
6。 講座の詳細 (シ ラバス)

大学名
(日 本語) 山梨学院大学

(English) Ymanashigakuin Un市ersiげ

講座タイトル
(鳳本語) アジア共同体論

(Englsh) On Asian Community

講座実施期間 2022年  9 月 1 日 ～ 2023 年 1 月 24 日 講座実施曜日/時間 金 曜日/10:40～ 12:10

講座対象学部

及び学科名

(日 本語) 法学部、経営学部

(English) Faculty of Law、  Faculty of Business Administration

受講対象学生数 100 名 受講対象学年 1～ 4 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) 新しい共同体へ向かって～その必要性と意義～ 鄭 俊坤 ユーランア財団

■lrn/dd (Englsh) Towards a new community～ its necessity and meaning Chung oon― Kon Eu「asia Foundation(「 。m Asia)

第2回 (日 本語) ヨーロッパの統治構造からみるアジアの連携について 白鳥 浩 法政大学

(Englsh) On Asian Cooperation from the Perspective oF European Covernance Structure Shiradorェ hiroshi

第3回 (日 本語) 中日国交正常の初志と50年間歩みの振り返り 楊 伯江 中国社会科学院

(Engish) Tho o●Binaltntontlon o「 no硼al diplomatic relations bethecn China ttd Japan and a re悦 cW Oftho 50 yc`]r history Yang Bttiang

第4回 (日 本語) 中日言語の相互影響からみる両国関係の変遷 沈 国威 関西大学

(Englsh) On the Changcs orSinO Japancsc Rclations ron thc Pcrspcct"e oFthc MutuBIInnucncc or chincse Shen guowel Kansai University

第5回 (日 本語) 東西文化交流における 日本の役割 陳 力衛 成城大学

くEnglish) 」apan S rOle in the cultural exchange between the East and the West Chen ■wei Seり O Un市ersity

第6回 (日 本語) CPTPPと 中国の加盟について 丸川 知雄 東京大学

(Enghsh) About CPTPP and Chinats Accession Marukawa tomoo Tokyou Un市ersity

第7回 (日 本語) 日本のマスメディアの中国報道からみた両国関係について 木村 知義 多摩大学

(English) Vicwing the retatlons bct、 vcCn thc t、vo cOuntncs f10m the rcpOrts ofJapanese mcdia on China Kimura tomoyoshi Tama University

第8回 (日 本語) 東アジアの安全情勢と中日両国の対応 子 鉄 軍 北京大学

(Englsh) Security situation in East Asia and the response of China and」 apan Yu tiqun Peking(」niversity

第9回 (日 本語) 新しい資本主義を実現する条件とは何か 山 田 鋭夫 名古屋大学

(English) What are the conditions for realizing new capitalislm Yattlada toshio Nagoya University

第10回 (日本語) 人類運命共同体とは何か 寅晏 達雲 山梨学院大学

(Engiish) Whatis the co■lrnunity of human destiny Xlong dayun Ymanashigakuin University

第11回 (日 本語) アフターコロナウイルス感染症における国際協力について 周 牧之 東京経済大学

(English) On international cooperation after coronavirus epidenlic Zhou muzhi TOKYO KEIZAI UNIVERSITV

第12回 (日 本語) 中国大陸と台湾の統一と口台関係の影響 何 思慎 捕仁大学

(Enghsh) Thc unincat10n Of Chinese mainland and Taiwan and thc inauencc Of」 apan― Taiwan rdations He slshen Furen University

第13回 (日 本語) 日中韓三国の連携と西太平洋共同体の構築について 響」 迪 杏林大学

(Engttsh) On thc Coopcration bctwcen China]apan and So〔
`い

Koroa and the ConstllictiOn Or、 、resに rn Pacthc Commt】 nity Liu di Kyorin University

第14回 (日 本語) 大東亜共栄圏の崩壊から考えるアジアの連携について 笠原 十九司 都留文科大学

(Engiish) Consideradon of Astan Cooperadon From the Conapsc Of Creater East Asia Co Prospenty Crde Kasahara tokushi Tsuru University

第15回 (日 本語) アジア共同体の構築に対する一帯一路の影響と役割 容 智偉 京都産業大学

(EngHsh) Thein■ uence and role ofthe Bett and Road lnitiative in bullding an Asian community Cen zhiwel Kyoto Sansyo Univcrsit)′

第16回 (日 本語)

(English)

第17回 (日 本語)

(Engと恙h)

(22GA JP2)




