
6。 講座の詳細 (シ ラバス)

大学名
(日 本語) サワンナケート大学

(English) Savanakhet Un抒 ersity

講座タイトル
(日 本語) アジア共同体論

(Englsh〉 The studies of Asian Community

講座実施期間 2022年 10月  14 日～ 2023年  1 月 20 日 講座実施曜日/時間 金 曜日/13:30～ 15:30

講座対象学部

及び学科名

(日本語) 言語学及び人文科学部

(English) Faculty of Linguistics and Humanities

受講対象学生数 80  名 受講対象学年 2年～4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) 観光から見るアジア共同体 カッティヤブォン ペットサモン サワンナケート大学

10/14 (Englsh) Tourism and the Asian Community KHATTIYAVONG Phetsamone Savanakhet University

第2回 (日 本語) 世界の教育動向とその影響 チョン ヒョンジュン (株)プルト

10/21 (Enghsh) C}Iobal Education Trends and lmplications CHUNG Hyuttune Pluto lnc.

第3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差成大学

10/28 (English) Asian community thinking from Asian tradition PHAXAYSI Latsarny

第4回 (日 本語) アジア共同体の必要性と課題 金 香淑 日本大学

11/4 (EngLsh) Needs and chalenges ofthe Asian community KIM H yangsuk Nihon Un"esity

第5回 (罰本語) 一帯一路とアジア共同体 権 赫 晟 順天大学

11/11 くEnghsh) Belt and Road and the Asian Community KWON Hyuksung Sunchon＼ ational University

第6回 (日本語) アジア共同体とスマートシティー ロ ン ソノミン ウェスタン大学

11/18 (English) Asian CoHlrnunity and smart citiOs LONG Sovang Western X」 niversity

第7回 (日 本語) 農業の持続可能性と環境の観点から見るアジア共同体 ロイ レスミー 工立プノンペン大学

11/25 (English) Asian Communiv flom the perspective oF agricultural sustainabiliry and the envirOnment LOCH Leaksmy Royal UnⅢ crsit)of Phnom Pcnh

第8回 (日 本語) 輸送インフラ整備から考えるアジア共同体 サイコシー スリヨン サワンナケート大学

12/2 (Englsh) Transportation infrastructure and Asian cornmunity XAYKOSY Souhnhong Savanakhet University

第9回 (日 本語) 韓流とアジア共同体 権 静 培材大学

12/9 (Enghsh) Korean wave(Hallyu)and Asian community KWON Jung Paichai Un市 ersity

第10回 (日 本語) 今、なぜアジア共同体なのか ? 鄭 俊坤 ユーラシア財回 flom Asia

12/16 (Engish) Why isit an Asian community now? CHUNG 」oOnkOn Eurasia FoundattonlFlom Asial

第11回 (日 本語) ラオスの農業政策とアジア共同体 ケムマラット シータ サワンナケート大学

12/23 (English) Lao AttriculturaI Policy and Asian Cornrnunity KHEMMARATH Sitha Savanakhet t」 niversity

第12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

12/30 (Enghsh) Asian Corlarnunity thinking FI・ om Foreign Lan3uage Education SAYAKONE Malaykham National Un～ ersiり Of Laos

第13回 (日 本語) 森林保護とアジア共同体 ニンチャルン ブンフアン サワンナケート大学

1/6 (Englsh) Forest Conservation and Asian Conlrnunity NINCHALEUNE Bounheuang Savanakhet Un市 ersity

第14回 (日 本語) アジア共同体で守る生活環境 榎本 泰子 中央大学

1/13 (Engとish) Living environment protected by the Asian co■ llnunity ENOMOTO Yasuko Chuo University

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

1/20 (Enghsh) The Worid Will Be United in the Near Future SATO Ytti Eurasia Foundation(「 Om Asia)

第16回 (日 本語)

(English)

第17回 (日 本語)

(English)

(22GA― JPl)


