
6。 講座の詳細 (シ ラバス)

大学名
(日本語) 平安女学院大学

(English) Heian」ogakuin(St.Agnes)Un付 ersity

講座タイトル
(日本語) 多文化共生論一ユーラシア共同体からの考察

(Engls■ ) Inter― cultural Coexistence from the insight of Eurasian Community

講座実施期間 2022年 10月  1 日～ 2023年  3 月 31 日 講座実施曜日/時間 金 曜日/12:25～ 13:55

講座対象学部

及び学科名

(日本語) 国際観光学部国際観光学科

(English) Faculty of lnternational Tourismj Departxnent of lnternational Tourism

受講対象学生数 110 名 受講対象学年 2年、3年、4年 講座で使 う言語 日本語

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) イントロダクション ユーラシア共同体と多文化共生 鄭 俊坤 ユーランア財団 frOm As:a

10/7 (English) Introduction― Eurasia Conlmunity and inter― culturaI Coexistence Chung 」OOnKon Eur2sia Foundadon「 om Asia

第2回 (日 本語) ユーラシアの持続可能な社会の形成と世界標準 山本 芳華 平安女学院大学

10/14 (English) Sustainable Society and(31obal Standard in Eurasia Yamamoto Yoshika Heian」 ogakuin university

第3回 (日 本語) 日本の歴史と多文化共生 ユーラシアからの影響 毛利
空 _
′8 平安女学院大学

10/21 (Engish) Japancsc卜 ristory and lnter cultural Coexistcncc from thc erttcts「 rom Rurasia Mourl Kenlchi Heian Jogakuin University

第4回 (日 本語) 東欧・ 中央アジア農業の経験から見るユーラシア共同体 弦 間 正彦 早稲田大学

11/4 (Englsh) East European and Central Asian Agricuiture and Eurasia conlmunity Gemma Masahiko Waseda University

第5回 (日 本語) ユーラシアのディアスポラ 李 愛杯ll蛾 早稲田大学

H/11 (English) Eurasia and I⊃ iaspora Lee Aelia Waseda University

第6回 (日 本語) 先住民問題と多文化共生 ユーラシアの中の台湾から 古 関 喜之 平安女学院大学

11/18 (EngHsh) Inter― cultural Coexistence and Aborigines from′「
ai、vanese case in Eurasia Koseki Yoshiyuki Hcian Jogakuin university

第7回 (日 本語) 多世代間交流の場の形成と多文化交流コミュニティ チャン レ ン レ ン シンガポール大学

11/25 (English) Intergenerational Contact Zone and lnter― cultural conlmunity Thang Leng Leng Singapore University

第8回 (日 本語) 多文化共生の教育現場 台湾 茶 清華 文藻外語大学

12/2 (Englsh) Inter―cultural Coexistence education from Taiwan Tsai Ching― hwa

第9回 (日本語) 多文化共生と食 朝倉 敏夫 立命館大学

12/9 (Englsh) Inter― cultural Coexistence and Food Asakura Toshio Ritsumeikan University

第10回 (日 本語) ユーラシアと植生 竹の文化から 柴 田 昌 京都大学

12/16 (English) Vegetation and Culture in Eurasia fforYl Bamboo culture Shibata Shozo Kyoto Un持ersity

第11回 (日 本語) 水をめぐる多文化共生 中央アジアの事例より 石 田 糸己慎Б 市民環境研究所

12/23 (English) Coexistence of Water rnanagement― in the case of Central Asia Ishida Norlo Pcoplc s lnstltute Of envifonmOnt

第12回 (日本語) ヨーロッパ共同体とユーラシア共同体 コンベリー フランク アイルランドダブリン大学

1/6 (Engish) EU and Eurasian cornrnunity Convery Frank University Colage DuЫ in

第13回 (日本語) 欧州における多文化共生 高橋 義人 平安女学院大学

1/13 (Engish) Inter―cultural Coexistence and Europe Takahashi Yoshito Heian Jogakuin university

第14回 (日本語) ワンワールドと多文化共生 ユーラシア共同体の概念から 佐藤 洋治 ユーラシア財□ 行om AЫ a

1/20 (Englsh) One world and lnter― cultural Coexistence ttom Eurasian community Sato Ytti こurasta Foundation from Asa

第15回 (日本語) ユーラシア地域と茶文化について 山本 芳華 平安女学院大学

1/27 (Englsh) Eurasia and Tea Culture Yamamoto Yoshika Heian Jogakuin University

第 16回 (日本語)

(English)

第17回 (日 本語)

(English)

(22GA JPl)


