
6。 講座の詳細 (シ ラバス)

大学名
(日本語) 建陽大学校

(English) KOnyang Unversity

辞魏奎タイトル
(日 本語) アジア共同体論

(Enghsh) Asian Community Theory

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 水 曜日/15:30～ 17:20

講座対象学部

及び学科名

(日 本語) 全学部/学科

(Englsh) all faculties and departinents

受講対象学生数 100 名 受講対象学年 全学年 講座で使 う言語 韓国語 。日本語

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) 今、なぜアジア共同体なのか 鄭 俊坤 ユー ランア財団 frOm Asia

3月 8日 (English) Why is it now the Asian CoHllnunity? Chung JooKon Eurasia lfoundadon(from Asia)

第2回 (日 本語) 国家と国民、そして国歌 チF[ 鎮義 韓南大学校

3月 15日 (Enghsh) The nation,the pcople,and the national anthem Hyung Jini Hannam University

第3回 (日 本語) 仏教を通 してみるアジアの国の文化の理解 旦 秀,宮 l
ユーラシア文化連帯

3月 22日 (Englsh) Understanding Asian culture thrOugh Buddhisrn Koo SooKyung

第4回 (日 本語) 韓流&ア ジア文化共同体 宋 眠英 建陽大学校

3月 29日 (Englsh) Korean Wave&Asian Cultural Community Song ⅣIinYoung Konyang Unvicrsity

第5回 (日 本語) 韓国のアジア外交 金 賢明 誠信女子大学校

4月 5日 (Enghsh) SOuth KOreats diplomacy toward Asia Kim HyunⅣ【yung 5ungshin■Iomcn`Univcrisity

第6回 (日 本語) オンラインによる未来教育 金 容徳 建陽サイバー大学校

4月 12日 (English) Onlne Future Education Kim YOngDok Konyang Cyber University

第7回 (日 本語) 北東アジア地域の交流について考える 加藤 岡↓
‐
耳際交流 )五 金 ノウル文化センター

4月 19日 (English) Think about exchanges in Northeast Asia Kato Takeshi ΓhC Japan「 Oundation,Scoul

第8回 (日 本語) `COVID-19'で みるアジア共同体 梁 佳卓 建陽大学校

4月 26日 (Englsh) Asian community secn in`COVID… 19' Yang GyeTak Konyang Unviersity

第9回 (日 本語) 高齢化するアジアでのコミュニケーション 金 恵媛 山口県立大学

5月 3日 (Engish) Conlrnunication in aging Asia Kim HyeWeon Yamaguchi Prcrcctural univcrsity

第10回 (日 本語) アメリカのアジア経営 金 畑坤 建陽大学校

5月 10日 (Englsh) The asian management of US Kim HyungKon Konyang Un宙 crsiリ

第 H回 (日 本語) 国歌 と民族を越える世界市民精神 徐 敏奎 建陽大学校

5月 17日 (Englsh) a sPirit of citizenship that transccnds national antheni and ethnicity Sco MinGyu Konyang Un宙 ersity

第12回 (日 本語) 文化的共同体 としての東アジア 鄭 応沫 南ソウル大学校

5月 24日 (Englsh) East Asia as a Cultural Community Chung EungSoo Namscoul University

第13回 (日 本語) 韓 。日 。中茶3国の文化の個別性 と共通性 品 賓羅 建陽大学校

5月 31日 (Enghsh) Individuality and commonality of tea culture in KOrea,Japan,and china Ko h Bora Konyang Un宙 ersity

第14回 (日 本語) 世界化へ向かっていく世界でアジア共同体は必要なのか 本ト 正義 円光大学

6月 7日 (Englsh) Is an Asian Communiり Neccssary in a World Toward Globalization? Park JungWei WonkwangI」 niversity

第15回 (日 本語) 食文化でつながるアジア 金 英順 建陽大学校

6月 14日 (Enghsh) Asian fOod Cultures across the region Kim YoungSoon Konyang Unviersity

第16回 (日 本語)

(English)

第17回 (日 本語)

(Enghsh)

(22GA JP2)




