
  

【2020 年台日合同發表會】 

時間 活動內容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020/12/28 

1. 日時：令和 2 年（2020） 12 月 28 日（月） 

2. 場所：3 校オンラインにて 

3. 接続確認日：12 月 15 日（火）台湾時間 18 時・日本時間 19 時 

（予備日はその翌週の同じ時間） 

4. 參與人員：日本師生 30 人、本系師生 40 人 

台湾時間 日本時間 内容 組 報告者名 

8:30 9:30 会場整理・ネット環境確認等 

9:00 10:00 

開幕式 

鄧主任（致理科技大学）挨拶 

伊佐田百合子教授（関西学院大学）ご挨拶 

伊佐田文彦教授（関西大学）ご挨拶 

 

発表規則説明 

9:15- 

10:45 
10:15-11:45 

第一

部 

関大第

1 組 

「ラグジュアリーブランドに関する消

費者行動の台日比較」－池内雅人、石

田泰雅、堺拓海、佐野真弘、瀬川玲央、

劉夢楠 

関学第

1 組 

「新型コロナウィルス対策における台

日比較」－酒井遥、板敷里央、中迫叶

芽、高瀬桃子 

致理第

1 組 

“彼女”たちの職場人生－陳美芳、許慈

豈、姜秉均鄭宜昀、江欣蓉、季玫臻 

10:45- 

10:55 

11:45- 

11:55 
休憩 

10:55- 

12:00 

11:55- 

13:00 

第二

部 

関大第

2 組 

「くら寿司のマーケティング戦略に関

する台日国際比較」－山邊菜々美、遠

藤聖奈、山崎万里子、呂 陽、謝孟軒 

関学第

2 組 

「美容に関する美意識についての台日

比較」－小城茉子、小川翔、豊山彩美 

12:00-13:20 13:00-14:20 昼休憩 

13:20-14:50 14:20-15:50 
第三

部 

致理第

2 組 

台日刺青文化変遷の研究－張德崇、詹

雅羽、郭雅涵、黃星維、林季緯、林曉

楓 

関大第

3 組 

「無印良品の国際経営に関する台日比

較」－井上奈々、我那覇葵、高吉陽奈

子、平田あゆり、前田彩香、李宗昊 

関学第

3 組 

「報道の受け手のメディア・リテラシ

ーに関する台日比較」－酒井優一、奥

西弥亨、浅川未来、高橋菜奈美 

14:50-15:05 15:50-16:05 閉幕式・記念撮影 



  

15:05- 

15:20 

16:05- 

16:20 
休憩と環境設定（接続） 

15:20-17:30 16:20-18:30 交流会 
 

 

 



  

【2019 年台日合同發表會】 

時間 活動內容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019/12/26 

1. 日時：令和元年（2019） 12 月 26 日（木） 

2. 場所：致理科技大学  綜合大楼 8 階 国際会議場 

3. 大会日程： 

09:50 受付   

10:20 開幕

式 

鄧主任（致理科技大学）挨拶 

伊佐田文彦教授（関西大学）ご挨拶 

伊佐田百合子教授（関西学院大学）ご挨拶 

山口隆久教授（岡山理科大学）ご挨拶 

発表規則説明 

10:30-11:50 第一

部 

地方文化の広報と共学――通

霄神社七夕祭りを例とする 

高偉恩、姜廷皓、柯昱成、薛益有、

朱智歆、林君玲、何宜臻（致理科

技大学） 

日系飲食業のマーケティング

に関する台日比較研究 

大西由利子、白川祐香、新本菜々

子、北條寛太、徐子堯（関西大学） 

国民性に関する台日比較研究 阿部恵也、茅原拓海、溪本晃子（関

西学院大学） 

11:50-13:20 昼食 

13:20-14:50 第二

部 

e-sportsの普及に関する台日比

較研究 

糟谷尚宏、中谷俊介、別處楽、森

本利矩（関西大学） 

大学生の他国への関心におけ

るメディアの影響 

伊藤大貴、田中輝一、玉井亮輔、

松原空良（関西学院大学） 

動物園の価値共創型マーケテ

ィングに関する台日比較研究 

上村真穂、帆足実咲、林ゆう、池

田侑樹、谷慧士郎、村上雅季、横

山久典、薦田勇智（岡山理科大学） 

14:50-15:05 休憩 

15:05-16:25 第三

部 

2018 大台中二言語ガイド動画

コンテスト——99.9 台中に行

こう 

孔祥妤、張仲瑄、朱瑀柔、鄭雅卉、

呉佩璇、徐譚佳（致理科技大学） 

顧客の生活世界の解明とデジタ

ルマーケティングの展開 ～中

日韓の若者世代を分析対象に～ 

申雯捷（岡山理科大学） 

海外旅行への SNS の影響に関

する台日比較研究 

太田愛里咲、木村のどか、小笹直

人、柳澤亜美、張益萍（関西大学） 

16:25-16:40 閉幕

式 

山口隆久教授総評 

伊佐田百合子教授総評 

伊佐田文彦教授総評 

鄧主任挨拶 

記念撮影・交流会 

 解散 
 



  

【2018 年台日合同發表會】 

時間 活動內容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018/12/26 

1. 日時：平成 30 年（2018） 12 月 26 日（水） 

2. 場所：致理科技大学  綜合大楼 8 階 国際会議場 

3. 大会日程 ： 

10:00 受付  

10:20 開幕式 鄧主任（致理科技大学）挨拶 

伊佐田文彦教授（関西大学）ご挨拶 

伊佐田百合子教授（関西学院大学）ご挨拶 

大藪亮准教授（岡山理科大学）ご挨拶 

発表規則説明 

10:30-11:50 第一部 大学生の対人信頼感と SNS利用行動の

関係に関する台日比較研究 

（関西学院大学）阿部祐子・井

戸本将幸・飯尾朋美・李拯宇 

日本と台湾の粽の比較及びパンフレッ

ト制作 

（致理科技大学）劉祈伶・黄鈺

雯・周婷儀・潘筱雯・葉怡亭・

詹唯辰・張雅婷・林宛誼 

日本の小売企業の店舗運営に関する台

日比較研究 

（関西大学）池田龍生・金親怜

央・後藤圭吾・東條日向乃・長

田菜々子 

11:50-13:30 昼食 

13:30-14:50 第二部 ジャニーズオタクの生態分析：ファン

同士の関係から考える 

（岡山理科大学）安田真弓・帆

足実咲・山根崇太郎・池田侑樹 

海外実習経験―北海道地区と沖縄地区

を例に 

（致理科技大学）李尹歆・陳靖

雅・羅方杏・陳郁婷・李芳妤（・

許巧儒） 

産業競争力と社会環境や就職意識との

関係の台日比較研究 

（関西大学）生田望緒・香川理

沙・田岡卓・袁源 

14:50-15:10 休憩 

15:10-16:40 第三部 海外旅行における消費者行動の台日比

較研究 

（関西大学）喜村美紀・新田美

玲・松本裕太・山戸一輝・呉曦 

大学生のテレビ視聴行動に関する台日

比較研究 

（関西学院大学）礒野菜々加・

小林薫・吉田由紀子・文凱瑩 

女子学生が本当に必要としている情報

とは？：YOUTUBER の化粧品紹介動

画から探る 

（岡山理科大学）金丸優里・市

村綾理・中村裕介・寺尾和真 

16:40-17:00 閉幕式 大藪亮准教授総評 

伊佐田百合子教授総評 

伊佐田文彦教授総評 

鄧主任挨拶 

記念撮影・交流会 

 解散 
 



  

   

   

 



  

【2017 年台日合同發表會】 

時間 活動內容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017/12/17 

1. 日時：平成 29年（2017） 12月 27日（水） 13:00-18:00 

2. 場所：致理科技大学  人文大楼 8階 ホール 

3. 大会日程： 

12:30 受付  

13:00 開幕式 鄧主任（致理科技大学）挨拶 

伊佐田文彦教授（関西大学）ご挨拶 

伊佐田百合子教授（関西学院大学）ご挨拶 

大藪亮准教授（岡山理科大学）ご挨拶 

発表規則説明 

13:10-14:30 第一部 本番までの軌跡 ―香川県

の素晴らしさを発見及びコ

ンテストへの参加経験談― 

（致理科技大学）吳佳芩、邱鈺倢、邱亦

安、張瑞珊、鄧芳宜 

駅ナカに関する消費者行動

の台日比較研究 

（関西大学）亀井万里子、小山優介、田

坂純也、野澤真理子、呉曦 

日本の女子オタクの消費行

動に関する研究：多様な女

子オタの生態と女子オタ間

の関係性 

（岡山理科大学）森茉奈美、橘麗名、中

川裕樹、那須紀宏、劉鎖梅、市村綾理、

金丸優里、中村裕介、ハードックチン、

安田真弓 

14:30-14:45 休憩 

14:45-15:35 第二部 大学生活の充実度とキャリ

アビジョンに関する台日比

較研究 

（関西学院大学）服部千波、藤原翼、西

川享良 

「2016年香川県観光プレゼ

ンテーション日本語コンテ

スト」の受賞をめぐる準備

プロセス及び検討＆アドバ

イス 

（致理科技大学）廖禹晴、伍敏華、孫孟

賢、游揚晴 

15:35-15:45 休憩 

15:45-16:45 第三部 スマートフォンの選択に関

する消費者行動の台日比較

研究 

（関西大学）樫寛人、谷上琴音、藤井宏

行、王鶴 

大学生の幸福度に関する台

日比較研究 

（関西学院大学）大床潤、葦苅秀紀、梶

谷和矢、西崎彰 

16:45-17:00 閉幕式 大藪亮准教授総評 

伊佐田百合子教授総評 

伊佐田文彦教授総評 

鄧主任挨拶 

記念撮影 

17:00-18:00 交流会 
 

https://cybozulive.com/mpAddress/list?mid=1%3A996650
https://cybozulive.com/mpAddress/list?mid=1%3A996650
https://cybozulive.com/mpAddress/list?mid=1%3A994682
https://cybozulive.com/mpAddress/list?mid=1%3A999003
https://cybozulive.com/mpAddress/list?mid=1%3A994893
https://cybozulive.com/mpAddress/list?mid=1%3A994893
https://cybozulive.com/mpAddress/list?mid=2%3A994256


  

   

   



  

【2016 年台日合同發表會】 

時間 活動內容 

2016/12/27 

1.日本關西大學及關西學院大學二位教授，帶領 22 位日本學生與本系師生共同舉辦專題發

表會。 

2.此次發表會有日方 4 組和本系 2 組同學進行發表與討論，最後並共同舉辦了懇親會。 

3.活動議程： 

12:50 受付 

13:20 開会式 黄主任挨拶 

伊佐田文彦教授ご挨拶 

伊佐田百合子教授ご挨拶 

発表規則説明 

（司会） 

廖禹晴 

孫孟賢 

蔡昌霖 

13:30-15:00 第一部 13:30-14:00 九份の言語景観に関す

る調査 

林佳妏・黃詩晴・李瑋柔・賴羿

彣・璩心怡・翁翊庭・彭子容・

張思珊（致理科技大学） 

14:00-14:30 菓子に対する消費者行

動の台日比較 

奥田恭行・木村葵・川島駿大・

河本佐季・高澤優輝（関西大学） 

14:30-15:00 北海道における wifi の

普及による経済効果 

阿部修也・金信愛・黒田圭菜・

国府田アン・鄭雅文（関西学院

大学） 

15:00-15:20 休憩  

15:20-16:50 第二部 15:20-15:50 コンビニエンスストア

に関する消費者行動と

流通の台日比較 

池田佳奈・大橋保奈美・片川博

基・金山奈穂・鍬田武志（関西

大学） 

15:50-16:20 SNS がコミュニケーシ

ョン能力に与える影響

の台日比較研究 

天野健司・太田一誠・白石誉

拓・中島卓哉・三原大樹・森槙

子（関西学院大学） 

16:20-16:50 「もっと、知りたい日本

酒」 

商祖胤・郭懿宣・王怡珺・吳咨

瑩・郭力瑋（致理科技大学） 

16:50-17:00 閉会式 伊佐田百合子教授総評 

伊佐田文彦教授総評 

黃主任挨拶 

 

17:00-18:00 交流会   
 

 

 



  

【2015 年台日合同發表會】 

時間 活動內容 

2015/12/28 

1.日本關西大學及關西學院大學二位教授，帶領 16 位日本學生與本系師生共同舉辦專題發

表會。 

2.此次發表會有日方 3 組和本系 2 組同學進行發表與討論，最後並共同舉辦了懇親會。 

3.活動議程： 

12:50 報到   

13:20 開幕

式 

黃主任致詞 

伊佐田文彥教授致詞 

伊佐田百合子教授致詞 

報告細則說明 

 

13:30-15:00 第一

場 

13:30-14:00 觀光地の消費者選好に

關する台日比較研究 

門林拓也、井上瞳、川添將寛、

松本龍太（關西大學） 

14:00-14:30 綠と藝術、人に優しい町

―ハンドブックと觀光

ビデオでの高雄 PR 

簡韻華、張雅玟、游維筠、施佳

君、吳秀鳳、林臻弘、劉雨慧（致

理科技大學） 

14:30-15:00 大學生のファッション

における感度と情報源

についての台日比較 

柳瀬梨甫、林裕也、倉橋葵（關

西學院大學） 

15:00-15:20 休息  

15:20-16:20 第二場 15:20-15:50 新北市ミャンマー街（華

新街）のための日中語觀

光案内 WEB サイト設計 

秦萱怡、葉婉儀、王于真、王芷

萍、洪嘉萍、王荷忻（致理科技

大學） 

15:50-16:20 電化製品に關する消費

者行動の台日比較研究 

田中聡馬、大東真楠、中村信哉、

宮田遼（關西大學） 

16:20-16:30 閉幕式 伊佐田百合子教授總評 

伊佐田文彥教授總評 

黃主任致詞 

 

16:45-17:45 交流會   
 

 

 



  

【2014 年台日合同發表會】 

時間 活動內容 

2014/12/29 

1.日本關西大學及關西學院大學二位教授，帶領 16 位日本學生與本系師生共同舉辦專題發

表會。 

2.此次發表會有日方 3 組和本系 3 組同學進行發表與討論，最後並共同舉辦了懇親會。 

3.活動議程： 
 

12:50 受付   

13:20-13:40 開会式 毛主任挨拶 

伊佐田文彦教授ご挨拶 

伊佐田百合子教授ご挨拶 

発表規則説明 

総合司会：呂明軒 

楊茜茹 

13:40-15:00 第一部 13:40-14:10 化粧品購買行動の国際

比較 

橋本奈美・山本真奈（関

西大学） 

14:10-14:40 学生の海外就職意識に

関する台日比較研究 

江洲真希子・加古ななみ

・石川千夏・山川華穂

（関西学院大学） 

14:40-15:00 （紙芝居）「台湾の昔話

―桃から生まれた 7 人

の兄弟」 

黄筠・許乃文・黄靖茹・

呉婷鈺・王沁怡・施怡廷

・黄于軒・卞震（致理技

術学院） 

15:00-15:45 休憩、交流 

15:45-17:15 第二部 15:45-16:15 台北老建築の新たな味

わい方―電子書籍を通

して 

孫榛宜・張芸馨・李依静

・江曼萍・莊宜蓁・蔡霈

錡（致理技術学院） 

16:15-16:45 災害時における外国人

観光客への最適な情報

提供に関する研究 

小林亮輔・岡部あずみ・

和田麻里（関西学院大学） 

16:45-17:15 外食および中食に關す

る消費者行動の台日比

較實證研究 

石賀健太郎・石本賢吾・

樋之内祥馬・山田航暉・

張昆朋（関西大学） 

17:15-17:30 閉会式 伊佐田百合子教授総評 

伊佐田文彦教授総評 

毛主任挨拶 

 

 

 

 


