
6.講座の詳細 (シ ラバス)

大学名
(日 本語) 東洋大学

(Engrsh) Dongyang Un市 ersity

講座タイトル
(日 本語) ユーラシア平和と文化共同体

(Engiish) Eurasian Peace and Cultural Community

講座実施期FH辱 2022年 9 月 6 日～ 2022年 12月 20 日 講座実施曜日/時間 火 曜日/14:00～ 16:00

講座対象学部

及び学科名

(日 本語) 全学部・ 全学科

(English) All faculties/All departments

受講対象学生数 62  名 受講対象学年 全学年 講座で使 う言語 韓国語、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国 (日 本語) オリエンテーション :ユーラシア農業共同体を通じた統合と治癒 洪 淵雄 韓国。東洋大学

09/06 (English) Orientation:InteBratiOn and Healing throu8h Eurasian Agricultural Community Hong Yeonwoong Don8yan8 Un市 ersity

第2回 (日 本語) いま、なぜユーラシア共同体なのか 鄭 俊坤 ユーラシア財団行om ASa

09/13 (Englsh) Now,why ls the Eurasian Community Chung 」OOnkOn Eurasia Foundatton(frOm Asial

第3回 (日 本語) ロシアの 日常文化と共同体意識 本ト 承燦 韓国・ 水原大学

09/20 (Enghsh) Russian daily culture and community consciousness Park Seungchan The Un市 of Suwon

第4回 (日本語) 日本文化からみるユーラシア平和共同体 張 慧珍 革‡国・ カトリック 関束大学

09/27 (Englsh) Eurasian Peace Community from the Viewpoint ofJapanese Culture 」hang Hye」 ln Cathohc Kwandong Univ

第5回 (日本語) グローバルコミュニケーションとユーラシア共同体 金 鍾賀 韓国。漢峯大学

10/04 くEngls■ ) Global Communication and Eurasian Community Kim 」Ongha Halla University

第6回 (日 本語) 創造的思考とユーラシア共同体意識 李 呈培 韓国。水原大学

10/11 (Englsh) Creative Thinking and Eurasian Conlrnunity Consciousness Lee Habae The l」 niv ofSu、von

第7回 (日 本語) 韓中日映匹fで見る文化―韓 II:日 人たちの愛情心理を理解するための三結の映画 金 雲会 韓国。東洋大学

10/18 (English) Kim VVoonhoe Dongyang Un市 ersity

第8日 (日 本語) 東アジアの考古学 成 亨美 韓国。東洋大学

10/25 (Enghsh) Archacology of East Asia Sung Hyongmi Dongyang University

第9回 (日 本語) 中国と東アジアの近代思想史及び共同体論 石井 岡1 日本・ 東京大学

11/08 (English) Intellectual History of China and East Asia and community theory Ish五 Tsuyoshi The Univ.of Tokyo

第10回 (日 本語) ユーラシア文化交流と平和共同体 昌植 韓国。世明大学

11/15 (English) Eurasian Cultural Exchange and Peace Community Lee Changsik Semyung University

第11回 (日本語) 韓中日の漢詩世界 姜 求律 韓国・ 東洋大学

11/22 (English) The Chinese poetic world of Korea― China―」apan Kang Kooyoul Dongyang Univorsity

第12回 (日本語) 生命と平和回復のための仏教瞑想 一死 永常 韓国。円光大学

11/29 (Englsh) Buddhism meditation for life and restoration of peace Won Yongsang Wonkwang Un市ersity

第13回 (日 本語) アジア主義とユーラシア政治文化 金 男恩 韓国・ 動林大学

12/06 (Englsh) Pan―Asianisrrl and Eurasian Political Culture Kim Nameun Hallym University

第14回 (日 本語) やがて世界は一つになる 佐藤 洋治 ユーラシア財回FIom Asa

12/13 (Engush) TheヽVoridヽAFill Be United in the Near Future Sato Ytti Eurasla FotJndadon(frOm A51a)

第15回 (日 本語) 総括講演:紙と文化交流、そしてユーラシア共同体 一羊 舷承 中国・ 井岡山大学

12/20 (English) Summary lecture:Paper,Cultural Exchange and Eurasian Conamunity Shin Hyunseung 」inggangshan(Jniv

第16回 (日 本語)

(Englsh)

第 17回 (日 本語)

(Englsh)

(22GA―JPl)


