
6.講座の詳細 (シ ラバス)

大学名
(日本語) チャンパサック大学

(English) Champasack University

講座タイトル
(日 本語) アジア共同体論

(English) The studies of Asian Co■ lrnunity

講座実施期間 2022年 10月  6 日～ 2023年  1 月 12 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) 経済経営学部、教育学部

(Engish) Faculty of Econonlic Management,Faculty of Education

受講対象学生数 80 名 受講対象学年 3年生、4年生 講座で使 う言語 ラオ語・ 英語・ 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) アジア経済から見るアジア共同体 シ ース マ ン ブントム チャンパサック大学

10/6 (English〉 Asian community from the perspective of Asian economy SISOUMANG Bounthom Champasack University

第2回 (日本語) グローバル化するアジア大衆文化の経済効果 金 香淑 日本大学

10/13 (English) Econonlic effects of globallzing Asian popular culture KIM H yangsuk Nihon University

第3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イ スックチャルン ミサイ ラオス国立大学

10/20 (English) Asian community thinkinB from multicultural communication Education SOUKCHALEUN M故ay National University or Laos

第4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

10/27 (Englsh) Cllobal Education Trends and lmphcations CHUNG Hyuttune PIuto lnc.

第5回 (日 本語) アジアの物流事情から考えるアジア共同体 インブンミー ヴォンフライ チャンパサンク大学

/3 (Englsh) Asian corrlmunity considering the logistics situation in Asia INBOUNMY /ヽonevalay Champasttck University

第6回 (日 本語) 数学教育から考えるアジア共同体 スンクソムヴァン プ イ ラオス国立大学

11/10 (Englsh) Asian Community thinking from Mathematical Education Souksomvang Phoul National Univcrsity of Laos

第7回 (日 本語) アジアの准L会とライフスタイルの観点から考えるアジア共同体 チャンタナコン センスリヤー チャンパサック大学

11/17 (English) Asian community from the perspective of Asian society and Lfestyle Sengsouhya Champasack Un市ersity

第8回 (日本語) アジア伝統文化と建築から考えるアジア共同体 ヴォンヴィフイ サヤフォン スパヌヴォン大学

11/24 (Englsh) Asian community from the perspective of traditional Asian culture and architecture
/ヽongv■ ay Xayaphone Souphanouvong University

第9回 (日 本語) アジアの伝統から考えるアジア共同体 テーパスリントン ポンサワン チャンパサック大学

12/1 (Englsh) Asian community thinking from Asian tradition Phonesavanh Champasack University

第10回 (日 本語) アジアの統合に向けた法律:仲裁慣行と商業調停の概要 パンチョン ダッ ベトナム国際仲裁センター

12/8 (Englsh) Law ror Asian lntcBratiOni Ovcrvicw oF Arbitration Practiccs and Commcrci』 Mediation PHAN TRONG Dat

第11回 (日 本語) COVID時代のカンボジアとASEANデジタル経済の展望 ウ ン ヴェスナ 国立経営大学

12/15 (English) Outiook of Cambodia and ASEAN Digital Economicin COVID Era UNG 「ヽesana Nadonal Universttv oF Managemcnt

第12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 frOm Asia

12/22 (Engish) Why,now Eurasia co打lrnunity CHUNG JoonkOn Eurasla Foundadon(Fron Asia)

第13回 (日 本語) 観光から見るアジア共同体 カッティヤヴォン ペットサモン サワンナケー大学

12/29 (Englsh) Tourisrn and the Asian Cornrnunity KHATTIYAVONG Phetsamone Savanakhet Un市 ersity

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

1/5 (English) Asian Conarnunity thinking fronl Foreign Language Education SAYAKONE よ/1alaykham Nadon31 UniVersity of Laos

第15回 (日 本語) やがて世界は一つになる 佐藤 洋治 ユーラシア財国 什om Asia

1/12 (Englsh) The World Win Be United in the Near Future SATO Ytti EIIrasta Follndadon(ffOm Asia)

第16回 (日 本語)

(Eaglsh)

第17回 (日 本語)

(English)

(22GA― JP2)


