
大学名
(日 本語) 国立昌原大学
(English) Changwon Nauonal university

騨 タイ トル
(日 本語) アジア共同体と文化多様性の理解

(Engl'sh) Understanding of Asian Community and Cultural D市 ersity

講座実施期間 2023年  3 月 8 日 ～ 2023年  6 月 14 日 講座実施曜日/時間 ノlく  日醒日/ 14:00～ 16:00

講座対象学部

及び学科名

(日本語) 全学

(English) Whole school

受講対象学生数 60 名 受講対象学年 1年生～4年生 講座で使う言語 韓国語、日本語、中国語、ベトナム語、

6.講座の詳細 (シ ラバス)

20工3/t/tt':琴 ど氏

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 黄 鉱 日 昌原大学

03/08 (Engish) Orientation Hwang Hyunil Changwon National Untversity

第2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 frOm Asia

03/15 (Engと sh) The World win be United in the Near Future Sato Ytti Euras,a Foundation(「 Om Asta)

第3回 (日本語) 今、何故新しい共同体なのか。 鄭 俊坤 ユーラシア財団 fiom Asia

03/22 (Englsh) Why a New Community Now? Chung Joon― Kon Eurasia Foundauon(「 Om Asla)

第4回 (日 本語) 文化多様性とは ? 趙 孝末 昌原大学

03/29 (Englisil) VVhat is cultural diversity? Cho Hyo―Rac Changwon Nauonal un"crsity

第5回 (日 本語) ベトナムの文化と社会
旦 ハ ナ ソウル市立大学

4/5 (Englsh) Vietnamis culture and society Oh Ha― na Un帝ersity of Seoul

第6[Httl (日本語) 在 日コリアンの移住と定住 黄 益 九 青岩大学

4/12 (Englsh) Migration and Setdement ofKoreans in Japan Hwang Ik―koo Cheongaln College

第7回 (日 本語) 中国の文化と社会 升 鍾錫 ソウル市立大学

4/19 (EABIiSh) Chinese culture and society Yoon Jongseok Univershy of Seoul

第8回 (日 本語) カンボジアの文化と社会 要ト 然式 昌原大学

4/26 (English) Cambodian culture and society 」eong Yeonsik Changwon National Universily

第9回 (日本語) 台湾の文化と社会 文 キョンヨン 西江大学

5/3 (Englsh) Taiwanese culture and society Moon Kyun9‐yeon Sogang University

第10回 (日本語) ミャンマーの文化と社会 文 キホン 釜慶大学

5/10 (English) Myanmarts cuiture and society Moon KiHong Pukyoung University

第11回 (日本語) シンガポール:ア ジア形 多文化主義の光と影 金 敏恵 昌原大学

5/17 (Engiish) The Lig ht and Shadow of Asian Mulucuituralism Kim Min Hye chang″ on NBHona University

第12回 (日 本語) ウクライナとロシア関係の歴史的な展開 慮 環徳 ノウル大学

5/24 (Englsh) The historical development of Ukraine―Russia relations Roh Kyung Deok Seoul National UnⅢ ersty

第13回 (日 本語) 日本の文化と社会 ホ,, 永珍 九州産業大学

5/31 (EABHSh) 」apanese cuiture and society Ryu Youngttin

第14回 (日本語) 韓国社会と移住労働者 李 鐵承 慶南移住民センター

6/7 (English) Korean Society and Migrant WVorkers Lee Choul seoung

第15回 (日 本語) 総合討論 李 成哲 昌原大学

6/14 (Eaglish) Overall Review Lee Seong Cheol 3hangⅢ on NadonaI University

第16回 (日 本語)

(Engush)

第17回 (日本語)

(Englsh)

(22GA―JPl)


