
6.講座の詳細 (シ ラバス)

大学名
(日本語) 玉林卯疱学院

(English) Yulin Normal University

講座タイトル
(日 本語) アジア共同体論

(English) Asian Communities

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 水 曜日/19140～ 21:10

講座対象学部

及び学科名

(日 本語) 全学校 (一般教養課程 )

(Englね h) whole school(Liberal Education)

受講対象学生数 80  名 受講対象学年 1-4年生 講座で使 う言語 中国語、日本語、韓国語

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) アジアに定義について 金 俊 高麗大学

09/07 (Englsh) Deanition of Asia 」in 」un Korea University

第2回 (日 本語) 中日韓三国の共同体構築の問題 宋 成有 北京大学

09/14 (Enghsh) On the construction oFthe community oF China,Japan and South Korea Song Chengyou Peking Un市 ersity

第3回 (日 本語) アジア共同体構築の意義について 鄭 俊坤 ユーラシア財団

09/21 (English) China's experience in bullding an Asian co■ lrnunity Chung 」OOnkOn Eurasia Foundadon(frOm Asta)

第4回 (日 本語) 東アジア共同体と多民族文化の融和と共存 本ト 好姫 玉林師範学院

09/28 (English) East Asian Community and Muld― ethnic Muldcu■ ural Harmonious Symbiosis Piao Tintti Yulin Normal University

第5回 (日 本語) 中国儒家文化と朝鮮半島の関係 韓 英 大連大学

10/12 くEnghsh) The relationship bethleen Chinese Confucian culture and the Korean Peninsula Han Ying Dallan University

第6回 (日 本語) 中国歴史問題とアジア共同体の構築 許 壽童 三 亜 学院

10/19 (Englsh) Sino―」apaneSe historicalissues and bullding an Asian coHununity Xu Shoutong Sanya University

第7回 (日 本語) 池田大作の世界平和理論の影響 叢 暁波 創価大学

10/26 (Englsh) The inttuence of Daisaku lkedals theory of world peace Cong Xiaobo Soka University

第8回 (日 本語) 転換期における東アジアとアジア 李 盛換 韓国啓明大学

11/02 (Englsh) East Asia and Asia at the turning point Lee Sunghwan Keimyung Universily

第9回 (日 本語) アジア共同体建設と中国両国の役立 楊 棟梁 南開大学

11/09 (Englsh) The Constructlon ofthe Asian Communly and the ResPonsiblities of China and Japan Yang Dongllang Nankai Un什 ersiリ

第10回 (日 本語) 共同体視野から見た東南アジアの発展と挑戦 王 本自中 広西民族大学

11/16 (これglish) Development and challenges oF Southeast Asia from a community perspective Wang Balzhong GlI“ュBXl Un"ersity Fl r Nationanties

第■回 (日 本語) 中国の"一帯一路"と アジア共同体構想 成 芳 玉林師範学院

11/23 (English) Chinais the Belt and Road and the idea of Asian Community Cheng Fang Yulin Normal University

第12回 (日 本語) 歴史から再び考える東アジア共同体 宋 浣範 高麗大学

11/30 (Englsh) Eest Asian Community Thinking Again from History Song Whanbhum Korea University

第13回 (日 本語) アジア共同体の今と昔 張 暁剛 長春師範大学

12/07 (Englsh) History and Status QuO Of East Asian Coastal Cities Zhang Xiaogang Changchun Normal Universitン

第14回 (日 本語) 過去の戦争と平和一アジア共同体と結び付けて 呂 秀 一 玉林師範学院

12/14 (Englsh) Past war and peace― In connection with the Asian conlrnunity Lyu Xiuyi Yulin Normal University

第15回 (日 本語) 異文化の理解―アジア共同体の視野から 呂 秀 玉林師範学院

12/21 (Englsh) Understandins other cultures― From the perspective of Asian Community Lyu Xluyi Yulin Normal University

第16回 (日 本語) 学生討論会、まとめ

12/28 (Englsh) Student Se■linar SuHlrnary rneeting

第17回 (日 本語)

(Engish)

(22GA― JP2)


