
6.講座の詳細 (シ ラバス)

大学名
(日 本語) 龍谷大学

(Eng■ sh〉 Ryukoku University

講座タイ トル
(日本語) 東アジアの未来 :龍谷大学からアジアの平和を構想する

(Englsh) Futurc of East Asia:Ryukoku University envisions peacc in Asia

講座実施期間 2022年 9月 26日 ～ 2023年 1月 16日 講座実施曜日/時間 月 曜日/13:30～ 15:00

講座対象学部

及び学科名

(日 本語) 文学部、経済学部、経営学部、法学部、政策学部、国際学音【

(English) Faculty Of Letters,Econonlics,Business Adnlinistration,Law,Pohcy Scicnce,International Studies

受講対象学生数 120 名 受講対象学年 2年生から4年生 講座で使う言語 日本語

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) 授業紹介、オジエンテーション 奥野 恒久 龍谷大学政策学部

9月 26日 (Englsh) Class lntrOduction,Sylabus Orientation Okuno Tsunchisa

第2回 (日 本語) 20世紀初頭の東アジア 中田 裕子 龍谷大学農学部

10月 3日 (English) East Asia in the carly 20th century Nakata Yuko Ryukoku Un,erSt)Facuに y Of ABAcdture

第3回 (日本語) 近代日本のアジア支配 (一)一植民地・軍政 。大東亜共栄圏― 田中 宏 一橋大学名誉教授

10月 10日 (English) Postwar compensation for forced entrainment Tanaka I[iroshi

第4回 (日 本語) 近代日本のアジア支配 (二)一植民地・軍政・大東亜共栄圏― 手嶋 泰伸 龍谷大学文学部

10月 17日 (English) Asian rule of mOdern Japan(■ )― Colonies, Teshiπ la Yasunobu Ryukoku Univcrsity Faculty or Lctte「 s

第5回 (日 本語) 安重根と浄土真宗僧侶 との関わり :日 本仏教 と戦争責任 平田 厚 志 龍谷大学名誉教授

10月 24日 (Englお h) RЫ adonshtt bCtWCCn An Jung gCun and JodO Shinshu PncstЫ  Japancsc Buddh`m and War Rcspondttity Hirata Atsushi

第6回 (日本語) 龍谷大学所蔵大谷コレクションと東アジア～世界最古の地図とモンゴル帝国 村 岡 倫 龍谷大学文学部

10月 31日 (Enghsh) Ryukoku Univcrsiv Otani Concction and East Asia― Thc Wondt oldcst Map and MongoI Bmprc 卜luraoka Hitoshi

第7回 (日 本語) 日本近代文学と東アジアの関係一夏目漱石を中心に一 田 口 律男 龍谷大学経済学部

11月 7日 (Englsh) Relationship bctweenふ/1odern JapanCSC Taguchi Ritsuo R)」 koku Un"erity Fa(dty oF EcoROイ ntξ

第8回 (日本語) 沖縄の歴史と現在 松島 泰勝 龍谷大学経済学部

11月 14日 (English) History of Okinawa and now Matsushilna Yasukatsu R,ukoku Univerヽ り Facuに /of Econom■ s

第9回 (日 本語) 韓国併合と慰安婦・徴用工問題 戸塚 悦朗 弁護士

11月 21日 (English) Thc anncxation or Korcan and thc comfOrt womcn issuc and thc formcr rccruitmcntissuc Totsuka EtsurO Lawyer

第10回 (日本語) 靖国問題 奥野 恒久 龍谷大学政策学部

11月 28日 (Enghsh) Yasukuni Problem Okuno Tsunehisa

第■回 (日 本語) ヘイ トスピーチ問題 妻木 進吾 龍谷大学経営学部

12月 5日 (Enghsh) Hate specch problem Tsurlaki Shingo

第12回 (日本語) 台湾・韓国の市民の発信 。表現 松浦 さと子 龍谷大学政策学部

12月 12日 (English) Transnlission and exprcssion of Tai、 vancsc and Korcan citizcns ⅣIatsuura Satoko

第13回 (日本語) 日本国憲法の平和主義 とロシア・ウクライナ紛争 東郷 和彦

12月 19日 (English) The Japancse Constituttonis vow to pursue world peacc and Team Bascd Learning Togo Kazuhiko

第14回 (日本語) 東アジア共同体構想 鄭 俊坤 ユーラシア財lヽ
子1主席掃F究員

12月 26日 (English) East Asian Con■ 14unitiy lnitiative Chung JOOn― Kon じurasia FOundation,Chatr Rcsclcher

第15回 (日 本語) TBL実践、東アジアの平和においての市民の役割とは 李 沫任 龍谷大学名誉教授

1月 16日 (English) Summaり and thc sccond Tcam Bascd Lcarning,Thc rolc of citizcns in pcacc in East Asia Lec Soo lm

第16回 (日本語)

(Englsh)

第17回 (日 本語)

(English)

(22GA―JP2)




