
6.講座の詳細 (シ ラバス)

大学名
(日 本語) 佐賀大学

(Englsh) Saga Universiv

講座タイトル
(日 本語) アジアコミュニティ論

(Englsh) Asian Community

講座実施期間 2022年 10月  6 日～ 2023年  2 月 2 日 講座実施曜日/時間 木 曜日/10:30～ 12100

講座対象学部

及び学科名

(日本語) 芸術地域デザイン学部、教育学部、経済学部、医学部、理工学部、農学部

(English) Faculty of Art and Regiond Desttp,Educadon,Economics,Mediche,Science md Engheering,Agriculture

受講対象学生数 100 名 受講対象学年 全学年 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) オリエンテーション、講義プログラムや評価の方法の説明 張 韓 佐賀大学

mm/dd (EngLsh) Orientation,contents of a lecture,grade evaluation,etc. 」ang Hanmo Saga University

第2回 (日 本語) 欧州統合は何を乗り越えようとしているのか 松 永 達 福岡大学

(Enghsh) Whatis EU going to overcome Matsunaga Tatsushi Fukuoka Un市ersity

第3回 (日 本語) 日本と比較した中国の法体系の特徴 孫 友容 佐賀大学

(Englsh) Charactenstics Of Chinats iegal systern compared to」 apan Sun Yourong Saga Univerttty

第4回 (日本語) 青銅器を通じてみた 日韓交流 村松 洋介 佐賀県庁

(English) The interchange between」apan and Korea hrough he bronzeware Muramatsu Yosuke Saga PreFectura1 0Fice

第5回 (日 本語) 東アジア共同体の在り方を考える一中日台の間～済発展と所得格差 連 清吉 長崎大学

(E■ 81iSh) Thinking ofexistence East Asian Communlly BetWeen China,Japan and Tttwan Ren Seikichi Nagasakl UnⅢ ersity

第6回 (日 本語) アジア農業の活性化戦略 李 錦東 北九州市立大学

(Englsh) Activation Strategy for Asian livestock farrling Lee Geumdong 引he Universlty OF Kitakytishu

第7回 (日 本語) 多民族国家アメリカの社会問題としての経済的不平等 ペ ク ヒョンキ ノヴァサウスイースタン大学

(English) Economic inequaliv as a sCCial problem h the muld― ethnic USA Back Hyongkee Nova Southeastem University

第8回 (日 本語) 今に生きるガンディーの思想と実践 石井 一 也 香サ|1大学

(English) The Candh hought hatliving in he present and Pracuce Ishii Kazuya Kagawa Un持 ersity

第9回 (日 本語) グローバル人材育成とネットワーキング 園吉焉 =kコ ル 西九州大学

(Engish) Global human resource development and networttng Sonobe Nicole Nishikyushu Universlty

第10回 (日 本語) 中国の地域経済格差 劉 魏 遼寧省政治経済学院

(Engnsh) Regional incorle inequality in China Liu Wei ,n Schod oFLla(〕 ,hE PI【 )■n(lal'JてvCm

第11回 (日 本語) ベトナムの経済成長と所得格差 チャン ティ ミン ハオ ベトナム国家大学

(English) Vietnam`economic growth and income inequality Tran Thi Minh Hao ⅥediaFn Natlonal Un誨 ersiv

第 12回 (日 本語) 安倍外交とアセアン :そ の成果と課題 須藤 季夫 タマサート大学

(English) Abe E)iplomacy and ASEAN:Achievements and Challenges Sudo Sueo Thammasat University

第13回 (日 本語) カンボジアの経済発展と所得格差 タッチ ラスメイ カンボジア王立プノンペン大学

(English) Economic development and income unequallty in Cambodia Thach Rasmey Rcyal University ofPhnomPenh

第14回 (日 本語) 人材の国際移動と多文化共生 福元 健 志 西九州大学

(English) Internadonalim■ ■8ration of human resources and muldcultural coe鷲stence Fukumoto Takeshi Ntthkyushu Un市 ersity

第 15回 (日 本語) なぜアジア共同体なのか 鄭 俊坤 ユーラシア財団 frOm Asia

(Englsh) Why Asian Community Chung 」oOnkOn Eurasia Foundadon from Asia

第16回 (日 本語) 定期試験 張 韓模 佐賀大学

(Englsh) Final Examlnation 」ang Hanmo Saga Un市 ersity

第17回 (日 本語)

(Englsh)

(22GA‐ JP2)


