
6.講座の詳細 (シ ラバス)

大学名
(日 本語) 桜美林大学

(Engllsh) 」.F.Oberlin University

詳V必タイトル
(日 本語) 観光・レジャーによるアジア共同体の構築

(Engish) Construction of Asian Co向 lmunity by tourism and leisure acuvities

講座実施期間 2022年  9 月 19日 ～ 2023年  1 月 16日 講座実施曜日/時間 月 曜日/10:40～ 12:20

講座対象学部

及び学科名

(日 本語) ビジネスマネジメント学群

(English) College of Business Management

受講対象学生数 200 名 受講対象学年 全学年 講座で使 う言語 日本語、英語

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) 地域共同体の歴史と、観光とレジャーが果たす地域貢献 戸崎 肇 桜美林大学

9/19 (English) The History oF Local Communhy and inte「nadona ContttbudOn by Touttsm and Leisure Acttv ttes Tozaki Haiime Oberlin Universlty

第2回 (日 本言吾) アジアの近隣諸卜|の レジャー活動状況とエンターテイメント産業の発展 山 口 有次 桜美林大学

9/26 (Engiish) Yamaguchi Yuii ObeHin University

第3回 (日 本語) ホスポタリティによるアジア共同体の構築 五十嵐 一狂 桜美林大学

10/3 (English) Construcdon ofthe Asian CommunКy by Hosphattty igarashi Gen― ichi Oberlin University

第4回 (日 本語) ツーリズム・文化交流によるアジア共同体の構築 渡追 康洋 桜美林大学

10/10 (Enghsh) Construcuon Ofthe Asian Community by Tounsm and cuitural Exchange Watanabe Yasuhiro Obettin University

第5回 (日 本語) スポーツ・教育交流によるアジア共同体の構築 下島 康史 桜美林大学

10/17 (Enghsh) Construcuon Ofthe Astan Communty by Spo「 ts and EducadonaI Exchange Shimttima Yasushi Oberlin Univershy

第6回 (日 本語) アジア経済とアジア共同体の構築 ド マン ホー ン 桜美林大学

10/24 (Englsh〉 Asian Economy and Construcuon Ofthe Asian Community Do Manh Hong Oberlin University

第7回 (日 本語) ベ トナムにおける観光・レジャー産業の地域協力への貢献 フ ァン  ノン ホ ン ベ トナム円立経済大学

10/31 (English) Contttbudon to Reg onal Cooperatton by Touttsm and Lcisure industry n V etnam Phan Truong Hoang Nattonat Econom cs university

第8回 (日 本言吾) 中国における観光・レジャー産業の地域協力への貢献 董 光哲 桜美林大学

11/14 くEnghsh) Conthbuuon tO Regional Cooperadon by Tounsm and Le sure industryin Ch na Dong Guangzhe Oberlin University

第9回 (日 本語) 台湾における観光・レジャー産業の地域協力への貢献 林 勉意 義守大学

９

留

／

／ (Enghsh) Contttbudon to Reg onal Cooperatton by Touttsm and Leusu「 e‖ ndust「yin Ta wan Lin Dvi―Yih 卜shou University

第10回 (日 本語) 韓国における観光 。レジャー産業の地域協力への貢献 全 オロα真 帝京平成大学

11/28 (Englsh) Contttbutton to RegiOnal Coope「 auOn by Touttsm and Leisure ndust「 yi内 Korea Zen Sangiin Teikyo Heisei Univershy

第H回 (日 本語) モンゴルにおける観光・レジャー産業の地)或協力への責献 シャルググスレン ズーナイ

12/5 (EngLsh) contttbuuon tO Reg OnaI Coopera∬ on by Touttsm and Leisure ndustry in Mongol a Shagdarsuren Zuunal

第12区 (日 本語) スリランカにおける観光・レジャー産業の地域協力への貢献 プレマラ歩′ナ ヘーマンタ

９

ρ

／

／
９

，
(Englsh) ContttbuHon to Regiona CooperaHon by Touttsm and Leisure industry n S耐 Lanka Premarathne Hemantha

第13回 (日 本語) 航空会社から見たアジア共同体の構築 長谷川 正人 日本航空株式会社

９
／

／
９
る (Engish) Building the Asian Communtty from an Ai‖ ineis Point of View Hasegawa Masato Japan Airlines

第14回 (日 本言吾) 世界は一つになる 佐藤 洋治 ユーラシア財団

1/16 (Enghsh) The woHd becomes one Sato Yoil Eurasia Foundation

第15回 (日 本言吾)

(En31iSh)

第16回 (日 本語)

(English)

第17回 (日 本語)

(English)

(22GA―JP2)


