
6.講座の詳細 (シラバス)

大学名
(日 本語) 早稲田大学

(Englsh) Wascda X」 nivcrsity

講座タイトル
(日 本語 ) ユーラシア共同体と朝鮮半島

(Engish) Eurasian Communiサ and Korcan Pcninsula

講座実施期間 2022年 09月 xx日 ～ 2023年 02月 日 講座実施曜 日/時間 月 曜日/13:00～ 14:30

講座対象学部
及び学科名

(日 本語) 社会科学部

(Englsh) School of Social Scicncc

受講対象学生数 100 名 受講対象学年 全学年 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 ) イントロダクション 弦間 正彦 早稲田大学

9/26 (Engish) Introductioni Gemma Masahiko Wascda Univcrsity

第2回 (日 本語 ) ユーラシア共同体の概要 鄭 俊坤 ユーラシア財団

10/3 (Englsh) Ovcrvicw ofEurasian Community Chung JoonKon Eurasia Foundation

第3回 (日 本語) ユーラシア共同体と東アジアの出版 落合 勝人 集英社

10/10 (English) Eurasian Community and Publishing in East Asia Ochiai Katsuto SHUEISHA.inc

第4回 (日 本語) ユーラシア平和のための口韓協力 姜 尚中 熊本県立大学

10/17 (English) 」apan‐ Korea coopcration for Pcacc in Eurasia Kang SangJung

第5回 (日 本語) ユーラシアと東アジアにおける韓流文化 黄 盛彬 立教大学

10/24 (English) Eurasian Community and Korcan Wavc in East Asia Hwang Songbin R悧けo Un市Crsity

第6回 (日 本語 ) ユーラシアと北朝鮮経済 三村 光弘 環日本海経済研究所

10/31 (Enghsh) Eurasia and Economy ofNorth Korca Mimura Mitsuhiro ERINA

第7回 (日 本語) ユーラシアの建築 国広 ジョージ 国士舘大学

l V7 (English) Architccturc in Eurasia Kunlhiro Gcorgc Kokushikan Univcrsity

第8回 (日 本語 ) ユーラシアの食文化 朝倉 敏夫 立命館大学

H/14 (English) Food Cuhurc in Eurasia Asakura Toshio Ritsumeikan Un市 ersity

第9回 (日 本語 ) ユーラシアにおける環境問題 小長谷 有紀 国立民族学博物館

l V21 (Englsh) Environmcntal Problcms in Eurasia Konagata Yuki Nadonal Muscum or Ethnology

第10回 (日 本語 ) なぜ「ユーラシア共同体」なのか 佐藤 洋治 ユーラシア財団

11/28 (Englsh) Why'Eurasian Communiサ
!? Sato Yoii Eurasia Foundation

第11回 (日 本語) ユーラシアにおけるコリアン・ディアスポラ 李 愛杯ll蛾 早稲田大学

12/5 (English) Korcan diaspora in Eurasia Lcc Aclia Waseda University

第12回 (日 本語 ) ユーラシアのなかの中国 青 山 瑠妙 早稲田大学

12/12 (English) China ln Eurasla Aoyama Rumi Vヽaseda University

第13回 (日 本語) ユーラシアと東コーロッパの経済 弦間 正彦 早稲田大学

12/19 (English) Eurasia and Economy of Eastcm Europc Gcmma Masahiko Waseda University

第14回 (日 本語) ユーラシアと観光 山本 芳華 平安女学院大学

1/16 (Englsh) Eurasia and Sightsccing Yalnatnoto Yoahika
=Ietan Jogakuin university

第15回 (日 本語) 総合討論

1/23 (Englsh) Gcncral Discussion

第16回 (日 本語 )

(English)

第17回 (日 本語)

(English)

第18回 (日 本語)

(English)

第19回 (日 本語)

(English)

第20回 (日 本語 )

(English)

(21GA― JP2)


