
6.講座の詳細 (シ ラバス)

大学名
(日本語) 釜山大学

(Englsh) Pusan National University

辞効聾タイトル
(日本語) アジアの共同体特講

(English〉 Advanced Lecture on Asian Communiサ

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 金 曜日/18:30～ 16:30

講座対象学部

及び学科名

(日本語) 全学科

(Englsh) All students

受講対象学生数 80 名 受講対象学年 全学年 講座で使 う言語 韓国語、日本語、英語

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) Why ttthe Asian community now?「 今、なぜアジア共同体なのか」 (動両) 鄭 青営挙丁 釜山大学

9/2 (Englsh) Asian identity and communityア ジアの正体性と共同体 Chung 」ungOn Eurasia Foundation

第2回 (日 本語) 東南アジアの文化 :タ イ、インドネシア、ベトナムなど 趙 興図 釜山大学

9/9 (Enghsh) Cultures of Southeast Asia:Tha■ and,Indonesia,ヽ /ietnam,etc Cho Hung―guk Pusan National Univ

第3回 (日 本語) 南アジア生活と文化:イ ンド、パキスタン、バングルとシュを中心に 金 英 中 フリントラップ

9/16 (Engiish) Life and Culture in South Asia:Focused on lndia,Pakistan,and Bangladesh Kim Young」ung Flindab

第4回 (日本語) 西南および中央アジアの文化と共同体 李 性深 釜山東西大学

9/23 (Engtish) Culture and cornrnunities in Southwest and Central Asia Lee Seong Soo Pusan Dongsco Univ

第5回 (日 本語) 中国の夢と一帯一路の政策 伊, 東原 韓国国防大学

9/80 (Englsh) The Chinese E)real■ and the One Belt,One Road Poncy Yoo Dong won Korca NationaI DeFcnsc Univ

第6回 (日 本語) 韓 日葛藤の起源と争点 李 本目躍警 釜山大学

10/7 (Englsh) Origins and issues ofthe Korea― 」apan COnaict Lee Sang Bong Pusan National Univ

第7回 (日 本語) 米中競争と朝鮮半島の問題 公 勝 立命館大学

10/14 (English) US― China Competition and the Korean Peninsula lssue Suh Sung Ritsumeikan Univ

第8回 (日本語) 原爆投下の真実と核抑止論の虚構 木村 朗 鹿児島大学

10/21 (English)
′
1｀he truth orthe atO,lic bombing and the riction of nuclear deterrence Kimura Aklra Kagoshima Un市

第9回 (日 本語) 韓国の広島、映川その記憶と差別 鄭 龍河 釜山大学

10/28 (Englsh) Koreals I■ iroshirna,Hapcheon,its rnemories and discrimination Chung Yong Ha Pusan National Univ

第10回 (日 本語) 日韓対立:協力と共生の道 平井 一 臣 鹿児島大学

11/4 (English) Korea―Japan COnllict:A Pat!l to Cooperation and Coexistence Hirai Kazuoml Kagoshima Univ

第11回 (日 本語) 韓国の未来、アジアヘ世界へ 李 英 民主平統

11/H (English) The future of Korea,to Asia and the worid Lee Young

第12回 (日本語) 韓国とアジアのヨーロッパ進出 河 大 龍 (株)浦項製鉄

11/18 (English) Korea and Asia s entry into Europe Ha Dae Yong POSCO

第13回 (日本語) グリーン消費とアジアの平和 田 仁 秀 グリーン消費者連帯

11/25 (English) Green Consumption and Peace in Asia Chun Insoo

第14回 (日 本語) 『 脱大日本主義:「 成熟の時代」の国のかたち』(動画) ん烏山 友紀夫 束アジア共同体研究所

12/2 (English) Post―」apaneSeism Hatoyama Yukio

第15回 (日 本語) アジア共同体の道 伊藤 洋治 ユーラシア財団

12/9 くEnglish) Path tO Asian Community/General discussion and questionnaire writing Sato Ytti Eurasia Foundatlon

第16回 (日本語) アジア共同体全体議論/ア ンケート作成

12/9 (Englsh) Asian Community Summary and Discussion/Survey

第17回 (日 本語)
***(課題発表)UN平和記念公園訪問

(English)
***Visit on UN Peace Memorial Park

(22GA― JP2)


