
6.講座の詳細 (シ ラバス)

大学名
(日本語) 流通経済大学

(Englsh) Ryutsu Keizai University

講座タイトル
(日本語) アジア共同体の可能性―政治、経済、文化の視点から一

(Englsh) ofthe Asian community― from a political,economic,and cultural perspectiveThe potential

講座実施期間 2022至
= 9 

月 27 日～ 2023J辛  1 月 17 日 講座実施曜日/時間 火 曜日/ 9:00～ 10:30

講座対象学部

及び学科名

(日本語) 経済学部、社会学部、流通情報学部、法学部、スポーツ健康科学部

(Engiish) Econonllcs,Sociology ,E)istribution and Logistics Systems,Law,Health&Sport Sciences

受講対象学生数 5000 名 受講対象学年 1、 2 3、 4年 講座で使 う言語 日本語

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) アジア共同体への展望 邦 敬勲 流通経済大学

9/27 (Englsh) Perspectives on the Asian Cornrnunity YOON Kaeunghun Ryutsu Keizai University

第2回 (日 本語) アジアの民族文化―ミャンマーの民族と文化一 田蓑 健太郎 流通経済大学

10/4 (Englsh) Folk culturei n Asian countries Tarrllno Kentaro Ryuおu Keizai Un市 ersity

第3回 (日 本語) 世界経済の中のアジア 田村 太一 流通経済大学

10/11 (English) Asia in the world economy Tarnura Taichi Ryutsu Keizai University

第4回 (日本語) アジアの物流とネット通販 官武 宏輔 流通経済大学

10/18 (Englsh) Asian logistics and online shopping Miyatake Kosuke Ryutsu Keizai University

第5回 (日 本語) アジアのネット社会化とその影響 福 井 流通経済大学

10/25 くEngitsh) The internet and ICT in astan society Fukui Kazuki Ryutsu Keizai Universlty

第6回 (日 本語) 環太平洋の社会的養護 粟津 美穂 (米国)IFCA

11/8 (Engish) Social care in tne Paciac Rirll countries Awazu Miho IFCA

第7回 (日本語) アジアにおける感染症と人権 和泉 員蔵 アイルランガ大学熱帯病研究所

11/15 (Englsh) Relations with an infcctious disease and human rights in Asia Izunli Shinzo Airlan88a Un"orsity,ITD

第8回 (日 本語) 東アジア女性史点描一おんなが創った中国の歴史 原 宗子 流通経済大学

11/22 (Englsh) The drawing of East Asian wottlenls history Hara Motoko Ryutsu Keizal University

第9回 (日 本語) アズキと東アジア 田島 俊雄 東洋文庫

11/29 (Englsh) Adzuki bean and East Asia Tttima Toshio Toyo Bunko

第10回 (日 本語) アジア観光とその歴史 李 令福 映西師範大学

12/6 (Engish) Asian tourisrn and its history Li Ling― Fu Shaanxi Normal University

第■回 (日 本語) アジアのスポーツイベントと国際交流 向 山 昌禾1 流通経済大学

12/13 (English) Asian sports events and international exchange Mukoyama Masatoshi Ryutsu Keizai Un市 ersity

第12回 (日 本語) 東アジアの都市生活事情 湯川 真樹江 慶応義塾大学

12/20 (English) City 1lfe circumstances in the East Asia Yukawa Makie Keio University

第13回 (日 本語) 日韓の中国文化受容 李 承律 慶北大学校

12/27 (Engish) The reception of Chinese culture in」 apan and l(orea I Sun fyul Iく
)′
ungpook NattOnat Univeぃ itッ

第14回 (日 本語) 韓国の観光と社会 全 福善 (韓国)KMAC
1/10 (Engish) Korea Tourism and Society 」EON Boksun K＼/1AC

第15回 (日 本語) 講義のまとめ 佐藤 洋治 一般財IJと 人ユーランア財回flom Atta

1/17 (English) Su■lrrlary of the Lecture Sato Ytti Fllrasia Fo(lndatlon(from Asia)

第16回 (日 本語)

(English)

第17回 (日 本語)

(English)

(22GA― JPl)




