
6.講座の詳細 (シラバス)

大学名
(日 本語) 国立雲林科技大学

(Englsh) National Yunlin Univcrsity of Scicncc and Tcchnology

講座タイトル
(日 本語) 中国学と東アジア文化

(Engish) Chincsc Studics and East Asian Culturc

講座実施期間 2022年 8月 1日 ～ 2023年 1月 31日 講座実施曜 日/時間 隔己日/13 : 10-15 : 00

講座対象学部
及び学科名

(日 本語) 全大学部

(Englsh) All Univcrsiけ Dcpartmcnt

受講対象学生数 120 名 受講対象学年 講座で使う言語 中國語、英語

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) 東アジア地域と技術職業大学教育の概況と今後の展望 楊 能舒 国立雲林科技大学

.yd (English) East Asia aild PЮ spccts for thc Ftlturc ofTcchnical and Vocational Univcrsity Education Yang Neng Shu NYUST

第2回 (日 本語 ) 東アジア文化と台湾中部地区の集落再生と場所の美学 李 謁政 国立雲林科技大学

m/d (English) Asian Cultural and Urban Rcnaissancc in Ccntral Taiwan Lcc Yeh Chcng NYUST

第3回 (日 本語 ) 東アジア文化とオンライン外国語教育の新しい方法、新しい工具 某 恵苦 国立雲林科技大学

m/d (Englsh) Asian Cuhural and Oninc Forcign Languagc Tcaching Ych Hui Chin NYUST

第4回 (日 本語 ) 東アジア文化と中国のベトナム使節の文学活動 陳 益源 国立成功大学

m/d (English) Asian Cuitural and Literary Activitics of Vietnamis Diptomatic Missions in China Chcn Yi Yuan NCKU

第5回 (日 本語) 東アジア文化と墨子基本的思想と研究方法 李 賢中 国立台湾大¥

耐 d (English) Asian Cultural and Mozi's Thoughts Lcc Hsicn Chung NTU

第6回 (日 本語 ) 東アジア文化と仏教経済学の論理 趙 飛鵬 国立台湾大学

湖 d (English) Asian Cuitural and Humanistic Buddhism Chao Fci Pang NTU

第7回 (日 本語) 束アジア文化と甲骨の綴合 林 宏明 国立政治大学

ayd (English) Asian Cultural and Oraclc Bonc Rcioining Lin Hung Ming NCCU

第8回 (日 本語) 東アジア文化と漢字 :《康熙字典》と 《読文解字》 李 淑洋 国立中央大学

討 d (English) Asian Cuttural and Chincsc Charactcrs Lcc Suc Ping NCU

第9回 (日 本語) 束アジア文化と古代中国「哲学カウンセリング」 鄭 爛碩 韓国嶺南大学校

m/d (Englsh) Asian Cultural and Philosophical Counschng Jung Byung Scok Yeungnam University

第10回 (日 本語 ) 東アジア文化と漢文石刻資料 虞 萬Jと 上海交通大学

■Vd (Engish) Asian Cuttural and Stonc Sutras Yu Wan Li ShanghaiJiao TOng University

第H回 (日 本語) 東アジア文化と出土漢文文献史料 大西 克也 東京大学

討 d (Englsh) Asian Cultural and Uncarthcd Littraturc OONISHI Katsuya The Un市 erЫ ty oFTokyo

第12回 (日 本語 ) ワンワールド:儒学はアメリカに対する影響 王 小 民 アメリカニューヨーク星后図台館

m/d (English) Onc Worid:Thc lnauence ofConfucianism to thc United Statcs Wang Xiaohallg

第13回 (日 本語) アジア文化共同体と漢字交流 姜 允]t 明知大学中文科(韓国)

討 d (Englsh) Asian Cultural Community and Chinesc Character Exchangc Kang Younok Myongii UniVersК y

第14回 (日 本語) アジア共同体の必要性と可能性 大呂 俊〕―| ユーラシア財団

m/d (English) Thc Nccessity and Possibility ofthc Asian Community Zhcng Junkon Chief Expert of Eurasia

第15回 (日 本語 ) アジア共同体の展聖 :ワ ンワールド 佐藤 洋治 ユーラシア財団

訂 d (English) Prospccts for ttc Futurc ofthc Asian Community Sato Ytti Chairman of Eurasia

第16回 (日 本語)

m/d (Engish)

第17回 (日 本語 )

m/d (English)

第18回 (日 本語 )

m/d (English)

第19回 (日 本語)

m/d (English)

第20回 (日 本語 )

耐 d (Englsh)

(21GAttPl)


