
6,Details of the course(Syllabus)

University name
(Englsh) Univcrsity of Languages and lnternational Studics

(Japanesc) ベ トナム国家大学ハノイ校外国語大学

Tidc oFthe course
(Engnsh) Understanding ofthe Asian Community

(Japanese) アジア共同体理解

Course duration Sep /  8 / 2022～  Dec/ 22 / 2022 Day ofthe Thu/ 09 :50～ 12 :00

Facu士り/Departme

nt targeted

(Engtish〉 Department of Korean,Japanese,Chinese,English,German,French Language and Culture

(Japanesc) 韓国言語文化学部、日本言語文化学部、中国言語語文化学部,英語文化学部,フ ランス言語語文化学部, ドイツ人言語語文化学部

of students to be earoned in the 110 Target flrst and sccond ycar studcnts MediuHi oflanguage Vicinamcsc,English,Korcan,JapanCSC

Date of lecture Lccture title
Name oflecturer

(Familv)   (First)
Research institute

″1 (English) Whatis Asian Communityts ldentity? Chung JOon―Kon Eurada Foundaion(from Asia)

Sep‐ 08 Oapanesc) アジアコミュニティとは ? チュン ジュンコン 一般財lJ法 人ユー ラシア財団
「

om A舗 a

″2 (Englsh) Introduction t0 1」 nderstanding of Asian Conll■ unity Tran Huu Tn ULIS

Sep-15 ()apanese) アジア共同体理解入門 チャン フー チー ヽトナムF司 家大学ハノイ枚外
「

玉語大学

″3 (Enghsh) Building a peaceful and prosperous Asian Co■ 1lnunity Nguycn Ngoc Anh ULIS

Sep-22 (Japanesc) 平和的かつ豊かなアジア共同体の構築 グエン ゴック アイン ベトナム国家大学夕ヽノイ校外IJ語 大学

″4 (EnBlish) Urban beauty and co“ llnunity order in「 Γhai social hfe ふ/1ichael Herzfeld HaⅣ ard University

Scp‐ 29 (Japanesc) タイの社会生活における都市の美しさとコミュニティの秩序 マイケル ヘルソフェル ド ハーバー ド大学

″5 (English) Gender in addressing and self― reference in Vietnamesc Andrea HOa Pham Univcrsity of Florida

Oct-06 (Japanesc) ベ トナム語での演説と自己言及におけるジェンダー アンドレア ホア ファム フロジダ大学

#6 (Engish) Intercultural Cottmunication:Building an Asian Community Chu Thi Bich ULIS

Oct-13 σapanese) 異文化コミュニケーションから見てアジアコミュニティを構築 チュー テイビツチ ベ トナム国家大学′ヽノオ校外国i吾大学

#7 (Englsh) Vietnamese history,Icxical structure and multihngualsm in SOutheast Asia Phan 狂
｀
hi IIuycn l｀ rang ULIS

Oct-20 (Japanesc) 東南アジアにおけるベ トナムの歴史、語彙構造、多言語主義 フ ァ ン フエンチャン ペ トナム回家人イハノイ枝外田語大学

″8 (Enghsと ) Koreais Practical diplomacy based on the nationalinterest Park JOngCh01 Gycongsan3 Univcrsity

Oct-27 (Japanese) 国益に基づ く韓国の実用外交 パ ク ジョンチョル キョンサン大学

#9 (English) Prospects fOrヽ「ietnam marketin 2022 Vu Xuan Tho Samsung Sccurltlcs

Nov‐ 03 (Japanesc) 2022年ベ トナム市場の展望 ヴ スアン トー サムスン証券

#10 (English) Opportuinitcs and cha‖ cngcs ofVictnamcsc commcrcial banks in AEC intcrgration Phung Quang Thanh Nationat Lconomics Univcrsity

Nov-10 (Japanese) AEC統合におけるベ トナムの商業銀行の機会と挑戦 フ ン タオン クアン 国立経済大学

#11 (Englsh〉 The obstacles in the procedure of the Korean pcninsula unification Pham QuOC Su IIanoi Mctropohtan Univcrsity

Nov-17 (Japanesc) 韓国と北朝鮮の統一を遂げる過程での壁 フ ァム クオ ック ス ハノイ首都大学

#12 (Engitsh) Histoり ofJapan‐ vietnam‐ KOrea exchanges in East Asia Bui Dinh Thang ULIS

Nov… 24 (Japanesc) 東アジアにおける日越韓の交流史 ブ イ ディン タン ヽトリム国家大学フヽノイ枝外ET語 大手

″13 (English) RCEP Agrcementi opportunities and chalenges fOr Vietnam in 2022 Bui Lan Phuong ThuOng Mai University

Dec-01 Capanese) RCEP協定 :2022年 ベ トナムにとっての機会 と課題 ブ イ フ ン フ ォ ン ハノイ商業大学

#14 (Engish) Vietnam GcOgraphy ill thc cOntcxt oFthc Asi且 ‐Pacinc gcopOlitical trcnds,ision to 2030 Nguyen Thi Hanh Diplomadc Acadcmy oF Victnam

Dec-08 (Japanese) アジアー太平洋 地政学的な動向にあるベトナムの位置と2030FFま でのビジョン グエン ァ ィ ハ ン ベ トナム外交大学

#15 (English) Presentation Contcst on Understanding Of Asian Community Lam Quang DOng ULIS

Dec-15 CapanCSC) アジア共同体理解に関するプレゼンテーションコンテス ト ラ ム クアンドン ベトナム国家大学′ヽノイ校外日語大学

#16 (English) Final Report Tran Huu Tn ULIS

Dec-22 (Japanesc) 最終報告 チャン フー チー ペ トウム国家大学フヽノイ校外国語大学

#17 (English)

(Japanese)

(22GA― EN2)


