
6.講座の詳細 (シラパス)

※講座担当者による講義は2回まで、その他の講師は1回のみとして下さい。

また、学外 (国内外の)からも幅広く講師をお招き下さい。

洋 名
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(Engish) Wottu N前 onЛ Univettity

講座タイトル
(日 本語) ジアの文化と共同体

(En」

`h)
Culture and Community

講座実施期間 Z022年 09月 01日 ～ 2022年 12月 21日 講座実施曜日/時間 / 16:00 - 18:00

講座対象学部

及び学科名

(日 本語) 学部生

(Engにh) thc smdents of this

受講対象学生数 100石 受講対象学年 学部生 講座破 う言語 、日本語

日付 講義升 マ
講師名

(姓 ) (名 )

講師所属機関名

第1回 (日 琳輻吾) アジア共同体の紹介 洪 螺 江陵原州大学(韓国)

訂 d (En」 ish) lntroduction of the Asian Community Hong Young Hee 働 ig.ietttMD」 u Natioli』 Uiuv

第2回 (日舞輻吾) アジア文化共同体と漢字交換 姜 俎 明知大学中文科(韓国)

訂 d (En」 ish) 艦ian Culttal ConimとIrЦけ and 9山鴎c Cllaractcr Exchang Kang Younok Myong,iU五■eぉ iv

第3回 (日本語) アジア共同体と東アジアの望夫石伝説の展開と特徴 邦 吉雄 香港教育大學

na/d (En」ish) 代sian(lonnwtttyandRca∝
`〔

)nsOnthcNc、 つ lrcctiono{EastAsim(乃 血 ianism Zheng ЛXong Rie Fxh蜘 (xl輸雨∝的 OFttliB(卿

第4回 (日 琳輻吾) アジア共同体の必要性と可能性 邦 俊坤 ワンアジア財団

lVd (En」 ish) The Ncccssity Υd Possibiliけ Of dle Asiali Commulliけ Zhellg Junkon Chef E10en of one ASa

第5回 (日琳疇吾) アジア共同体と 束アジアの文化の共通性と相違 李 光来 江源大学(韓国)

訂 d (En』 ish) sヽian Com unity and The sinilarities and differences of Asian cultures b Guang Rae 酬 Glll)｀ 1ヽATI(XNヽ ししlヽ Iヽ月]RSITゝ

第6回 (日本語) 『西遊諭  と中国の宗教との関係について 黎 子鵬 香港大学(香港l

.yd (Engish) ASan Conll■ulaiら「釧遺 Reli」 o4and h徹血 ℃ h Oma Li ZPeng Chncsc l)luvelsly of恥 曜 Kong

第7回 (日 稲 ) アジア共同体と 朝鮮の訓民正青創製について 金 齢 江陵原州大学(韓国 )

訂 d (Engish) 柏ian Colllmunity and Thc hvcmon of HШ unittcoilgClm in Jos∞n町 鰯 ら
′ Km MLl Lim (るngneung Wonlu Natontt un v

第8回 (日 琳疇吾) アジア共同体と 漢字の造字原理 李 国英 北京師範大学(中国)

1,d (English) 頓 an Con】 nluiⅡら′alld■le pttciple of Chnese characttr抱 川斑止ion Li GuoYing Beling Nom』 U雨vettiv

第9回 (日琳哺吾) アジア共同体と 日本語は日本人をどう見ているか 本ト 鍾升 江陵原州大学(韓国 )

iVd (En」 ish) 電iali Coiィ 】lnulaiけ and HOW Japanese Exprcsses Japallese Pcople Park Jong Sclug Gangieung Vヽもnlu Nttond U耐 ィ

第10回 (日 襦 ) アジア共同体と 東アジアの漢字文化圏―漢字使用の論争と現状 洋 豊
ｍ 炭星大学 軒国双字研究所

1lVd (En」 ish) sヽ an Collullu■ t、 and■ le叫tdte ald cttcit utt盪 色on or uie l,,e of Qiul敬 胡」鵡tcrs dl■le Cdlttrtt cと Ыe oF ttЫ ハda Hco Cllul Kyungsung Uttversity

第1ヽ 回 (日本語) 束アジアの地方伝説の伝播と変異‐望夫石伝説を中心に 彰 腑 國立東準大学(台洵

Hyd (Engish) 電iali Colュinillluty and■ lc Vねetン and C141a破 五sttcs of WallgAI Stolie in East Asiati Ciリ Peng Yan Lun Nれonal Do181iШ  U面、c「s ty

第12回 (日琳哺吾) アジア共同体の展望 :ワンワールド 佐藤 洋治 ワンアジア理事長 (日 本 )

1lyd (En」 ish) [00蝿 b he AЫati Comサ :Onc world Sato 【式 i Ch封■γlan of One Asia

第13回 (日本語) 漢字のベ トナムヘの伝播 と漢字文化遺跡 李 輝 國立中央大学(台洵

:打d (En」 ish) 馬ian C()lii1111■ liS'and■ llc Tcacling of・ Shuo Vヽcn Jlc Zin aid he Apphcation oF Chれ icsc Educatioli Lee Shu‐ping Naれ ond Cx,ntr』 U茄Ⅲ℃菌ty

第14回 (日 綿 )

lWd (En」 ish)

第15回 (日 オ輯吾) アジア共同体と 漢字の文化岸的価値 王 立写 北京師範大学(中国)

nVd (Engish) 代説all Colxll■ uniけ atid TliC Culttral valuc of Chncsc charactcrs Wang LiJln Belitt Nom』 U市 ve「siv

(20GA‐JPl)


