 (日本語) 朝鮮半島における儒教文化 韓 英 大連大学

10月 10日 (Engiish》 COnfucian cu■ ure in Korcan Peninsula HANG YING Dahan Univcrsity

第4回 (日 本語) 中日韓の女性労働 張 抗私 東北財経大学

10月 17日 (English) Womcnis labOrin China,Japan and Korca ZHANG KANGS

第5回

10月 24日

(日 本語) 過去の戦争とアジア共同体

d thePast wars an Asian coHIInunity

呂

L 「ヽ

秀一

XIL「YI

玉林晰竜学院

Yuln NormそIIUniversity(Engl`h)

第6回 (日 本語) 「関東州」の歴史―そのアイデンティティと教育 李 延坤 大連海事大学

10月 31日 〈English) The HistOry Of Kanto Pro胡 nce:Identity and Education LI YANKUN Ddian Maridmc Uni、 ,crslリ

第7回 (日 本語) アジア共同体 と多民族文化の調和的な共生 本ト 好姫 玉林卯疱学院

11月 7日 (Englζ ■) Cross‐ cultural exchange and Asian co■ lrnunity formation PIAO YING Yuln NormalUnivcrdty

第8回

11月 14「 |

く日本語)

(Engiish)

日中公共外交―北東アジア共同体創成に向けて―

,apan China Public Diplomaげ 伽d dic Crcadon OfNord,cast ASan Comn】 uniリ TONG
占新

ZHANXIN
海南大学

Hainan University

第9回 (日 本語) ウィリアム・シェイクスピアの業績 張 志 剛 大連民族大学

11月 21日 (English) Wilhanl Shakespeareis Achicvements ZHANG ZHIGANG Dalian Minzu Un市 ersity

第 10回 (日 本語) なぜアジア共同体なのか 鄭 俊坤 ユーラシア財団

11月 28日 (E■」sh) Why Asian Community Now? CHUNG JOONKON
第11回 (日 本語) 日本語教育の歴史的変遷

The Dて 、■よopれをnt,P了 儘Cnt Siuatb n and Co ndtructお no(DttthyCommuniッ of,aゎれもCI anguageFメ lucatbn

]長 石 大連東軟信息

12月 5日 (English) ZHANG YAN
第 12回 (日 本語) 日本外交の形成 とその国際関係 寺本 康俊 広島経済大学

12月 12日 (English) Formadon and interntadonal reladons ofJapancsc diplomacy TERAMOTO YASUTOSHI Hircaina41yardtiェ tsaanainic

第13回 (日 本語) 仕女画と浮世絵―中日美意識比較研究― 孫 静茄 遼寧師範大学

12月 19日 (Ett「ると) Women s Paintings and〔 テklyo― e― Comparat市 e Study of Ыno‐Japanesc Aesthetた s SUN JINGRU IttaOnin8 Normal Un市 crsity

第14回 (日 本語) 学習共同体からアジア運命共同体へと 孫
愚

畢 大連民族大学

12月 26日 (English) FЮm lcaming coinmunitytO Asian communiり OfCOmmon dcstiny SUN NING Dalian Minzu UniverSty

第15回 (日 本語) 時代に伴 う中日文化の衝突と融合 整↓ 利 国 大連外国語大学

1月 9日 (English) Confusion and ftision Of ChnaいJapan Cultureれith thc devclopmcnt of cra LIU LIGUO Dahan For(ヽ 竜nIク anguage Unヤ o蘊y

第16回 (日 本語)

(English)

第 17回 (日 本語)

(Engiish)

(22GA― JPl)


