
6.講座の詳細 (シ ラバス)

大学名
(日 本語) 培材大学
(English) PAI CHAI

講座タイトル
(日 本語) アジア共同体論

(Englsh) The studies of Asian Communky

講座実施期間 2022F手  9 月 1 日～ 2022年 12月  8 日 講座実施曜日/時間 掴 曜日/15:00～ 17:00

講座対象学部

及び学科名

(日 本語) 全学部・仝学科

(English) AII facutty/AII degree

受講対象学生数 80 名 受講対象学年 講座で使 う言語 国語、日本語、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) いま、なぜユーラシア共同体なのか? 糞ト 俊坤 ユーラシア財 [lf「om ASa

9/1 くEnglsh) Why,now Eurasia community Chung 」oonkon Eu「aSa Foundatton(from ASa)

第2回 (日 本語) アジア共同体の歴史的背景と特徴 金 香淑 日本大学
9/8 (Eれglsh) Historical background and characteristics ofthe Asian community Kim Hyangsuk Nihon University

第3回 (日本語) アジア共同体のための多文化教育 沈 恵蛉 培材大学校
9/15 (English) uiti― cuitural Education for Asian conlr¬ unity Shim Hyeryong Paichai Univershy

第4回 (日 本語) アジア共同体と移住女性の人権 臭 善姫 法券法人慧明
9/22 (Englsh) Asian community and migrant women Oh Sunhee Law lrm Hyemyeong

第5回 (日 本語) アジア共同体と障害人権 金 載旺

9/29 (Enghsh) Asian conlmunity and Disabled rights Kim 」aewang

第6回 (日 本語) グローバル教育動向と影響 チョン ヒョンジュン (株)プルト

10/6 (E▲
「

ish) Giobal Education Trends and lmplications Chung Hyunjune PIuto inc.

第7回 (日 本語) アジア共同体と韓流 権 評 培材大学校
10/13 (EngLish) Asian Community and Koreanヽ lVave Kwon 」ung Paichai University

第3回 (日本語) アジア共同体と国際産学協力 任 大英 培材大学校
10/20 (Englsh) Asian Community and the ties between industry and academia Im Daeyong Paichai University

第9回 (日 本語) アジア共同体と女性たちの生き方 金 和仙 培材大学校
10/27 (English) Asian community and womenis way oflife Kim Hwasen Paichai University

第10回 (日 本語) 公共外交から考えるアジア共同体 ユ ン ヒチャン 1副:横浜韓田総領茅館

/3 (Englsh) Asian community from the perspective of public diplomacy Yoon Heechan

第11回 (日 本語) 環境汚染問題とアジア共同体 オトデ ウチラルト 豪州国立大学
11/10 (English) EnvironmentaI Pollution lssues and the Asian Community Otede Uchralt Aust「 ahan Nattonal un versly

第12回 (日 本語) 協同組合とアジア共同体 イ セヒョン 韓国通訳翻訳協会

11/17 (Engtish) Co―operattves and the Asian Community Lee Sehyun

第13回 (日 本語) 相互文化主義とアジア共同体 韓 溶澤 京畿大学校
11/24 (English) Mutual cuituralism and the Asian community Han Yongtaek Kyonggi University

第 14回 (日本語) やがて世界は一つになる 佐藤 洋治 ユーラシア財□
「

om Asia

12/1 (English) The World Will Be United in the Near Future Sato Ytti Eurasia FoundaSon(ffOm Asial

第15回 (日本語) 期末テスト

12/8 (Englsh) final exam

第16回 (日本語)

(English)

第17回 (日 本語)

(Englsh)

(22GA JP2)


