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亞洲服務業管理應用與未來展望國際研討會 

主辦: 南臺學校財團法人南臺科技大學、公益財團法人日本台灣交流協會高雄事務所 協辦:日本企業經營學會 

日期：2017年11月17日 星期五／地點：南臺科技大學國際會議廳※圖書館 13樓 

時 間 議程 

08:30 ~ 09:00 報到 

09:00 ~ 09:20 

開幕式  

戴謙(南臺科技大學校長)／中郡錦藏所長(公益財団法人日本台灣交流協會高雄事務所所長) 

片上洋 教授(日本企業經營學會理事長) ／原口俊道 教授(日本亞東經濟國際學會會長) 

920~9:25 
休憩(會場移動) 

09:25 ~ 10:15 

 

專題演講 

第1會議室 第2會議室 第3會議室 

主講者： 阮清霖副教授(越南) 

A Deputy Head of Office of  

Scientific Research, Lac  

Hong University, Dong Nai  

Province, Vietnam胡志明駱 

鴻大學 

議題：  越南企業與學校之教學品質

和創新(Building 

University-Industry 

Partnership for the 

Improvement of Education 

Quality and Innovation in 

Vietnam) 

主講者： 董莊敬副教授(台灣) 

文藻外語大學 

議題： インターンシップに関する研究

のアプローチとその実践-効

果的なインターンシップの構

築に向けて 

 

主講者：梅田勝利教授(日本) 

北九州共立大學教授 

議 題：日本のサービス産業における会計・ 

監査上の諸問題 

 

 

10:15~11:05 

主講者：原口俊道教授(日本) 

日本亞東經濟國際學會會長 

／鹿兒島國際大學教授 

議 題：『孫子の兵法』の戦略思想と

現代企業の市場競争戦略 

主講者： 李吉遠教授(韓國) 

韓國東亞大學校管院院長 

議題： 日本のサービス産業のインタ 

ーンシップの現状と有効な日 

本語コミュニケーション能力 

主講者：片上洋教授(日本) 

日本企業經營學會理事長/新瀉經營 

大學 

議 題：ブランド価値と小売パッケージ 

―マーケティング視点からみた品質 

乖離論の批判的再考 

11:05 ～11:15休憩(會場移動) 

11:15 ～ 12:15第一場次口頭論文發表(發表20分／提問10分) 

 A-1場地 B-1場地 C-1場地 D-1場地 (E405) 

主持人 堀田友三郎 教授 喬晋建 教授 村岡敬明 教授 黑川和夫 教授 

11:15 ~ 11:

45 

A1-1 

 

發表者：田口智子 

北翔大学 教授 

題目：産学連携による人材

育成の可能性 B1-1 

發表者： 國﨑 歩 

日本薬科大学非常勤講師 

題目： 台湾の消費者のライ

フスタイルに関する一考察 

―エコ製品の購買について

のアンケート調査を中心と

して― 

C1-1 

發表者： 田村善弘 

長崎県立大学 准教授 

題目： 離島におけるエシカ

ル消費に関する一考察 D1-1 

發表者：徐 涛 

中村学園大学  流通科学研

究科准教授 

題目：中国生鮮品電子商取

引の発展と課題ー市場の特

徴と諸効果について 

11:45 ~ 12:

15 

A1-2 

 

發表者： 相原延英 

名古屋文理大学 准教授 

題目： 農業機械に関する安

全情報の共有化一考察‐リ

スク・コミュニケーションか

らの検討‐ 

B1-2 

發表者：新田時也 

東海大学 熊本キャンパス 

現代教養センター 准教授 

題目：台湾におけるエコ・エ

ネルギー「地熱」の持続可

能性・日本との関係 

C1-2 

發表者：秦 小紅 

明治大学大学院経営学研

究科博士後期課程 

題目： 小売知識の国際移

転研究―現地子会社の人

的資源管理を中心にして

― 

D1-2 

發表者：藤田紀美枝 

人材育成研究所 所長 

題目： ダイバーシティ・マネ

ージメントにおける２０２５年

問題 

12:15:～13:30午餐時間 (E408、E508) 
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13:30 ～15:40 第二場次口頭論文發表(發表20分／提問10分) 

A-2場地 B-2場地 C-2場地 D-2場地 (E405) 

主持人 原口俊道 教授 李吉遠 教授 (英、日場) 梅田 勝利 教授 片上洋 教授 

13:30-14:00 

 

A2-1 

 

發表者：原田倫妙 

日本鹿児島国際大学大学

院博士後期経済研究科 

題目：訪台観光消費者の価

値観と観光消費者行動の関

連性に関する研究―日本

人の台湾観光を例として― 

B2-1 

發 表 者 ： 黑 川 和 夫 

鹿児島国際大学大学院経

済学研究科非常勤講師 

題目：Current status and 

challenges of the service 

industry in Japan 

C2-1 

發表者：龔濤 

日本鹿児島国際大学大学

院博士後期 

題目： 日本零售企業在中

國的發展與課題—以便利

店企業為例— 

D2-1 

發表者: 中西 良之 

北海商科大学 准教授 

題目:中小企業会計と IFRS 

for SMEsとの関係-日本と台

湾の会計制度を題材にして- 

14:00-14:30 

 

A2-2 

 

發表者： 廖紋淑 

中華大學應用日語學系 助

理教授 

題目： 台湾修学旅行にお

ける B ＆ S （ Brother & 

Sister）プログラムに対する

日本人高校生の満足度調

査 

B2-2 

發表者： 盧駿葳 

南臺科技大學應用日語系 

助理教授 

題目： Alliance Strategy of 

the Tourism Hotel in Taiwan 
C2-2 

發表者： 季海瑞 

日本鹿児島国際大学大学

院博士後期 

題目： 観光客満足の影響

要因に関する研究-鹿児島

におけるアンケート調査に

基づいて 

D2-2 

發表者： 望田 友加 

同志社大学大学院博士後期

課程修了予定 

題目：グリーン・ツーリズム

の地域経営における課題と

展望 

14:30 ～14:40休憩(會場移動) 

主持人 新田時也 教授 相原延英 教授 藤田紀美枝 教授 中西良之 教授 

14:40-15:10 A3-1 

發表者：桑澤悟史 

南臺科技大學應用日語系

助理教授 

題目：リスク社会における

台湾原住民の日常生活行

為の多様性について 

 

B3-1 

發表者：村岡 敬明 

明治大学研究知財・戦略機

構研究推進員 

題目：朝鮮戦争以後の韓国

の復興と発展に関する研究 
C3-1 

發表者： 清水裕美 

政治大学日本語学科非常

勤講師 

題目： 企業が求める人材

の育成と学校の日本語教

育—JLPT に代わり BJT を

採用する必要性について

ー 

D3-1
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發表者： 喬晋建  

熊本学園大学 教授 

題目： 日中企業文化的衝突

和融合：鴻海和シャープ的事

例分析 

15:10-15:40 A3-2 

發表者： 李 蹊 

日本鹿児島国際大学大学

院博士後期 

題目：ホテル業のサービス・

イノベーションに関する研

究 

B3-2  C3-2 

發表者： 楊 振 

中村学園大学 流通科学

研究科博士前期課程 

題目：中国の新越境EC制

度による影響についてー

税率の変化を中心に 

D3-2

4 

發表者：黄晶 

日本鹿児島国際大学大学院

博士課程 

題目： 浅析中国母婴垂直电

子商务模式------以苏宁易

购红孩子为例 

15:40-16:00 
 休憩(會場移動) 

16:00-16:40 
圓桌會議與討論(日文討論) 

鄧美華（南臺科技大學應日系主任）/李吉遠教授(韓國)/ 阮清霖教授(越南)/王根本會長(緬僑分會會長)/ 

堀田友三郎副會長(日本企業經營學會副會長) 

16:40-16:50 
閉幕式 

李吉遠教授(韓國東亞大學校)／鄧美華（南臺科技大學應日系主任） 

16:50-17:30 交流與晚宴準備整理時間 

18:00-19:30 圖書館13樓晚宴 

 

主辦:  
 
 
 

協辦:  
 

 


