
6.講座の詳細 (シ ラバス)

大学名
(日 本語) 成都束軟学院

(English) CHENGDU NEUSOFT UNIVERUISTY

評鋭嘔タイトル
(日 本語) アジア共同体における中、日、韓文化のコミュニケーション

(E4BliS■ ) CuituraI Exchanges of China― 」apan― Korea in Asia Conlmunity

講座実施期間 2022年 9 月 12日 ～ 2022年 12月 31 日 講座実施曜日/時間 ガ 曜日/19:00～ 20:00

講座対象学部

及び学科名

(隠 本語) 外国語学院口本語科、英語科、ビジネス英語科

(English) 」apanese Depattment and English Depattmenntin School of Foreign Languages

受講対象学生数 120 名 受講対象学年 年生 講座で使う言語 日本語・ 韓国諄i・ 中国諄i

日付 講義テーマ
講自lF名

(姓 ) (名 )

講師所属機 Fぅ尋名

第 1回 (日 本語) 記念誰演:やがて il!界は つになる 佐藤 洋治 ユーランア朗回

3/3 (Englsh) Commemorauve speech:The VVoHd will be one Sato Yoii Eu「asia Founda“ on(f「 Om Asia)

第2回 (日 本語) アジア共同体に向かって一中日『三日志』のダと同 子 潔 成都束軟学院

3/10 (anglsh〉 Toward thc Asian Communit) I hO・Romance orthc Thrco Kh8dOms・ ffom tho porspocuvc Of Bashu Yu Jie Chengdu Neuso■ un verstty

第3回 (日 本語) アジア共同体に向かって一中日百年老衛むおよび匠杓i神について 李 海振 西南交通大学

3/17 (Enghsh) Toward the Asian Comm(lnitttresearch on」 apancsC IOng establishcd stores and craFtsmanship Li Haizhen Southwest」 iaotong un ve「 sly

第4回 (日 本語) アジア共同体に向かつて一中日文化交流のターニングポイント及びその影響について 苑 崇利 タト交学院

3/24 (Engiish) 1と warて

`the ASan Communit)BIdl OrkanaAbo■
t hrning points ofSino Japanttc℃ Jhurai cxchanBc and the,inΠ dence Yuan Chongli China Fo「 e gn Ara‖ s unive「 sity

第5回 (日 本語) アジア共同体に向かって-1950年代の中日民Fu交流について 王 宗玲 四川タト国辞i大学

3/31 (Engiish) Toward the Asian Community一 Sino Japanese Civil Exchange in the 1950s Wang Zongyu

第6回 (日 本語〉 アジア共同体に向かって一徐稿の波日の真実を巡って 孫 鵬 広東南海東軟学院

4/7 (Englsh) Toward the Asian Community The Truth About Xu Fu`Journey to Japan Sun Peng NeusoR Insdtute Guangdong

第7回 (日 本語) アジア共同体に向かって一束アジア共同体の原点と現状 享焉 海燕 日本大学

4/14 (English) 1‐oward thc Astan Community― Thc starunB pOint and status quo orthe EastAsta communlリ Guo Haiyan Nihon University

第8回 (日 本語) アジア共同体に向かって一中口関係の現状及び展望 王 新生 北京大学

4/21 (Englsh) Toward[lie AЫ an Commurlit,一 Currcnt、 よ日ation an(l futurc dcvolopnient of Sino Jnpanesc rcla苗 (,ns Wang Xinsheng Peking University

第9回 (日 本語) アジア共同体に向かつて一日本文化の特徴 王 主平 日本二松学舎大学

4/28 (English) 16、vД ra the、ian conniunity Anatyzc on the characにnsdes OfJapancic ctJlttlro■ om the pers,o● ほve or proper noun Wang Baoping Nishogakusha Univers ly

第10回 (日 本語) アジア共同体に向かって一束アジアの文学作品と文化の共l連について 最 友軍 中国海洋大学

5/4 (Enghsh) l oward thc A、 lan Cotli,lunhッ  A stuly on thc rdndonship botwocn cast 3軒 al tOrar,WOrk and cukuro Nie Youjun Ocean un ve「 s ty of China

第11回 (日 本語) アジア共同体に向かって―マスメディアヘのFl子認識 王 フ(苗置 四川大学

5/11 (Englsh) Wang Yaniong Sichuan Univershy

第12回 (日 本語) アジア共同体に向かって一近現代束アジアの思想文化史に対する思考 彰 穴」 京都大学

5/18 (Enghsh) Pen 」ian Kyoto Universly

第13回 (日 本語) アジア共同体に向かって一―近代中日関係の発展の視点 不ヽ 建民 長崎県立大学

5/25 (Englsh) Qi Jianrnin University of Nagasaki

第14回 (日 本語) アジア共同体に向かって一近代 日中関係を中心に 雇 耀林 井岡山大学

6/2 (English)
′
1｀oward the Asian Community― rrom the perspective orrnodem China Japan Relations Huo Yaolin Jin88angshan University

第 15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

6/9 (English) Why Asia Community Now一 Its Necessity Chung 」OOnkOn Eurasia Foundadon(■ Om Asia)

第16回 (日 本語) 総括

(Enghsh) Conclusion

第 17回 (日 本語)

(English)

(22GA― JPl)


