
6.講座の詳細 (シ ラバス)

大学名
(日 本語) 安徽新華学院
(Engiish) Anhui Xinhua Un抒ersity

講座タイトル
(日 本語) 人類運命共同体構築におけるソフトローについて

(English) Research on internadonal softlaw in the process oF constructing the conlmunity of human destiny

講座実施期間 2022年  9 月 2 日～ 2022年 12月 31 日 講座実施曜日/時間 曜日/ 16:00～ 17:30

講座対象学部

及び学科名

(日 本語) 日本
ヨ五
口口 学吉Б以外 イこ 大学の「 公 開講涯立蚕」と し て 全 学 全 学科 イこも 公 開する

(English) The lecture series held by the」apanese Departmentis open to any maJoritt Our un市 ersity

受講対象学生数 2000名 受講対象学年 全学年 講座で使 う言語 日本語または中国語

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) 人類運命共同体構築におけるソフトローについて 宋 志強 安徽新華学院

9/2 (Englsh) Rescarch on intcfnational sortiaw in thc procoss or consttuchng thc communit)of human destiny son貿 zhiqianЯ Anhui Xinhtla Univcrsliy

第2回 (日 本語) 言語学の対比――理論と方法 周 平 安徽財経大学

9/9 (Englsh) Comp arative EconornicsI Theories and IVIethods zhou pln買

第3回 (日 本語) 日本つて、一 ど ん 国でしよつ 召呂J 梅 清華大学

9/16 (English) What kind of country is」 apan hu mel Tsinghua Un抒ersity

第4回 (日本語〉 中日往来交流の歴史的筋道 金 需 合肥工業大学

9/23 (Englsh) The historical context of china」 apan exchanges_ 1ln lei Hefei Un～ e6ity of Technolo解

第5回 (日 本語) 飲食文化の融和における中日文化 妄 鳳竹 蘭州大学

9/30 (English) SinottapaneSe culture in the visual threshold of Diet Cuiture yln fenЯzhu Lanzhou University

第6回 (日 本語) 中国民間組織と交流 黄 亜萌 寧波大学

10/14 (Engish) Non―governmental organizadons and exchanges betheen China and」 apan huang yamenR Ningbo Un市 ersity

第7回 (日 本語) 如何にして「 ATOttIC HABITSJの 四つの規則で 日本記:を 学ぶ習t,(を つける 趙 明 安徽新華学院

10/21 (Englsh) how to culⅢ vate the habit of learning Japanese by Four rules of AUTOMATIC HABITS zhao mln宮 Anhui Xinhua University

第8回 (日 本語) 中 日異文化コミュニケーションにおける 言諦交際と井 言,・コミュニケーションの差 ,i 馬 楽 安徽師範大学

10/28 (Eaglsh) fenЯ le Anhui Normal Universit)

第9回 (日 本語) 国際ソフトローから大国政治から国際法治を見て 楊 期各 北京第 外国語学院

11/4 (English) From international soFtlaw to Breat pOwer pOldcs to internatlonal rtJle oflaw van宜 lu

第10回 (日 本語) 詩駄 :具域11川 共同の心笠の行き所_「 言キ経」と
「

百人一古Jを 例にして 墾 囚 安徽新華学院

11/11 (English) zhai shan Anhui Xinh(la tntversiげ

第11回 (日 本語) 唐の時代の漢文化の西域伝播と 日本伝播の研究 朱 偉麗 安徽師範大学

11/18 (Engiish) zhu welll Anhui Normal Universlty

第12回 (日 本語) 安徽大学外国 専攻建設交 王 永東 安徽大学

11/25 (Englsh) Proressional Development and exchange at Anhui University wanЯ 永木 Anhui Un市 ersity

第13回 (日 本語) 日 文化の変遷と特 彰 蟻 南京大学

12/2 (English) The changes and characteristics of」 apaneSe culture pen宜 Xl Natting University

第14回 (日 本語) 中日文化の相 と 日中関係 王 鉄橋 河南大学

12/9 (English) Similarltles and differences bet、 veen Chnese and Japanese ctlltures and Sinoむ apanese relations wan買 tieqiao Henan University

第15回 (日 本語) 問い合わせ中 鄭 俊坤 ユーラシア財団

12/16 (Englsh) chen宜 iunkOn Eurasla Foundation

第16回 (日本語)

(English)

第 17回 (日 本語)

(Englsh)

(22GA― JP2)


