
6.講座の詳細 (シ ラバス)

大学名
(日 本語) 新羅大学校

(English) Silla University

講座タイトル
(日 本語) アジア共同体論

(English) The studies of Asian Community

講座実施期間 2022年  9 月 1 日～ 2022年 12月 31 日 講座実施曜日/時間 曜日/17 30～ 19:20

講座対象学部

及び学科名

(日 本語) 全学科

(Engrish) AII undergraduate depattments

受講対象学生数 100 名 受講対象学年 全学年 講座で使 う言語 韓国語・ 英語。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) アジア共同体の歴史的背景と特徴 金 香淑 日本大学

9/1 (English) Historical background and characteristics of the Asian community Kim Hyangsuk Nlhon University

第2回 (日本語) コロナ時代の観光、アジア共同体 張 喜 貞 新羅大学

9/8 (English) Touttsm in the Covid Era,Asian Community 」ang Heeiung Silla University

第3回 (日 本語) アジア共同体とインドネシアの役害J 姜 景太 新羅大学

9/15 (English) Role ofthe Asian conlrnunity and indonesia Kang Kyungtae Silla University

第4回 (日 本語) グローバル教育トレンドとその影響 チョン ヒョンジュン (株)プルト

9/22 (Englsh) Global Education Trends and implications Chung Hyounioon PIuto

第5回 (日本語) アジア共同体と結婚移住女性の人権 呉 善姫 法務法人慧明

9/29 (English) Asian Community and The Human RFghts Of Fema e Mattage lmm19rants Oh Sunhee Law F‖ m Hyemyeong

第6回 (日本語) アジアの道を私の文章に歩く 金 牽桓 小説家

10/6 (EngHsh) Walking Asials Load through My Work Kim Takhwan Novelist

第7回 (日 本語) アジア共同体のための相互文化主義 韓 溶澤 京畿大学

10/13 (Englsh) intercuituralism k)rthe Asian Commu Han Yongtaek Kyonggi Univershy

第8回 (日 本語) ポストコロナ時代、中国の変化と機会 ぢ自【 智馨 済州研究院

10/20 (E■glsh) Post―COヽ/1D-19 era,changes and opportunities in China 」ung 」ihyung 」elu Research insutute

第9回 (日 本語) グローバル時イt、 多文化の定着のための言語文化教育 沈 悪 蛉 培材大学

10/27 (Enghsh) Language and Cu‖ u「e EducauOn fOfthe Setuement Of MuttcuК ure ofthe 61obal Age Shim Hyeryeong PaiChai Univershy

第10回 (日 本語) 障害者の人オ在とアジア共同体 金 載旺

11/3 (Engl馬 h) The Hurnan Right ofthe Disables and Asian Communky Kim 」aewang

第11回 (日 本語) アジア共同体のための文化共同体 本ト 希泰 成均館大学

11/10 (English) Cultural Community forthe Asian Community Park Heuitae Sungkyunkwan univesity

第 12回 (日本語) アジアの世紀におけるオーストラリア : 国家の政策と個人の経験 ウチラルト オテデ オーストラリア国立大学

11/17 (Englsh) Australia in the Asian century:National pOlicies and personal experiences Uchralt Otede
`ヽ

ust「a“an Nahonal university

第13回 (日 本語) アジア共同体とフード システム ロ イ レスミー 王立プノンペン大学

/24 (Engish) Asian Community and Food System Loch Leaksmy

第 14回 (日 本語) 今なぜアジア共同体なのか ? 要焉 俊坤 ユーラシアケ″剛rom AЫ a

12/1 (Engish) Why is an Asian corYlrコ unity now necessary? Chung 」oonkon Euras a FoundaHon(frOm Asia)

第15回 (日本語) やがて世界は一つになる 佐藤 洋治 ユーラシアナ材回 (r「Om ASa)

12/8 (Englsh) TheヽⅣorldヽⅣill Be United in the Near Future Sato Yoii Eu「as a FoundaHon(,Om Asia)

第 16回 (日 本語) 試験

12/15 (English) ExarYlination

第17回 (日 本語)

(English)

(22GA JP2)


