
6.講座の詳細 (シ ラバス)

大学名
(日本語) 煙台南山学院

(En「ねh) Yantai Nanshan University

講座タイトル
(日本語) グローバルな視点からみたアジア共同体のあり方

(Englsh) The present situation of Asian community fromせ le perspective of globalization

講座実施期間 2022年 8月 31日 ～ 2022年 12月 14日 講座実施曜日/時 FH弓 ア.
曜日/ 15: 40～  17:20

講座対象学部

及び学科名

(日本語) 学校の全体学生から日本の言語文化に興味をもつている大学生を対象として講座を開設(人数制限あり)

(Enghsh) しccturcs madc to the sclectcd studcnts who arc intercstcd in Japanese langじ age and cuiturc rOm thc whole school

受講対象学生数 120 名 受講対象学年 2、 3、 4年生 講座で使 う言語 中国語と日本語

日付 講義テーマ
講喜市名

(姓) (名 )

講師所属機関名

第1回 (日本語) グローバルな視点からみたアジア共同体のあり方 楊 国強 煙台南山学院

8/31 (Englsh) The prcsentsituadon oF Asian communlt)r10m thc pcrspccuvc OF 810balization Yang GuoQiang Yantai Nanshan Univcrsity

第2回 (日本語) 10～ 13世紀の中日間仏教文化交流とその影響 工 暁東 魯東大学

9/7 (English) Buddhist ctJlt1lral oxchange bct、 vccn China and Japan in the 10th-13th cenully and its innucnce Wang XlaoDong Ludong Un市 crsity

第3回 (日本語) アジア共同体の展望 鄭 俊坤 ワンアジア財団

9/14 (Engiish) Prospect oF Asian Community Zheng lunKun One Asia Foundation

第4回 (日 本語) 日本語学習における「 役割語Jの理解の重要性 羅 米良 大連外国語大学

9/21 (Englsh) Thc Signiacancc OF undcrstanding・ The rolc oflanBllago'in JapancSO Lcarning Luo MiLiang

第5回 (日本語) 多言語・ 多文化共生社会の視点から見たアジア共同体の構築 文 鐘 蓮 上海電力大学

9/28 (English) Wen ZhongLian

第6回 (日本語) 粋な日本語へのアプローチ 杜: 勤 L海理工大学

10/12 (Engish) How to speak&write like a native Japanese Du Qin

第7回 (日 本語) 日本語に恋して―日本語と私の30年― 王 `lFT 杭州師範大学

10/19 (English) Dating」 apaneSe Wang Xin Hangzhou NormaI Univcrstt)

第8国 (日 本語) 中日同時通訳のトレーニング法 未 協議 大連大学(元副学長)

10/26 (Englsh) Training rnethod oF sirnultaneous interpretation Song XieYi Dalian Un市 ersity

第9回 (日本語) 朝鮮半島における「 化学Jの伝播 林 星琶 魯東大学

11/2 (Englsh) The spread ofthe word hchemistry“ on the Kore:In Peninsula Lin Li Ludong University

第10回 (日 本語) 徐福束渡と海洋文化 江 忠 煙台南山学院

11/9 (Enぎ ish) Xu Fu s Eastward Voyage and Marine cuiture Jiang ZhOn3 Vanta,Nanshan University

第11回 (日 本語) 中国近代外交の形成及びその歴史的な意義 田 建国 上Tょ杉進学院 (元外交官)

11/16 (Englsh) Development oF China s Modern Diplomacy and Historic Signiflcance Tian JianGuo Shanghai Shanda University

第12回 (日本語) アジア共同体に向ける社会文化比較 テ 鳳 先 藩陽航空航天大学

11/23 (Enghsh) A comparative study ofsocial cuiture toward Asian Community Yin FengXian

第13回 (日 本語) アジア共同体論 佐藤 洋治 ワンアジア財岡

11/30 (Englsh) On Asian Community SaTo YoJi One Asia Foundation

第14回 (日 本語) 儒教文化が世界に与える働き 添 衛民 上海電力大学

(English) The Enhghtenment oF Confucian Culture the Contemporary World Pan WeiMin

第15回 (日本語) 中日貿易の視点からみた中日経済課題の分析 左 翌
（

上海建橋学院

(Englsh) Zuo Yi Shan8hal」 lanQiaO Universlty

第16回 (日本語)

(English)

第17回 (日 本語)

(BngLsh)

(22GA― JPl)


