
6.講座の詳細 (シラバス)

大学名
(日 本語 ) 台北市立大学

(Englsh) Un市crsity ofTaipci

講座タイトル
(日 本語 ) ヨーロッパ文化と華僑の交流

(English) Europcan Cutturc and Ovcrscas Chincsc lntcraow

講座実施期間 2022年 09月  日 ～ 2023年 01月  日 講座実施曜 日/時間 金 曜 日/10:10～ 12:00

講座対象学部
及び学科名

(日 本語 ) 台北市立大学の全学部

(English) All studcnts ofUT

受講対象学生数 100 名 受講対象学年 無制限 講座で使う言語 中国語、英語、日本語、韓国語

日付 講義テーマ
講自雨名

(姓 ) (名 )

講師所属機関名

第1回 (日 本語 ) 21世紀のヨーロッパ文化と革僑交流のリーダーシップ 丘F 英浩 台北市立大学

nVd (English) 2 1st Ccntury Europcan Culture and(〕 vcrscas Chincsc lnteraow On Lcadership Chiu Yinghaou UniversⅢ  ofTaipci

第2回 (日 本語) 21世紀のヨーロウパ文化と華僑交流における教育文化と品質保証 呉 清基 台湾教育大学系統

nVd (English) 21st Ccntury EurOpcan cuhure and ovcrscas Chnese lnternow on educahon,cuhurc and quanty assurancc Wu Qingii Taiwan Univcrsity or Education

第3回 (日 本語) 21世紀のヨーロッパ文化と華僑交流における文学と中国語教育 梁 淑媛 台北市立大学

Hyd (English) 21st Century Europcan cuhure and overscas Chincsc hternow on cducaron,cuiturc and quanty assurancc Liang Shuyuan Univcrsity of Taipci

第4回 (日 本語) ヨーロッパ文化と華僑交流 :ダブルディグリー制度の設立と学生教員交流 江 淑君 台北市立大学

m/d (English) Ellropcan Ctthurc and∝ cr解 ]d Chincse lnterttow(ln Estaも sヽhment or Doub19 DcBIccS and Stlldcnt Facully Exchange Syste【 RS Jiang Shuiun Un市crsity ofTaipei

第5回 (日 本語) ヨーロッパ文Iヒ とイ革l喬交流ι:EUア ジア コ
''、

クティビティーにおけるデジタル ヒューマエテイーズと大学プログラミング .黒 程 劉 昭麟 国立政治大学

討 d (Englsh) Eur(p∽ l Cultt rc alid Ovettas Chnctt lntcrnow Die lalIIunanhics and ProB■ 1ェin6B Courscs om University五 I可‐Atta ConR∝ 頓Vlt, Liu Zhaolin Nadon′al Chcngchi UhversiⅢ ′

第6回 (日 本語) ヨーロッパ文化とシンガポールの高等教育の発展 現状:束 洋と西洋の教育システムにおける文科の活路と木来を探る 衣 若秀 南洋]I工大学 (シ ンガポール)

m/d (EngHsh) Yi Ruofcn

第7回 (日 本語) ヨーロッパ文化と華僑交流 :創作に自己を見出す方法 黄 雅莉 国立清華大学

nVd (Englsh) European Culture and Overscas Chincsc lnteraowi HOw to Find Yourseifin Writing Huang Yali Nadonal Tsing Hua University

第8回 (日 本語) ヨーロッパ文化と華僑の教育交流:ベ トナムの台湾学校で中国語創作 江/楊 春仁/士賢 ホーチミン台湾人学校 (ベ トナム)

m/d (Englsh) Jiang/Yang Chunren/Shixian Ta Pd SChOd'■ Ha Chi Mhh Ciげ (Vは na ll

第9回 (日 本語) ヨーロッパ文化と卑t僑の映画交流:フ ランスと台湾の映画におけるシーンの比較 :侯孝費作品を中心に討論 打 漢東 ジヤン ムーラン リヨン第3大学(フランス)

討 d (English) Ncri Corado Universtty Jean MOuln,Lyon3

第10回 (日 本語) ヨーロッパ文化と挙僑のデジタル・ ヒューマニティーズの視点から見た中国の近代の概念の変遷研究 丘【 偉雲 南京大学

m/d (Engish) A stuⅢ  ofthC tran輔 Oon ormOdcm chhcscc(nccPIs f「 on he r間 ,CCIvc of L」「oPfな nc』 turc and il e ddlat h」 th息hl cs ofovef俯 4S Chincse Qiu Wciyun Natting Universiリ

第11回 (日 本語) 21世紀のヨーロッパ文化と準僑交流における積極的国際化 :ユーラシア文明中の言語交流 墾J 雅秀 輔仁大学

討 d (English) Liu Yafcn Fu Jen CathO“ c Ul■versity

第12回 (日 本語) ワンワール ド:儒学はアメリカに対する影響 王 小良 アメリカニューヨーク皇后図茫:館

湖 d (Englsh) Onc World:Thc lnaucncc ofConfucianism to thc Unitcd Statts Wang Xiachang Quccns Library,New York.USA

第13回 (日 本語 ) アジア文化共同体と漢字交流 姜 允玉 明知大学 (韓国)

Hyd (English) Asian Cultural Community and Chincsc Charactcr Exchangc Kang Younok Myontti UniVersity

第14回 (日 本語 ) アジア共同体の必要性と可能性 鄭 俊坤 ワンアジアllオ団

m/d (English) Thc Necessity and Possibility ofhe Asian Community Zhcng Junkon One Asia Founda饉 on

第15回 (日 本語 ) アジア共同体の展望 :ワ ンワール ド 佐藤 洋治 ワンアジア財団

討 d (English) Cross‐domain Thinking of Southcast Asian Littrtturc Studics Sato Yoii One Asia Foundatlon

第16回 (日 本語 )

湖 d (Englsh)

第17回 (日 本語)

m/d (English)

第18回 (日 本語 )

討 d (English)

第19回 (日 本語)

耐 d (English)

第20回 (日 本語)

m/d (Englsh)

(21GAttPl)


