
6。 講座の詳細 (シ ラバス)

大学名
(日 本語) 釜慶大学
(English) Pukyong National University

講座タイ トル
(日 本語) アジア共同体のユ11解 ‐アジア青年政治と大衆文化

(Engttsh) Understanding ofthe Asian CoΠ lmunity:Asian Youth Politics and Popular Cukure

講座実施期間 2022年  9 月 1 日～ 2022年 12月 20 日 講座実施l曜 日/時間 切 曜日/15:00～ 17:00

講座対象学部

及び学科名

(日 本語) 全学

(E4giish) Vヽlhole schooI

受講対象学生数 100 名 受講対象学年 1年生～4年生 講座で使う言語 韓国語、日本語、中国語、英語

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) オリエンテーション 車 載権 釜慶大学
alrn/dd (E■81iSh) Orientation Cha 」ae―Kwon Pukyoung NaHonal University

第2回 (日 本語) やがで世界は一つになる 佐藤 洋治 ユーランア財
「

liom ASa

(Englsh) TheヽⅣoHd l,Vill Be United in the Near Future Sato Yoii Euras a Foundauon(frOm Asia)

第3回 (日 本語) 今、何故新しい共同体なのか。 要ト 俊坤 ユーラシア財団れom Asa

(Englsh) Why a New Community Now? Chung 」oon― Kon Euras a FoundaHon(frOm ASa)

第4回 (日 本語) アジアの政治特色と青年政治 Yap Fiona オーストラリア回立大学

(English) Asian political characteristics and youth politics Yap Fiona Austra‖an Nauonal un ve「 sity

第5回 (日 本語) 韓国の政治特色と青年政治 鄭 浩咎 釜慶大学

くEnglsh) Korean political characteristics and Youth Pohtics Chung Ho―Young Pukyoun8 National Un～ erslty

第6回 (日 本語) 中国の政治特色と新造語で視る青年政治 金 敬蛾 釜慶大学
(Englsh) Youth po“ Hcs seen in Chinese p。 ‖ucal cha「actettsucs and new coined words Kim Kyung…A Pukyoung NaHonal unive「 shy

第7回 (日 本語) 日本の政治特色と青年政治 勝村 誠 立命館大学
(Engish) 」apanese political characteristics and youth politics Katsumura Makoto Ritsumeikan University

第8回 (日 本語) 合湾の政治特色と青年政治 峯J 復國 合湾政治大学
(Eaglsh) Tatwanis political characteristics and youth politics Liu Fu― Kuo NaHOnal Chengchi UniversК y

第9回 (日 本語) 釜山青年文化政策の現況Kと 見込み 李 昇旭 P an‐ B文化夢術協 ,il組 合

(Enghsh) Busan Youth CuituraI Policy Current Status K and Expected Lee Suenも‐WOOk creauve PIan― B COOP

第10回 (日 本語) 中国の現代俗画で視る中ll、l古年の白画像 金 員)贋 文化財庁
(English) Sel卜 pottrait of a Chinese youth seen in rnodern Chinese painting Kim Jin―Soon cunu「al Hentage Administrauon

第11回 (日 本語) 日本の人衆文化と青年 沈 佑舷 九州産業大学
(Englsh) Japanese popular cuiture and youth Sim U―Hyon Kyushu Sangyo universtty

第 12回 (日本語) 合湾の大衆文化と背年 戴 恒 釜山タト国語大学

(Enghsh) Taiwanese popular culture and youth Tai Heng

第13回 (日 本語) 新たな韓日関係、青年の役割と課題 旦 世雄 釜山韓日文化交流協会

(EngLsh) New Korea― 」apan relations,youth roles and cha‖ enges Oh Sei―Woong

第14回 (日 本語) 沖縄で束アジアの平和を考える 李 佳妍 慶星大学
(Enghsh) Thinking about peace in East Asia in Okinawa Lee Ga―Yeon Kyungsung University

第15回 (日 本語) 講義総評 車 載権 釜慶大学
(English) Overall Re胡 ew Cha Jae―Kwon Pukyoung NaHonal un ve「 sity

第16回 (日本語)

(English)

第17回 (日本語)

(English)

(22GA JPl)


