
6.講座の詳細 (シ ラバス)

大学名
(日本語) 丁軍春第 1大学(延辺大学分校 )

(Eaglish) Hunchun University l(Yanbian University Branch School)

講座タイトル
(罠 本語) アジア共同体と文化交流

(Enghsh) Asian Community and Cultural Exchange

講座実施期間 2022年  9 月 14 日～ 2022年 12月  21 日 講座実施曜日/時間 ガく曜日/09:45～ 11:30

講座対象学部

及び学科名

(日 本語) 朝漢文学部。朝鮮言語文学学科、漢語言語文学学科、新聞放送学科

(Englsh) Korean Language and Literature,Chinese Language andと ■erature,Department OF」ournatiSm&Communtcation,colege or Korean/Chinese

受講対象学生数 100 名 受講対象学年 学部2年生 講座で使 う言語 漢語、朝鮮語、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) いま、なぜアジア共同体なのか 鄭 俊坤 ユーラシア財団

09/14 (Enghsh) Wiv the Asian Community now Chung 」oonkOn Eurasla Foundation

第2回 (日 本語) マスメディアと他者の表象 李 文哲 延辺大学

09/21 (Englsh) Mass rnedia and Representation Li Wenzhe Yanbian Un市 ersity

第3回 (日本語) アジア社会と文化人類学 姜 朔ト 魯東大学

09/28 (Engish) Social and cultural anthropology in Asia 」iang Na Ludong University

第4回 (日 本語) アジア共同体のための芸術の価値と役割を考える 木村 政 司 日本大学

10/12 (Englsh) Think aboutthe valuc and role of art for the Asian co■ lmunity Kimura Masashi Nihon University

第5回 (日 本語) アジア映画のトランスカルチュラルー中国苗月鮮族張律の映画を中心に 孫 鵬 魯東大学

10/19 (English) Cross cultural dialogue in Asian F1lmsi a case study oF Chinese Korean directo Sun Peng Ludong University

第6回 (日 本語) 「 記憶メディアとしての都市」青島と坂束 宅 晶子 千葉大学

10/26 (Englsh)
HCity as a memory mediumH QingdaO and Bando Miyake Akiko Chiba Un市ersity

第7回 (日 本語) 「 東アジア世界論」の構想と創出の歴史的背景 李 成市 早稲田大学

11/02 (English) Historical backBround ofthe idea and development oF East Asia Lee Sungsi Wasedaモ」niversity

第8回 (日 本語) 東アジアにおける地域経済の提携 白 如究 中国社会科学院日本研究所

11/09 くEnglish) East Asian Regional Econornic Cooperatlon Bai Ruchun Instit〔ltc Of」 apan studicsICASS

第9回 (日 本語) 国境問題研究のためのアプローチ 李 盛換 啓明大学

11/16 (Engrish) An approach to studying border problems Lee Sunghwan Keimyun3 University

第10回 (日 本語) 民族地域における人材育成に対するニューメディアの影響 王 秀媛 延辺大学

11/23 (English) Impact of ne、 v media on human resource developmentin ethnic areas Wang Xiuyuan Yanbian University

第11回 (日本語) 延辺朝鮮族 自治州教育における新入生流失問題 荏 景 日 延辺大学

11/30 (Englsh) Yanbian Korean Autononlous Prefecture Educationat AFfairs Freshman Lost Problem Cui 」ingri Yanbian University

第12回 (日 本語) 中国民族地域自治の基石出理念及び実現ルート 旦 東舘 延辺大学

12/07 (Englsh) Basic idea and actual route of Chinese ethnic area autonomy ヽヽ「u Donggao Yanbian University

第13回 (日 本語) アジア共同体構築と多言語教育 李 東哲 山東外事職業大学

12/14 (English) Asian community education and multilinguat education Li Dongzhe Shandon8 VOCaHon31 UniVcrsit)

第 14回 (日 本語) 東アジア古典文献研究と体現モデルの選択 李 元未 反向大学

12/21 (English) Research and presentation rnode sclcction OfIEast Asian ctassical■ teraturc Li Wuwei Xiamen Un市 ersity

第15回 (日 本語) 新視′煮の提示と新世界の探索 張
喜
雨 延辺大学

12/28 (Englsh〉 Open a new perspective and explore a new world Zhang Shou Yanbian Un市 ersity

第16回 (日 本語)

(EnBIsh)

第17回 (日 本語)

(Englsh)

(22GA,Pl)


