
6.講座の詳細 (シラバス)

大学名
(日 本語 ) 重慶工商大学

(English) Chongqing Tcchnolo8y and Busincss I」 nivcrsity

講座タイトル
(日 本語) アジア共同体構築に向けた総合学術講座

(Englsh) Synthcsis ofArt and Scicncc for a Asia Community

講座実施期間 2022年 09月 01日 ～ 2022年 12月 31日 講座実施曜 日/時間 金 曜 日/14:30～ 16:00

講座対象学部
及び学科名

(日 本語) 工商管理学院/人的資源管理学科

(English) School of Busincss Administration/Dcpartmcnt ofHuman Rcsourccs Managcmcnt

受講対象学生数 70    名 受講対象学年 大学生2～ 4,院生 1～ 2 講座で使う言語 中国語、日本語、韓国語、英語

日付 講義テーマ
訂翠日巾名

(姓 ) (名 )

講師所属機関名

第1回 (日 本語 ) 多国籍企業企業経営管理論理研究 張 明涛 重慶工商大学

9/16 (English) Thc cthicalissucs of global busincsscs lnanagcmcnt Zhang ドIingtao

第2回 (日 本語 ) 日本企業中堅社員の学習と育成 内 田 恭彦 山口大学

9/23 (English) A study on lcarning and training ofJapancsc corc cmployccs Uchida Yashれ iko Yamaguchi Un市 crsity

第3回 (日 本語) 秦・漢時代の日中文化交流 藤 軍 北京大学

9/30 (English) Cultural cxchangc bctwccn China and Japan in Qin and Han Dynastics Tcng Jun Pcking Un市crsity

第4回 (日 本語 ) 韓流から見る韓中文化 金 珍我 韓国外国語大学

10/14 (English) Look at Korean and Chinese culmrc frOm thc perspectivc ofKorean wavc Kim Jinah Hankuk Univc、 ity oFForcign Slildics

第5回 (日 本語 ) 海外派遣社員雇用制度研究 王 莉紅 上海対外経貿大学

10/21 (English) Rcscarch on thc cmploymcnt systcm of ovcrscas dispatchcd mcmbcrs Wang Lihong

第6回 (日 本語) 今、なぜアジア共同体なのか 鄭 俊坤 ユーラシア財団

10/28 (Engish) Why has l tumcd to bc adan community now Chung JoonKon Eurasia Foundation

第7回 (日 本語) 中国と日本における協同組合の展開と課題 宋 暁凱 曲阜師範大学

11/4 (Englsh) Thc dcvclopmcnt and problcms ofthc coopcrativc in China and Japan Song Xiaokai Qutt Normal University

第8回 (日 本語 ) 社会福祉の視点からアジア共同体の構築を見る 督↓ 峰 淮陰師範学院

11/11 (Englsh) Studying dic Constmcdon ofdlo Communiけ ofAsia ttom hc Perspectivc ofSocial Vclf′ are Liu Fcng Huatyin Normal University

第9回 (日 本語) 社員の環境保護行為に関する研究 黄 栄 プリマス大学

H/18 (English) A study ofEInployccst pro‐ cnvironmcntal bchaviours Huang Rong University of Plymouth

第10回 (日 本語 ) 企業HRMシステム構築の理論的なロジックと実現経路 王 亜飛 重慶師範大学

11/25 (English) TheoreScaIIogic and rcahzahon path ofthe construction OF company human rcsource managemcnt systcm Wang Yafci Chongqing ttormalじ nivorsity

第11回 (日 本語) 社会的アデンティティから見る異文化リーダーシップの苦境 貪亀 文論 重慶工商大学

12/2 (English) Trans‐ culttrancadcrship dilemmas from thc perspcctivc ofsocial idcntity Xiong Ailun

第12回 (日 本語) ビッグデータに基づくプラットフォーム型企業の進化 王 偉楠 北京工業大学

12/9 (English) Thc Evolution of Platfonn EntcttriSCS Bascd on Data Rcsourccs Wang Wclnan Betting Univcrs■ y Or Tochnolop

第13回 (日 本語 ) 企業HPWSと社員幸福感及び境界条件 王 宏吉 東北農業大学

12/16 (English) Thc rd∬ lonship bet、veen h8h‐ pcrfoHllancc work yЫ ems and cmploシ ce wdl bjng and is boundary con血 Oon Wang Honglci Northoast Agricuttural University

第14回 (日 本語 ) 性別化イノベーション 呉 欣桐 清華大学

12/23 (Englsh) Gcndcrcd innovation Wu XinTong Tsinghua University

第15回 (日 本語) やがて世界は一つになる 佐藤 洋治 ユーラシア財団

12/30 (English) Evcntually thc World will Bccornc Onc World Sato Ytti Eurasia Foundation

第16回 (日 本語 )

nVd (English)

第17回 (日 本語 )

m/d (English)

第18回 (日 本語 )

m/d (English)

第19回 (日 本語 )

Hyd (English)

第20回 (日 本語 )

m/d (English)
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