
6.講座の詳細 (シラバス)

大学名
(日 本語 ) 常熟理工学院
(English) Changshu lnstitutc ofTcchnology

講座タイトル
(日 本語) アジア共同体創成に向けた総合学術講座

(Englsh) Synthesis ofan and science for a Asia Co■ llnunity

講座実施期間 2022年 9月 07日 ～ 2022年 12月 28日 講座実施曜 日/時間 フk 曝星日/13 : 30ヘツ 15 : 30

講座対象学部
及び学科名

(日 本語 ) 外国語学院/日 本語学部、韓国語学部
(English) conette of fbreign languages/Japanese,Korean

受講対象学生数 90  名 受講対象学年 2、 3年生 講座で使う言語 日本語/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 ) 中日におけるメタ言語に関する対照研究 木易 秀雲 常熟理工学院

9/7 (Englsh) A study on thc ratio of Chincsc and Japancse Yan宮 Xiuyun ChanBshu lnstitute ofTcchnOlogy

第2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

9/14 (Engtish) Why hasittumed to be asian community now Chung JoonKon Eurasla Foundation

第3回 (日 本語) 中日言葉の語彙化及び文法化における比較研究 王 析 杭州師範大学

9/21 (English) A comparat市 c study on thc lcxicalization gralnmar interFacc bctween Chincsc and Japalicse Wang Xin Hangzhou Normal Univcrsity

第4回 (日 本語 )『源氏物語』における人生儀礼の機能 趙 暁燕 四川外国語大学

9/28 (Englsh) The function ofhfe ritual in the tale ofGetti Zhao Xiaoyan Sichuan llitemadonal Sヽ dies Ulilvcる ll)

第5回 (日 本語) アジア共同体の構築に向けて一コミュニティ通訳の視点より宋 暁凱 曲阜師範大学

10/12 (English) On thc Constmction ofthc Asian Commu面 ty from the Transialon of``Community" Song Xiaokal Qutt Nonnal University

第6回 (日 本語 ) 平安文学が描く夢の位相と諸相 森野 正 弘 山口大学

10/19 (English) Aspects and aspects ofthe drca,l ofHcian literature Morino Masahiro Yamaguchi Un市ersity

第7回 (日 本語 ) 日本文学における『詩経』の受容 張 永平 湖州師範学院

10/26 (English) The rcfcrcnce and quotation ofJapancsc litcrature to thc book of songs Zhang Yongping Hu7hou oヽrmaI University

第8回 (日 本語 ) 日本語学習の再認識について 墾」 峰 准陰師範学院

11/2 (Englsh) A rcconsidcration ofJapancsc Lcaming Liu FenB IIuatyin Normal univcrsity

第9回 (日 本語 ) 韓 日中教科書の比較 木ト 素螢 韓国中央研究院

lV9 (Englsh) Compar加vc study of Korean,Japanese and Chinesc textbooks Park Soyeon Tho Acadcmy or Korcan Studios

第10回 (日 本語 ) 唐代科挙文化の影響の下の日本古代試験律試策文学研究 孫 士超 河南師範大学

H/16 (Englsh) Sun Shichao 卜10nan Normal University

第 11回 (日 本語) 「突然」と「突然」における歴史的考察 徐 衛 蘇州大学

11/23 (English) A diachronic study of‖ suddenncsぎ and Wsuddcnncss‖ Xu Wci Soochow University

第12回 (日 本語 ) 日本の漢字政策及び漢字の日本語における使用状況 施 建 軍 上海外国語大学

11/30 (English) hc Chinese character policy ofJapan and thc use oFChincse charactcrs in Japancse Shi Ji蝕可un

第13回 (日 本語) 明清時代における中朝 日使臣関係 経」 喜涛 長春師範大学

12/7 (English) Thc rclationship bct、 vccn cnvoys ofChina,Korca and Japan in Ming and Qing Dynastics Liu Xitao Changchun Normat t,nivcrstty

第14回 (日 本語 ) 日本語の格助詞のイメージ 杉村 泰 名古屋大学

12/14 (Englsh) Imagcs oFcase particlcs in Japanese suglnura yasushi NagOya Un市 ersity

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

12/21 (English) Eventually the World will Becorne One World Sato Yoii Eurasia Foundation

第16回 (日 本語 ) 近代 日本の領事制度 曹 大 臣 南京大学

12/28 (English) The legal system in Moderll Japan Cao Dachen Nanjing University

第17回 (日 本語 ) 日本及び 日本文化における研究 楊 秀雲 常熟理工学院

12/28 (English) the study on Japan and Japancse culturc Yan宮 Xiuyun Changshu lnstitutc oF Tcchnology

第18回 (日 本語 )

m/d (Ellglish)

第19回 (日 本語 )

m/d (English)

第20回 (日 本語 )

m/d (Engish)

(20GA‐JPl)


