
6。 講座の詳細 (シラバス)

大学名
(日 本語) 吉林建築大学
(English) Jilin Jianzhu Univcrsity

講座タイトル
(日 本語) アジア共同体から見る多民族地域の[人・居]環境について

(English) Rcscarch on multi‐ ethnic human settlemcnts bascd on thc宙 sion ofAsian Community

講座実施期間 2022年 9月 1日 ～ 2023年 2月 30日 講座実施曜 日/時間 金 曜 日/16:00～ 18:00

講座対象学部
及び学科名

(日 本語) 全学校

(English) All studcnts

受講対象学生数 100 名 受講対象学年 1巧、研究生、教員 講座で使う言語 中国語、日本語、韓国語、英語

日付 講義テーマ
講 師累

(姓 ) (名 )

講師所属機関名

第1回 (日 本語 ) オリエンテーション 金 日学 吉林建築大学

宜yd (Englsh) 。nentation 」in Rixue Jilin Jianzhu Un市 ersity

第2回 (日 本語) ユーラシア共同体と中国 金 俊 韓国・高麗大学校

m/d (Englsh) Eurasia Commu五ty and China Jin Jun Korca University

第3回 (日 本語) 戦災復興とユーラシア共同体 石 丸 糸己夢尊 日本・広島大学

m/d (English) War disastcr rccovcv and Eurasian community Ishimaru Norloki HiЮshima University

第4回 (日 本語 ) やがて世界は一つになる 佐藤 洋治 ユーラジア財団fЮm Asla

耐 d (Engish) Evcntualy thc、 vorld becomcs one Sato yO」 1 Eurasia Fottndation(from ASal

第5回 (日 本語 ) 安心安全な街づくりとユーラシア共同体 曲 士
ボ 大連理工大学

証 d (Englsh) Mathcmatics Culturc and Eurasia Community Qu Yi Dattan UnivcrSty oFTcchnology

第6回 (日 本語 ) 日本伝統住宅と居住環境 藤 田 盟児 日本。奈良女子大学

湖 d (Englsh) Japancsc traditional rcsidcncc and rcsidcntial culture Huiita MCも i Nara Women's University

第7回 (日 本語 ) シンガポール植民地建築と居住文化 金 承協 大連理工大学

耐 d (English) Singaporc colonial rcsidcncc and its culturc ■n Chcngxlc Dahan University oF Technology

第8回 (日 本語) 北朝鮮の居住環境とユーラシア共同体 林 金花 延辺大学

討 d (Engish) North Korcais hving cnviЮnmcnt and Eurasia Community Lin Jinhua Yanbian University

第9回 (日 本語 ) アジア諸国の居住文化とその差異 李 明 大連理工大学

m/d (Engish) Rcsidcntial culturc and its diffcrcnccs in Asian countrics Li Ming Dalian University or Technoiow

第10回 (日 本語 ) 智慧都市建設とユーラシア共同体 沈 振 江 日本・金沢大学

ayd (Engish) Smart city construction and Eurasia Community Shcn ZhcnJlang Kanazawa University

第11回 (日 本語) 波川震災復興に見る安心安全な街づくり事例 陳 天 天津大学

■Vd (English) Post Wenchuan carttquakc rcconstmction and health and safety urban design Chcn Tian Tianjin University

第12回 (日 本語 ) 今、なぜユーラシア共同体なのか (仮 ) 鄭 俊坤 ユーラシア財団仲om AЫ a

討 d (Englsh) Now,Why is lt an Eurasia community Chung Joonkon Eurasia Foundaion(「 om Asial

第13回 (日 本語 ) ユーラシア視点からみる自然災害と社会復興 韓 東深 韓国・漢卜易大学校

湖 d (English) Natural disasters and social rcvival from thc pcrspectlvc ofEurasian community Han Dongsoo Hanyang University

第14回 (日 本語 ) 住宅工業化技術とユーラシア共同体 周 静敏 同済大学

討 d (Englsh) Prcfabricattd housing tcchnology and Eurasian co■ llnunity Zhou Jing■ lin TongjI University

第15回 (日 本語) 総括 金 日学 吉林建築大学

討 d (Englsh) Summary Jin R ixuc Jitin Jianzhu University

第16回 (日 本語 )

m/d (English)

第17回 (日 本語)

討 d (English)

第18回 (日 本語 )

討 d (English)

第19回 (日 本語)

討 d (English)

第20回 (日 本語)

m/d (English)

(21GAttPl)


