
6.講座の詳細 (シ ラバス)

大学名
(日本語) 江西財経大学

(English) 」iangXl University of Finance and Econonlics

講座タイトル
(日 本語) アジア共同体と地域振興

(Englis■ ) Asian community and Rural Revitalization

講座実施期間 2022年 9月 1日 ～ 2022年 12月 31日 講座実施曜日/時間 月 曜日/00:00～ 00100

講座対象学部

及び学科名

(日 本語) 江西財経大学観光―都市管理学部

(Engiish) ∫ianBXi Untvcrstty Of Finance and Economics

受講対象学生数 120  名 受講対象学年 学部二、二、一年生 講座で使う言語 日本語/中 国語/英語

日付 講義テーマ
講自市名

(姓 ) (名 )

講師所属機関名

第1回 (日 本語) アジア共同体と中国地域社会 張 成 革中師範大学

9/7 (Englsh) Asian community and Chinese regionalsociety ZHANG Chen

第2回 (日本語) アジア共同体と地域振興 仁平 尊明 東京都立大学

9/14 (English) Asian community and regional development NIHEI Takaaki Tokyo Met‐ opol正 an Univerdty

第3回 (日 本語) アジア共同体構築に関する中日教育政策の検討 伍 痕 浙江外国語学院

9/21 (Englsh) Connection and lnteBratiOn oF Secondary and Higher Education in China WU Chen

第4回 (日 本語) なぜアジア共同体? 郎 俊坤 明治大学

9/28 (English) Why?Asian Communties CHUNG 」oon―Kon Meも i University

第5回 (日本語) アジア共同体と新農村発展 肖 海 華束交通大学

10/12 くEnglish) Exploration on the transFormation and development of new rural economy XIAO Hai East China JiaOtOng University

第6回 (日 本語) アジア共同体とエコツーリズム 勇 湖北大学

10/19 (Englsh) Asian community and Ecotourlsm MA Yong Hubei Un市 ersity

第7回 (日 本語) アジア共同体と国立公園建設 永徳 中南林業科技大学

10/26 (Engiish) Asian community and national park construction ZHONG Yongde

第8回 (日 本語) アジア共同体と伝統的な村落観光景観研究 王 立 国 江ヅ均農業大学

11/2 (Englsh) WANG Li8uo 脚angxl ABncuitural Univcrsity

第9回 (日本語) アジア共同体構築と経営学 陳 文 本 江西師範大学

11/9 (English) Asian community construction and management CHEN Wen」 掩 hangxt Normal Univcsity

第10回 (日本語) アジア共同体に向かつて:伝統農村の振興 胡 海勝 江西財経大学

11/16 (English) HU IIaishenB

第11回 (日 本語) アジア共同体に向かつて:環境教育の視点から 李 文 明 江西財経大学

11/23 (English) The Asian communityFrom the perspective oF urban hBht LI Wenming

第12回 (爾本語) アジア共同体と H中 の少子高齢化 引
`

莉未il 河北経貿大学

11/30 (Englsh) GUO Lili

第13回 (爾本語) アジア共同体とH本語教育 呉 Fホ 温州大学

12/7 (English) Astan community and」 apanese Education WU Lin Wenzhou Un市 ersity

第14回 (日 本語) アジア共同体構築に関する思想的検討 関 雅泉 浙江I商大学

12/14 (En「ねh) Study on the ideolo3y oFthe Asian community GUAN Yaquan ZheJianB Congshang Untversity

第15回 (爾本語) アジア共同体に向かつて:都市観光の視点から 田 逢 軍 江西財経大学

12/21 (Englsh) The Asian communityFrom the perspective of urban l18ht
‐
lⅢian Fenttun

第16回 (日本語)

(English)

第17回 (日本語)

(Englsh)

(22GA JP2)


