
6.講座の詳細 (シ ラバス)

大学名
(日 本語) 大連科技学院

(English) Dalian University of Science and Technolo8y

講座タイトル
(日本語) 高齢化対応の視座から見たユーラシア共同体の社会福祉システムの構築

(English) Vicwing tho ConstrucSon ofthe EtJrasian Commu前 ty s WolFaro Systcm for Shooい ng Tigors from thc Porspectivo of Rcsponse to Aging

講座実施期間 2022年 9月 1日 ～ 2022年 12月 8日 講座実施曜日/時間 ノ 曜日/ 13: 80～  15:00

講座対象学部

及び学科名

(日 本語) 経済・ 経営学部社会保障学科、ソーシャルワーク学科

(Ettgiish) School of Economics and ttanagcnent Soctal Sccunt,D`ciplinc,SoclaI Work D`ctphnc

受講対象学生数 loo  名 受講対象学年 3年生 講座で使 う言語 中国語、 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) ユーラシア共同体における一人暮らしの高齢者 尚 小涵 大連科技学院

9/1 (En「 ish) Elderly people living alone in the Eurasian community Gao Xiachan

第2回 (日本語) ユーランア共同体の展開 鄭 俊坤 ユーラシア財国

9/8 (Englsh) Development ofthe Eurasian community Zheng 」unkun Eurasia Foundation

第3回 (日本語) アジア共同体における労働市場 張 抗私 束北財経大学経済学院

9/15 (Engish) Labor marketin the Asian community Zhang Kangsi

第4回 (日 本語) 中国と日本の社会保障法の比較 馬 喧 大連科技学院

9/22 (Engish) Comparison of Chinese and Japanese Social Security Laws Ma Xuan

第5回 (日本語) 地域経済一体化の実践と展望 遅 国泰 大連理工大学

9/29 (Englsh) Practice and prospects for regional economic integration Chi Cuotai

第6回 (日本語) ユーラシア共同体における高齢化の}夕し状 召F 文タロ 大連科技学院

10/6 (Engish) Current status oF aging in the Eurasian community Shao Wettuan

第7回 (日本語) 近代大連の発展と日本の影響 李 延坤 大連海事大学

10/13 (EngLish) Development of modern Dalian and influence oFJapan しi Yankun Daltan Maritimc University

第8回 (日本語) ホスピスケアから兄たユーラシア共同体の構築 劉 媛媛 大連科技学院

10/20 (Englsh) Viewing the Construction of Eurasian Communtty from Hospice Care Liu Yuanyuan

第9回 (日本語) アジア共同体に関するオリエンテーション 李 麦牧 河南大学経済学院

10/27 (Enghsh) Orientation on the Asian Community Li Maishou

第10回 (日本語) リスク管理の視点からのユーラシアコミュニティ信用システムの構築 楊 潔 東北財経大学

11/3 (Englsh) The Construction of Euraslan Commllnitン Credit System行 om the Perspective of Risk Control Yang JiC

第11回 (日 本語) 大学教育におけるユーラシア共同体構築意味の育成 張 放英 大連財経大学

11/10 (Englsh) Fostenng the meaning oF bunding an Eurasian community in university educadon ZhanB Shuying

第12回 (日本語) リーダーシップの組織的防衛 陳 艶 東北財経大学

11/17 (Englsh) Organizational defense oFleading cadres Chen Yan

第13回 (日本語) 社会政策の視点から見たユーラシア共同体の構築 春紅 大連科技学院

11/24 (Englsh) Building an Eurasian communiげ frOm the perspective of social policy Xie ChunhonB

第14回 (日本語) 日本語教育の変遷、現状と共同体の育成 張 山石 大連束軟信息学院

12/1 (Englsh) Tranddon ofJapaneSe language educadon currentsituation and communit)development Zhang Yan

第15回 (日本語) ユーランア共同体の社会福祉制度の構築 召ド 文媚 大連科技学院

12/8 (English) Building a social welttre system for the Eurasian community Shao Wen」 uan

第 16回 (日本語)

(English)

第17回 (日 本語)

(Englsh)

(22GA―JPl)


