
6.講座の詳細 (シ ラバス)

大学名
(日本語) サワンナケー ト教員養成大学

(Englsh) Savanakhet Teacher Training College

講雛透タイトル
(日 本語) アジア共同体論

(Engnsh) The studies of Asian Com munity

講座実施期間 2022年 10月 13 日～ 2023年  1 月 19 日 講座実施曜日/時間 木 曜日/13:00～ 15:00

講座対象学部

及び学科名

(日 本語) 全専科 (理学専科、社会学専科、初等教育専科、外国語専科)

(Englねh) All majors(Science,Sociology,Primary Education,Foreign Language)

受講対象学生数 80 名 受講対象学年 2年生、3年生 講座で使 う言語 ラオ語 。日本語・英語・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) アジアの伝統から考えるアジア共同体 パサイシー レッサミー サ ワンナケー ト教員養成大学

10/13 (English) Asian co m m unity thinking fro m Asian tradition P H AXAYSI Latsa m y

第2回 (日 本語) グローバル教育動向と影響 チ ョン ヒョンジュン (株)プル ト

10/20 (English) Global Education Trends and lmplications CHUNG H yunjune Ptuto lnc,

第3回 (日 本語) 大衆文化 とアジア共同体 金 香淑 日本大学

10/27 (Englsh) Asian co m m unity fro m the perspective of popular culture KIM Hyangsuk Nihon U niversity

第4回 (日 本語) 多文化コミュニケーション教育から考えるアジアのコミュニティ スックチャルン ミサイ ラオス国立大学

11/3 (Englsh) Asian co m m unity thinking fro m m uiticultural co m m unication Education SOUKCHA〔 ÉUN M ixay N ational U niversity oF Laos

第5回 (日 本語) カンボジアの農業からみるアジア共同体 ロイ レス ミー 王立プノンペン大学

11/10 (Englsh) Asian co m m unity fro m the perspective of Ca m bodian agriculture LOCH Leaks m y Royal U n!verdity of Phnom Penh

第6圏 (日 本語) ASEA Nの 「二つの柱」から考えるアジア共同体 スンタラヴォン プアンペ ッ ト サワンナケー ト教員養成大学

11/17 (Englsh) Asiancommunitytothinkfrom ASEAN's〃 three p11lars〃 Phuangphet

第7回 (日 本語) 観光 とアジア共同体 カッティヤヴォン ペットサモン サワンナケー ト大学

11/24 (Englおh) Tourism and the Asian Com munity KHATTIYAVONG Phetsa m one Savanakhct U niversity

第8回 (日 本語) 太陽エネルギーの有効的な利用とアジア共同体 シーチャントンティップ ノムポン サワンナケー ト教員養成大学

12/1 (Englsh) Effective use of solar energy and the Asian co m m unity So m phong

第9回 (日 本語) メコン川地域の生活文化 とアジア共同体 ポンフンナコム ノンタヴイスック サワンナケー ト教員養成大学

12/8 (Engish) MekOngRiverLifeCultureandAsianCommunity Soncthavisouk

第10回 (日 本語) 数学教育から見たアジア共同体 スックソムヴァン プ イ ラオス国立大学

12/15 (English) Asian Co m m unity thinking fro m M athe m atical Education SOUKSOMVANG Phoui N ational U nivcrsity of Laos

第11回 (日 本語) なぜ、いまユーラシア共同体なのか ? 鄭 俊坤 ユーラシア財団 frO m Asia

12/22 (Englsh) W hy,now Eurasia co m m unity CHUNG 」OOnkOn Eurasia Foundation(frO ll Asia)

第12回 (日 本語) アジアの人類進化から考えるアジア共同体 サヤヴォン ケオサニット サワンナケー ト教員養成大学

12/29 (Eng4sh) Asian com munity to consider from the evolution of humanity in Asia XAYAVO NG Keosanith

第13回 (日 本語) アジア共同体 とスマー トシテイ~ ロ ン ノノミン ウエスタン大学

1/5 (Engttish) Asian Com munity and smart cities LONG Sovang W estern U niversity

第14回 (日 本語) 外国語教育から考えるアジア共同体 サヤコン マライカム ラオス国立大学

1/12 (English) Asian Com munity thinking from Foreign Language Education SAVAKO NE M alaykha m N ational U niversity of Laos

第15回 (日 本語) やがて世界は一つになる 佐藤 洋治 ユー ラシア財団 frO n Asla

1/19 (Englsh) The W orld WiH Be United in the Near Future SAT 0 Yoji Eurasia Foundation(fro m Asia)

第16回 (日 本語)

(Englsh)

第17回 (日本語)

(English)

(22GA―JP2)


