
6.講座の詳細 (シ ラバス)

大学名
(日 本語) 河南大学民生学院

(Engish) Henan University Minsheng College

講座タイトル
(霞 本語) 人類はとともに明るい未来ヘ

(Englる h) Humanity goes to the bright future

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 水 曜日/14:30～ 16:30

講座対象学部

及び学科名

(日 本語) 商学部、経済学部(行政管理、金融など)

(English) School of Business、  School of Econonlics

受講対象学生数 HO 名 受講対象学年 三年生、四年生 講座で使 う言語 中国語、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) ユーラシア共同体に関するオリエンテーション 李 麦】夕: 河南大学

09/07 (English) The(Drientation of the Eurasia Conュ :nunity Li Maishou Henan Un市 ersity

第2回 (日本語) マクロ経済学基礎から炭素市場リスクの予測 焦 霧 河南大学

09/14 (Englsh) PredictinB Carbon market risk using information from macroeconomic fundamentals JiaO Lei Henan University

第3回 (日本語) 市民が広場ダンスを踊る権利の境界と規制 岳 紅挙 河南大学

09/21 (English) Boundaries and reBulations oF citizensl right to dance square dance Yue HOnttu Henan University

第4回 (日 本語) アジア各国の会計制度について 魏 秀琴 河南大学民生学院

09/28 (English) Accounting system in Asian countries Wei Xiuqin Hcnan Univctiit)MinshcnB ConC89

第5回 (日 本語) 一帯一路を背景に中国の対外直接投資 丁 志帆 河南大学

10/12 くEnglsh) One belt,one road,Chinats forelgn direct investrnent Ding Zhifan Henan University

第6回 (日 本語) 理事長による特別講演 佐藤 洋冶 ユーラシア財団

10/19 (Englsh) Eventually the Worid Becomes(Dne Sato Ytti Eurasia Fundation

第7回 (日本語) 人間の本質 張 雪琴 鄭州軽工業大学

10/26 (English) Human nature Zhang Xueqin ∠heng7110也 univeruty ofと 18ht lndustⅢ

第8回 (日本語) 人力資源の国際開発 関 斐 河南工程学院

11/02 (English) International development of human resources Guan Fei 1に nan Univcrsity or in8inccnn8

第9回 (日 本語) 中国と日本貿易関係の変化 張 抗私 東北財経大学

11/09 くEnglsh) Changesin China and」 apan trade relations Zhang Kangsi Dongbct Untversitン of Financc

第10回 (日本語) ビッグデータ時代管理会計の情報化管理 左 味梅 河南大学民生学院

11/16 (Englsh) Management accounting informatization in big data Era Zuo Yongrnei Hcnan Universit)｀′tinshcng Collc8e

第11回 (日本語) 政治経済学の研究対象 李 保 民 河南大学

11/23 (English) Research otteCt Of Political Economics Li Baomln Henan University

第12回 (日本語) 地域経済協力と経済一体化 遅 国泰 大連理工大学

11/30 (Englsh) Regional econo■ 1lc cooperation and econonlic integration Chi Guotai DBhan Univorsity oF TochnoloRy

第13回 (日 本語) 日本の田園回帰と農村コミュニティ振興 南 裕 子 一橋大学

12/07 (Englsh) Pastoral return and rural conlrnunity revitalzation in」 apan Minaml Yuko Hitotsubashi Un市 ersity

第14回 (日 本語) バブル崩壊後の日本の雇用形態の変化 李 麦収 河南大学

12/14 (Engish) Changcs in employmcnt patterns in Japan aFter the coWapsc orthe bubbic cconomy Li Maishou Henan University

第15回 (日本語) 非金融企業の過度な金融化とそのガバナンス 密J 飛 河南大学

12/21 (English) Excessive Financialization oF non― financial enterprises and lts Covernance Liu Fei Henan University

第16回 (日 本語〉

(English)

第17回 (日本語)

(English)

(22GA― JP2)


