
6.講座の詳細 (シ ラバス)

大学名
(日 本語) 漢江師範学院
(Englsh) Hattiang Normal University

辞髪塾タイトル
(日 本語) アジア共同体の創成 :中国書法と 日本書道

(English) The construction of Asian coHlrnunityi Chinese calllgraphy and」 apanese calligraphy

講座実施期間 2022年 08月 29 日～ 2022年  12月 31 日 講座実施曜日/時間 月 曜日/18:30～ 20:30

講座対象学部

及び学科名

(日 本語) 日本語学科及び全校の学生

(English) 」anpanese Departrnent and WVhole school student

受講対象学生数 220 名 受講対象学年 一年生 講座で使 う言語 中国語、日本語、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) 記念講演 :やがて世界は一つになる 佐藤 洋治 ユーラシア財田 frOm A§ a

08/29 (Englsh) Commemorative Speechi′ Γhe World will be one Sato YQii Eurasia Foundation(仕 om Asia)

第2回 (日 本語) アジア共同体と日本の漢文詩 異 雨平 方州大学
09/05 (English) Asian Convnunity and Chinese poetry and prose in」 apan VVu YupinЯ Suzhou Un市 ersity

第3回 (日 本語) アジア共同体と中国伝統文化 楊 立志 湖北自動車工業学院

09/12 (Engiish) Asian Community and Chinese traditional culture Yang Lizhi

第4回 (日 本語) アジア共同体と日本近代の「 中国J紀行文 張 明傑 浙江工商大学

09/17 (English) Asian Community and Travel notes to China of modern」apan Zhang Min凰,le
Zhe」 ian8 COngshang University

第5回 (日 本語) アジア共同体と日中古代の筆談 王 宝平 二松学舎大学

09/22 (E■81iSh) Asian Community and On ancient Chinese and」 apaneSe writing Wan冨 Baopin宜 Nishogakusha tJniversit

第6回 (日 本語) 漢字と東アジア共同体構築 安 妬三 韓国三育大学

09/27 (EnglisL) Construction of Chinese and East Asia Community An Bingsan Korea Sahinyook University

第7回 (日 本語) アジア共同体と民間交流 金 俊 韓国高麗大学

10/10 (English) Asian Cornrnunity and non― governmental exchanges 」in 」un Korea Un抒 ersity

第3回 (日 本語) アジア共同体と日中美学 径 莉 湖北第二卿疱学院

10/17 (English) Asian Community and Preservation or electronic archives in China and J Cui Li Hubei Un"ersity Of Education

第9回 (日 本語) アジア共同体構築に関する思想的検討 昧 多友 庁木外汚外安大学

10/24 くEnglish) Bulld a Discussion on the Thought of Asian Community Chen Duoyou

第10回 (日 本語) アジア共同体と民俗文化 梁
手

目 湖北大学

10/31 (English) Asian Cornmunity and Folk Culture Liang QinЯ Hubei Un市 ersity

第11回 (日 本語) 中国伝統文化と書道教育 窪 耀林 井岡山大学

11/07 (Englsh) Traditional Chinese Culture and Caligraphy Huo Yaolin Jingangshan University

第12回 (日 本語) アジア共同体に向かつて―近代 日韓交流の視点 太 田 修 同志社大学

11/14 (Englsh) Toward the Asian Community ia perspective on Japan and Korea outa osamu Doshisya Un市 ersity

第13回 (日 本語) アジア共同体と新時代の企業領域の翻訳 博 可可]ム 吉林大学

11/21 (English) Asian Col■ munity and Japanese educatlon in the new era Fu Yuhong Jttn Uinversity

第14園 (日 本語) アジア共同体の創成における書道教育の役割 厳 桂林 漢江師範学院

11/28 (English) Role of CalliЯ raphv in Asian Community Yan Gunlin Hari」 iang Normal Universitv

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

12/05 (English) Why Asia Community Now― Its Necessity ChunF: 」00n―kOn Eurasta roundatiOn(「 om Asia)

第16回 (日 本語)

(Englsh)

第17回 (日 本語)

(English)

(22GA―JPl)


