
6.講座の詳細 (シラバス)

大学名
(日 本語) 常州大学

(Enghsh) Changzhou Univcrsity

講座タイトル
(日 本語) アジア共同体の構築―その文化、歴史、思想

(Englsh) For a Asia community‐ thc culttrc,history and though

講座実施期間 2022年 2月 28日 ～ 2022年 6月 13日 講座実施曜 日/時間 月 曜日/18:30～ 20:00

講座対象学部
及び学科名

(日 本語 ) 外国語学院/日 本語学科

(Englsh) Japanesc DcpaH【 nent School of Forcign Languages

受講対象学生数 200   名 受講封象学年 学部 1-4年生 講座で使う言語 中国語と日本語

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 ) 現代日本における「やさしいJ日本語 陳 林俊 常州大学

2/28 (English) On thc Easy Japancsc Chen Littun Changzhou Univcrsity

第2回 (日 本語 ) 東アジアの古学思想と『孟子』の解釈 張 暁明 北京第二外国語学院

3/7 (Englsh) Thc thought of Ko‐gaku and intcrprction of Mcncius in East Asia Zhang Xiaoming BCtin8 htema面 onaI Studics Universlty

第3回 (日 本語) 同時通訳の経験と教訓から見る通訳人材の育成 享呂 連友 北京外国語大学

3/14 (Englsh) Thc intcrprcter training‐ Fom thc perspectivc ofthe expcicncc and lesson oF slmuitaneous intcttrctation Guo Lianyou BelJlng Fofc18n Studes Uhvc、 iv

第4回 (日 本語 ) 東アジア共同体の視点から見た茶と禅 張 建立 中国社会科学院

3/21 (Englsh) Studying Tca Ceremony and Zen玉 十oln the Perspcctivc of East Asian Community Zhang Jianh

第5回 (日 本語 ) 古代東アジアにおける時間文化の特徴 劉 暁峰 清華大学

3/28 (English) Thc Cultural Fcaturcs ofTimc in Ancicnt East Asia Liu Xiaofcng Tsinghua Un市 crsiけ

第6回 (日 本語 ) 近代における日本の対中国宣伝 孫 継強 蘇州大学

4/4 (Englsh) On thc Rolc of CorpuSin thc Study of Languagc and Transiation Sun Jiqiang Soochow Un市 ersity

第7回 (日 本語 ) 言語 。文化と異文化コミュニケーション 劉 峰 准陰師範学院

4/11 (Englsh) Languagc culturc and intcrcultural communication Liu Fcng 卜Iuatyin Normalモ )niversity

第8回 (日 本語 ) アジア共同体の構築に向けて一コミュニティ通訳の視点より 宋 暁凱 山阜師範大学

4/18 (Englsh) On thc Constmction ofthe Asian Community from the Translation of``Community'' Song Xiaokal QuFu Normal University

第9回 (日 本語 ) 室町時代の茶の湯における唐物崇拝 蜜J 翠 常州大学

4/25 (Englsh) Karamono Adoration ofCha No Yu on MuЮ machi pcriod Liu Cui ChangZhou University

第10回 (日 本語 ) 東アジアの生命観からみる日本の動物倫理 越 χ雪ナl」 南京理工大学

5/2 (Englsh) Animal Ethics in Japan‐ from the perspcctive oflmagc of hfe in East Asia Zhao Yivci

第11回 (日 本語 ) 日本中世文化の特質 上島 旱 京都大学

5/9 (English) Characttristics of Japancsc Mcdicval Cuiturc UCiima Susumu Kyoto University

第12回 (日 本語 ) 東アジアの中の日本の神仏融合 吉田 一彦 名古屋市立大学

5/16 (Englsh) The intcBratiOn ofJapan's kami and buddhist― IIom thc perspcctivc ofEast Asia Yoshida Kazuhiko Nagoya City University

第13回 (日 本語) 五代・北宋期中国と平安期日本の双方向文化交流―仏典の往反と相互批評― 吉原 浩人 早稲田大学

5/23 (Engish) Yoshihara HiЮ to Waseda University

第14回 (日 本語) 漢文(中 国古殉 を読むための不思議な仕掛け 八幡 啓 泰山学院

5/30 (Engish) Somc intercsting rncthods of rcading Chincsc Classics Yahata Hiromu Taishan University

第15回 (日 本語 ) 今、なぜアジア共同体なのか 糞呂 俊坤 ユーラシア財 」ヽlfrOm ASa)

6/6 (Englsh) Why hasittumcd to bc asian commu五 ty now Chung JoonKon Eurasia Foundation(From Astal

第16回 (日 本語 ) やがて世界は一つになる 佐藤 洋治 ユーラシア財日 (任om Asial

6/13 (Engish) Evcntualy thc World will Bccomc Onc World Sato Yoii Eurasia Foundatton(iom Asial

第17回 (日 本語 )

m/d (Englsh)

第18回 (日 本語 )

m/d (Englsh)

第19回 (日 本語 )

Hyd (English)

第20回 (日 本語 )

討 d (Englsh)

(216A―」Pl)


