
6.講座の詳細 (シ ラバス)

大学名
(日本語) 韓南大学

(Enghsh) Hannam University

講座タイトル
(日本語) アジア共同体論

(Englsh) Theoり of Asia Community

講座実施期間 2023年 03月 02 日 ～ 2023年 06月 08 Fヨ 講座実施‖醒日/爵寺間 木 曜日/15:00～ 17:00

講座対象学部

及び学科名

(日 本語) 全学部

(English) All college

受講対象学生数 17963名 受講対象学年 全学部 講座で使 う言語 韓国語、その他

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) 「共にいきる」とはなにか ソ ン グンウォン 韓南大学

03/02 (Englsh) Introducation Son Gunwon Hannam University

第2回 (日 本語) アジア共同体の構想と展開 鄭 俊坤 ユーラシア財団

03/09 (English) Concept and Development of Asia Co■ 111nunity Cheong Jun― gOn Eurasia Foundation

第3回 (日 本語) あなたの家はどこですか。 私たちみんなの家は地球です 洪 ダギョン 地球を守る(NGO)

03/16 (English) Wherc is your housc,All of us arc homc tO the carth Hong Da Kyung protcct thc carth(NGO)

第4回 (日 本語) 北朝鮮の環境問題に関する認識 主 ソヒョン 大田統一教育セン方―

03/23 (English) Awareness of climate issues of North Korea Ju Sco‐ hyon Daocon Unincation Educajon Ccntcr

第5回 (日 本語) 環境問題 と市民意識 本ト ジョンヒョン 大徳区庁

03/30 (Englsh) Environmentalissues and Citizenship Pak JyOng‐hyOn Daedeok―gu

第6回 (日 本語) 食文化でつながれたアジア 金 ヨ ン ス ン 建陽大学

04/06 (Enghsh) Asia connected by food culture Kim Ycons‐Sun Konyang Un市 ersity

第7回 (日本語) ヨーロッパの気候問題 とドイツの市民運動 李 ジンモ 韓南大学

04/13 (English) EurOpcan climate issuc and Gerinan civil movcment Lce Jin― mO Hannam Un市 ersiリ

第8回 (日 本語) 21世紀,市民意識とは何か 旦 ス ア` ン KBS放送局

04/20 (English) 21st century,What is citizenship? Ku Su―whan KBS Broadcast stations

第9回 (日 本語) 芸術 と共同体 李 ヨンスク 一橋大学

04/27 (English) Art and community Lee Yeon― suk Hitostubashi Univcrsity

第10回 (日 本語) 中世ヨーロツパにおける伝染病 成 ベギョン 韓南大学

05/04 (Enghsh) Plaguc in lnedicval europe Scong Bckyong Hannam Univcrsity

第 11回 (日 本語) 人権、共に生きる共同体の条件 車 ソン ミン 韓南大学

05/11 (Englsh) Human Rights,the conditions ofthe commllniり WhiCh people livc togethcr in Cha Scongnlln Hannam Un市crsity

第 12回 (日 本語) 気候 と難民 本ト ノザ オスロ大学

05/18 (English) Climate and refugees Pak Noza OsIO Univcrsiリ

第 13回 (日 本語) 気候問題 と中国の政治 金 セ ホ 韓南大学

05/25 (Englsh) Clirnate lssues and Chinats Politics Kim Seho Hannam University

第 14回 (日 本語) 番組が生まれるまで 樫 ヨンイン SBS放送局

06/01 (En31iSh) Untilthe program was born Choi Yong‐ in SBS Broadcast stations

第15回 (日 本語) 学期末評価 ヒ ョ ン ジ ニ 韓南大学

06/08 (English) Final Test Hyong Jini Hannan Univcrsity

第 16回 (日 本語)

(Englsh)

第17回 (日本語)

(English)

(22GA‐ JP2)




