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講座タイトル

月 曜日/10:40～ 12:10講座実施曜日/時間2022イト 9 月 19 Fl - 2023イ 11 1 ナ」23 口講座実施期FH冤

グローバルコミュニケーション学部・ 現代経営学部く日本言吾)

(En31ish) Faculties of Global Co■ lrnunication and lVIodern Management

講座対象学部

及び学科名

日本語講座で使 う言語受講対象学年 1-4年と社会人180 名受講対象学生数

日付 講義 テーマ
講師名

(姓 ) (名 )

講師所属機関名

第1回

09/19

(日 本語)

(EIェ gh3h)

ウクライナ紛争がアジアに与える衝撃と示唆

・
1｀he lrrlpact o「 Uklairle Conaict ori Asia and lts ErllightenIュ lent

朱

Zhu

建栄

」ianfOng

東洋学園大学

Toyo Cakuen Univ

第2回 (日 本語) ロシア問題の本質 東郷 和彦 静岡県立大学

09/26 (Englsh) The Essence ofthe Russian Problem Togo Kazuhiko Shizuoka Picfcctural〔 Jniv

第3回

10/03

(日 本語)

(Eagtish)

EU/NATOと ロシアのはざまで引き裂かれるウクライナ

Ukrainel Tear in the gap between EU/NATO and Russia

B]りみ

Haba

久美子

Ku■1lko

神奈サ十1大学

Kanagawa Un"

第4回 (日 本語) 韓国新政権の外交と南北関係 李 鐘 元 早稲田大学

10/10 (Engish) Diplomacy and North一 South Relations ofthe New Korean ReBime Lee 」Ong WOn Waseda Univ

第5回

10/24

(H本語) 平壌から見た東アジアの平和問題

East Asian Peace fI｀ om
李

Rl

柄輝

Pyonghwi

朝鮮大学校

Korean University
(Engtish)

第6回 (日 本語) 岸田政権の「 新しい資本主義」を分析する 山 田 鋭 夫 名古屋大学

10/31 (Enshsh) Analysis of the‖ New Capitalism "of Kishida Regime Yamada Toshio Nagoya Unlv

第7回 (日 本語) 日中戦争の結末十~外交の正否に関する再検討 鹿 錫俊 大東文化大学

11/07 (Etiglish) The End of Sino Japanese War― Re― discussiOn on the Cottectness Of Diplonュ acy Lu Xuun Dadon3 Culture Univ

第8回 (日 本語) 蓬かなる隣国南米ペルー アジアとの戦略的パートナーシップ 片 山 和 之 駐ペルー日本大使館

11/14 (Engish) Petu.a distant neiBhbOr in South Americai a strategic partnership w■
h Asia Katayama Kazuyuki En■ bassy ofJapan in Peru

第9回 (日 本語) 戦後の 日中関係一一冷戦に翻弄された歴史と示唆

Japan― Chhla Reladons arter worid Wa「 ■―HiStov ai】 d Enlightennl団 it Played by dle Co〕 d War

西園寺 晃 未来 口中研究会

Sa10可 1 Kazuteru
11/21 (Eと BIsh)

第10回 (日 本語) 「 反中」亡国論 富坂 聰 拓殖大学

11/28 (Engiish)
‖
Anti― China‖ i the of national On Tomlsaka Satoshi Takushoku Un市

第11回 (日 本語) 中国のデジタル強回戦略とチヤイナ イノベーシヨンの最前線 李 智慧 野村総合研究所

12/05 (Engiish) china s Disital Power Strate8y and China s lnnovation Frontier Li Zhihui NRI

第12回 く日本語) 始皇帝の愛読書 鶴 間 不日幸 学習院大学

12/12 (English) Qin Shihuangls iove of reading              _
Turuma Kazuyuki Gakushuln Unlv

第13回 (日 本言吾) 人 づ く り 1ま 先人 t 学ぶ一―束洋 思想 江 戸 商人 σ) 智慧 中島 禾可良ト 中央カレッジグループ

12/19 (Enghsh) 1 31Cnt u aiェ ling n OIii dlc roinicl― olicrital T1louBht andヽ Vlsdoni ofEdo Mclcharits Nakttima Toshifo Chuo Cole8e Group

第14回 (日 本語 ) 「 在外 」 日本 人研 究者 が み た 日本外 父 現在 ,邑 去 未 来 原 貴美恵 ウォータールー大学

01/16 (Engttsh〉 JapanOSC Diplomacy Prcsent Past and Futurc in thc Eycs of・
AbroaS・ JapanCSC Hara Kimie Univ.of帝 アヽaterloo

第15回 (日 本言吾) 中国と日中関係の未来を考える 天児 慧 早稲田大学

01/23 (English) I｀hinking about the ruture of China arld Japan― Chiria relatiorls Arnako Satoshi Waseda Univ

第16回 (日 本言吾)

(English)

第17回 (日 本語)

(Engitsh)

(22GA‐ ,P2)




