
6.講座の詳細 (シ ラバス)

大学名
(日 本語) 山束青年政治学院
(English) Shandong Youth University Of Political Science

講座タイトル
(日 本語) 積極的高騰化社会建設とアジア運命共同体

(English) Positive Construction of Aging Society and the Community of Shared Future of Asia

講座実施期間 2022年 09月 01日 ～ 2022年 12月 30日 講座実施曜日/時間 曜日/ 14: 00- 16:00

講座対象学部

及び学科名

(日 本語) タト国語学院、現代サービスと管理学院、文化伝才番学院、経済管理学院など。

(Eng:ish) Schooと  of lntcrnational Studi〔 ・s, Modorn scrvice and Managemont lnstitute, Culturc PropagatiOn Acadcmy, Economic ハdministration Acadomy

受講対象学生数 1720 名 受講対象学年 一年一四年 講座で使 う言語 日本語、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) 的高船化社会建設と人類運命共同体 管 秀蘭 山東青年政治学院

09/08 (Englsh) Posttivc Construction or Aging Socicty `lnd tho Community oF Sharcd Futuro Guan Xiu―Lan

第2回 (日本語) 少子高船化現象が経済発展に与える影響――中日比較の視点 張 季風 中国社会科学院

09/15 (Eng工 sh) Zhang 」i―Feng

第3回 (日 本語) 人口高齢化に積極的に対応する国家戦略 呉 玉詔 復旦大学

09/22 (Engrish) National strategy to actively respond to populatiOn aging Wu Yv― Shao Fudan Unlverslty

第4回 (日本語) 新時代の高齢者人材開発問題の研究 楊 文凱 山束青年政治学院

09/29 (English) Study of Elderly Talcnt Dcvelopment in the New Pcroid Yang Wen― Kai

第5回 (日本語) 東アジアの漠字文化の源と流 陳 多友 広火外国語対外 >ウゴ易大学

10/13 (English) Tho sourcc and flow of Chincse charactcr culture in East Asia Chen Duo一You

第6回 (日本語) 日本の2025年問題と21世紀の社会保障モデル 田 香蘭 大津社会科学院

10/20 (English) The lssuo or Japan in 2025 and its soctal(iccurity modol in the 21st contury Tian Xian―Lan

第7回 (日 本語) 中国内モンゴルにおける馬乳酒製造法の変化に関するレヒ較民族誌的研究 尾崎 孝宏 鹿児島大学

10/27 (English) Ozaki Takahiro Kagoshima Univorsity

第8回 (日本語) 高船化社会を背景にした大学の日本語教育 程 穎 山東師範大学

11/03 (Englsh) College Japanese Education under the backgrOund or aging SOciety Cui Ying ShanDons  Normal じnivorsity

第9回 (日本語) 日本の社会保障制度と高於化対策の研究 宋 金文 北京タト国語大学

11/10 (Engiish) Roscarch on fapan'S SOCial tSccurity syヽ ,tOm and aging Countcrmcasuros Song 」in―Wen

第10回 (日 本語) 高齢者の人的資源開発とアジア共同体 陳 化
レ
し

Ｈ
引 青森大学

11/17 (EngHsh) Human icsourcc devolopmcnt For tho oldorly and tho Asian Commtlnity Chen Hua一Bei Aomori Univcrsity

第11回 (日 本語) いま、なぜ アジア共同体なのか
げ
ト
ド

葉 俊坤 ユーラシア財団

11/24 (Englsh) Why is the Asian community now Chung Joon―Kon One Asia Foundation

第12回 (日 本語) 中国春老サービス人材保障体系建設研究 赳 文君 夭津師範大学

12/01 くEnglsh) Rcsoarch on thて , construction or ponsiOn servic〔  ヽtale:it security systO,l in China Zhao Wen―」un Tt〔 Injin Normalじ nivcrsity

第13回 (日 本語) 中日関係の趨勢とコロナ下の日本社会 王 鍵 中国社会科学院

12/08 (English) Wang 」ian

第14回 (日 本語) 平成時代 ポス トエ業化時代の始まり 王 新生 北京大学

12/15 (Englsh) Heisei Era: the Beginning of the Post― industrial Era Wang Xin―Sheng Peking Unlverslty

第15回 (日本語) 高船者用語の翻訳技術 と文化伝↓番研究 朱 鵬雷 天津外国語大学

12/22 (EngLsh) Zhu Peng― Xiao

第16国 (日本語)

くEnglish)

第17回 (日本語)

(English)

(22GA JPl)


