
6.講座の詳細 (シ ラバス)

大学名
(日本語) 井岡山大学

(Engitsh) 」ingGangShan Un市ersity

講座タイトル
(日 本語) 東アジア思想文化とアジア共同体論

(Englsh) Cuttural Philosophical base of East Asia and Asian Community

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 金 曜日/18:30～ 20:00

講座対象学部

及び学科名

(日本語) アジア研究センター。日本語学科

(EngIXh) Center for East Asian studies,」 apanese Department

受講対象学生数 120 名 受講対象学年 1、 2、 3、 4年生 講座で使 う言語 日本語・ 韓国語。中国語

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) オリエンテーション 荏 耀 林 井岡山大学

nlrn/dd (Englsh) Orientation Huo Yaolin 」ingGan8Shan Univeisity

第2回 (日 本語) 記念講演 :やがて世界は一つになる 佐藤 洋治 ユーラシア財団

(Enghsh) Conlrrlemorative Speechi「 Fhe World wlll be one Sato Y可 1 Etょ rasia Fo口 ndaOon(frOm Asial

第3回 (日 本語) アジア共同体に向かつて―マスメディアヘの再認識 王 炎龍 四川大学

(Enどにh) Wang Yaniong Sichuan Un市 ersity

第4回 (日 本語) アジア共同体に向かって 日中比較文学の視点 黄 立新 北京大学

(English) Views froni Chinese and JapaneSe comparative titerature towards Asian communiリ Huang Lixin Betting University

第5回 (日 本語) 日中言語文化とアジア共同体
工早 献カ 玄笑大学

(English) Sino―」apaneSe language culture and Asian convnunity Guo Xianyin XuanZanB University

第6回 (日 本語) アジア共同体と日中韓の文化相互認識 最 友軍 中国海洋大学

(English) Culturalldentity Among Asian Community,China,」 apan Nie Yottun Ocean UnⅢ ersity of China

第7回 (日 本語) 近代アジアの交通からアジア共同体に関する研究 李 浦森 南京由卜屯大学

(English) MOdern Asian trafflc history and the construction of Asian Community Li Pellin

第3回 (日 本語) 多民族の視J点からアジア共同体へのアプローチ 王 保存 延安大学

(Englsh) The process ofthe Asian community from a multi ethnic perspective Wang Baocun Yan`an Un市 ersity

第9回 (日 本語) アジア共同体に向かつて一政治学の視点 湯 伊 心 海南師範大学

(English) Thc construction oF Asian community:From the pcrspective oF Politicai Sctcnce Tang Yix in Hainan Normat University

第10回 (日 本語) アジア共同体に向かつて一歴史の視点 シ 程 広西大学

(Enghsh) The construction of Asian co14munⅢ y:frOm a historica Peng Cheng Guna8Xl Un市 ersity

第11回 (日 本語) アジア共同体に向かつて一教育の視J点 趙 波 西北工業大学

(Engish) The constructlon of Asian cornmunityi from the perspe Zhao Bo Nofthw&・ itern Poり technical univcrsit)

第12回 (日 本語) アジア共同体構築に関する思想的検討 享b 海燕 日本大学

(Enghsh) Bulld a Discussion on the Thought of Asian Community Guo Haiyan Nihon un市 ersity

第13回 (日 本語) アジア共同体に向かって一近代 日中交流史の視′煮 谷
口 建 平 井岡山大学

(English) Vicws on Asian Communit)i10m Modern Communtcauon History bctwccn China and Japan Zeng 」ianping JingGangShan Un市 eisity

第14回 (日本語) アジア共同体に向かって近代 日英文化交流の視点 単 文平 井岡山大学

(English) The cuttural exchange between Japan and Britain in modern dmes toward Astan community Dan Wenping JingGangShan Univeisity

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

(Englsh) Why Asia Community Now― Its Necessity Chung 」OOnkOn Eurasia Fo、lndadon(「 Om Asia)

第16回 (日 本語)

(English)

第17回 (日本語)

(English)

(22GA JP2)


