
6.講座の詳細 (シ ラバス)

大学名
(日 本語) ベトナム国立音楽院

(English) /ヽietnam National Academy of Music

講座タイトル
(日 本語) 文化と音楽を通じたアジア共同体論

(En81iSh) Asian Community through Culture and Music

講座実施期間 2022年  9 月 22 日～ 2022年 12月 29 日 講座実施曜日/時間 木 曜日/ 9:80～ 11:30

講座対象学部

及び学科名

(日本語) 全学部・ 全学科

(English) All faculties and depart:nents

受講対象学生数 80 名 受講対象学年 3年生 講座で使う言語 ベトナム語・ 英語。日本語・ 韓国語

日付 講義テーマ
講協市名

(姓) (名 )

講師所属機関名

第1回 (日 本語) 大衆文化から見るアジア共同体 金 香 淑 日本大学

9/22 (Engls■ ) Asian community seen frorn rnass culture Kim Hyangsuk Nihon Un市 ersity

第2回 (日 本語) 音楽を通した国際連携とアジア共同体 グエン チョン ビ ン ベトナムロ立音楽院

9/29 (English) International conaboratiOn through rnusic and the Asian community Nguyen TrOng Binh

第3回 (日本語) 近代音楽史から見るアジア共同体 榎本 泰 子 中央大学

10/6 (English) Astan community seen from modern music history ENOMOTO Yasuko Chuo University

第4回 (日 本語) アジア共同体と音楽の社会的役割 グエン ビンディン ベトナムロ立音楽院

10/13 (Englsh) Social role of Asian community and music Nguyen Binh Dinh

第5回 (日 本語) やがて世界はひとつになる 佐藤 洋治 ユーラシア財団 frOm Asia

10/20 (Englsh) The Worldヽ Will Be United in the Near Future Sato Ytti Ellrasla Fowndanon(frOm Asia)

第6回 (日本語) 西洋クラシック音楽受容史から考えるアジア共同体 フ ォ ン ホ ア ベトナム国立音楽院

10/27 (Englsh) Asian community frona the history of Western classical rnusic acceptance Phuong Hoa

第7回 (日 本語) 相互文化主義とアジア共同体 ハ し/ ヨンテク キョンギ大学

11/3 (English) Interculturalisnュ and the Asian cornrnunity Han Yongteak Kyon88i University

第8回 (日本語) アジアの建築文化とグローバリゼーション レチン タ ン ハノイ建築大学

11/10 くEnghsh) Asian architectural culture and giobalization Le Chien Thang Hanoi Architectural University

第9回 (日 本語) アジア共同体を音楽交流から考える 力日糸内 遥香 音楽評論家

11/17 (Englsh) Asian community and Music exchanges Kanoh Haruka Wtusic critic

第10回 (日 本語) 専門音楽教育から考えるアジア共同体 レアン トゥアン ベトナム国立音楽院

11/24 (En」ish) Asian Community f:｀ om Professlonal Music Education Le Anh Tuan

第11回 (日 本語) グローバル教育動向とその影響 鄭 賢俊 (株)プルト

12/1 (Engと ish) Global Education Trends&Implications Chung Hyuttune Pluto lnc

第12回 (日 本語) カンボジアとアジア共同体 ロイ レスミー 王立プノンペン大学

12/8 (English) Cambodia and Asian community LOCH Leaksrny Ro,81 UniVcr(:ity OfF)hnam Ponh

第13回 (日 本言吾) アジア共同体とスマートシテイ~ ロ ン ソノミン ウエスタン大学

12/15 (Englsh) Asian Community and smart cities Long Sovang Western University

第 14回 (日 本語) ラオスとアジア共同体 サヤコン マライカム ラオス国立大学

12/22 (EngHsh) Laos and Asian Cornrnunity Sayakone Malaykham National University of Laos

第15回 (日 本語) 今、なぜアジア共同体なのか ? 鄭 俊坤 ユーラシア財国 flom Asia

12/29 (English) Whyis an Asian community now necessary Chung 」OOnkOn EIIrasta FoundadoncrOm Asia)

第16回 (日本語)

(Enghsh)

第17回 (日 本語)

(English)

(22GA JP2)


