
序號 
指導 

老師 
學號 姓名 

中文題目 

日文題目 

1 

北川 

修一 

961530 蕭○霈 
星巴克的品牌行銷 

スターバックスの商標マーケティング 

2 961804 林○涵 
由日本帝國主義的擴張來看靖國神社參拜問題 

日本帝国主義から見るの靖国神社に参拝する問題 

3 961821 李○涵 
日本流行文化對台灣的影響（以漫畫為中心探討） 

日本流行文化が台湾における影響（漫画を中心にして） 

4 961834 鄭○婷 
誤導購買行動的廣告詞 

購買行動に誤誘引する広告キーワード 

5 961843 羅○綾 
手機對現代人的影響 

携帯電話は現代人に対する影響 

6 951649 許○萱 
台語中的日語 

台湾語の中の日本語 

7 

蕭幸君 

961503 江○儒 
電影《惡女花魁》之色彩論述 

映画ー『さくらん』の色彩応用の関する研究 

8 961512 王○歡 
愛與愛洛斯－從《愛的曝光》中看見愛慾 

愛とエロスー『愛のむきだし』から見たエロス 

9 961514 吳○欣 

《享受吧！一個人的旅行》－女性透過旅行達到自我成長及建構之探

討 

《食べて、祈って、恋をして》女性が旅を通して自分の成長を達成

や自分構成の討論 

10 961522 黃○穎 
7－ELEVEN 自有品牌之環保包裝研究 

セブンイレブンのプライベートブランドにおけるエコパッケージ 

11 961534 賴○彤 

婦女保障名額的必要性?台灣婦女保障制度與日本婦女保障制度之比較 

男女共同参画審議会設置法の必要性。台湾の男女共同参画審議会設

置法と日本の比較 

12 961829 許○瑄 
獨白與《蜂蜜幸運草》的關係 

独白と《ハチミツとクローバー》との関係 

13 緒方 

智幸 

961501 許○茹 
多元文化之客家人的族群認同－以通化街客家為例 

多元的文化：台湾客家人の自己認識ー台北の通化街を例に 

14 961549 項○瑩 以高中生為對象之日語教學研究－以擬聲擬態語為例 



高校生を対象とした日本語教授法の研究ー擬声語と擬態語を例に 

15 961809 陳○儒 
日本統治下的台灣與沖繩之教育政策比較 

日本統治下の台湾と沖縄における教育政策の比較 

16 961830 沈○伶 
日本統治下的朝鮮和台灣 －殖民地的對應比較 

日本統治下の朝鮮と台湾ー殖民地としての対応比較 

17 941142 李○琪 

清朝末期至民國初年的中國學者日本交流(在日留學生) 

清朝末期から民国初期にかけての学者の日本交流（在日留学生）に

ついて 

 

18 

工藤 

節子 

961519 王○怡 
日文歌詞翻譯的比較和分析 

日本語の歌詞翻訳の比較と分析 

 

19 
961806 郭○葶 

「宅經濟」之部份考察－利用問卷調查網路商店實況 

「宅経済」の一考察ーネットショップ利用の調査から 

 

20 
961819 李○璞 

你所不知道的手語世界 

君が知らない手語世界 

 

21 
961840 張○瑄 

麻將的魅力 

マージャンの魅力 

 

22 
961848 施○芳 

東海大學日文系之會話課程中的 TA 練習時間中發生的接觸場面問題 

東海大学日本語学科の会話練習（TA との会話）における接触場面の

問題 

 

23 

王怡人 

961505 麥○愷 
青少年潮流消費次文化研究  

若者におけるトレンド商品に対する消費とサブカルチャーについて 

 

24 
961506 陳○涵 

「ダケ」「バカリ」「シカ」限定用法的差異 

「ダケ」「バカリ」「シカ」の限定用法の違い 

 

25 
961516 廖○詩 

教學影片「映像でオノマトペを学びましょう」之延伸學習手冊 

教育映像「映像でオノマトペを学びましょう」のさらに勉強したい

人のためのハンドブック 

26 961846 江○書 
我讀「増産の蔭にー呑気なお爺さんの話」 

＜増産の蔭にー呑気なお爺さんの話＞を読み後で 

27 961851 陳○彣 

擬聲語及擬態語之「用影片學擬聲語與擬態語」的設計與成效 

擬声語、擬態語の「映像で、オノマトペを学びましょう」の設計と

効果 

28 黃美慧 961524 粘○禛 
台灣和日本節慶假日之比較－以國定假日為中心 

台湾と日本の祝祭日についてー国民の祝日を中心に 



29 961528 蘇○珊 
巴洛克建築風格對東方建築的影響 

バロック建築様式が東方建物への影響について 

30 961801 馬○瑞 
「wa」和「ga」在理論和實際的使用方法上之不同 

「は」と「が」を使う時の論理と実際の使用方法の違いについて 

31 961803 林○豪 
在台播映的日韓電視節目的消長－以日、韓劇播放時間來看 

台湾における日、韓番組の消長ー日、韓ドラマ放送時間から 

32 

松永 

稔也 

961504 簡○綺 
簡約設計之設計風格和設計理論比較研究－原研哉與深澤直人 

シンプル設計の設計様式と設計理念の比較ー原研哉と深澤奈直人 

33 961517 李○亞 
『色‧戒』電影與小說的差異 

『色‧戒』映画と小説の差異 

34 961527 謝○珊 
關於台灣飲料店 

台湾飲料店について 

35 961550 林○華 
新日語外來語在台灣 

台湾における日本語からの新しい外来語 

36 961823 陳○融 
在台灣的希臘神話 

台湾におけるギリシア神話 

37 961838 李○惟 

台灣的角色扮演（Cosplay） 

台湾におけるコスプレ 

38 黃淑燕 961542 蔡○燁 
從化妝品使用心得看台灣與日本的化妝文化差異 

化粧品の使用者の心得から、台湾と日本の化粧文化の差を見る 

39 

林珠雪 

961523 曾○瑄 
從小津安二郎的電影作品中閱讀日本家庭庶民家庭生活的變遷 

小津安二郎の映画作品からに日本庶民の家庭生活の変化を読む 

40 961554 李○儒 
台灣 cosplay 文化 

台湾 cosplay 文化 

41 961824 許○瑛 

網路商店經營之可能性－買家與賣家之現況調查分析 

インターネット．オークションの可能性についてーインターネット

ショッピングの現況調査分析 

42 961837 郭○蓉 

宮崎駿動畫的女性形象之分析 

宮崎駿アニメの女性イメージを分析する 

43 

 

961849 

 

 

陳○婷 

 

台日職棒假球事件之比較－台灣假球事件之重複性的原因探討 

台湾と日本プロ野球八百長事件の比較ー台湾八百長事件の再現性原

因の検討 

44 笹沼 961525 邱○邦 安房直子童話作品中，＜色彩＞所表現的意義 



俊曉 安房直子の童話における「色彩」の語るもの 

45 961541 陳○臻 
邁向生命的另一章－青少年面對死亡態度之探討 

新しい命に向けー青少年の死亡の対する態度の研究 

46 961553 簡○阡 

台灣國中生至大學生對媒體識讀認知度－以新聞報導為主－ 

台湾におけるニュースを中心としたメディア．リテラシーの認知度

ー中学生から大学生までを対象にー 

47 961805 趙○瑩 
妖怪變身的象徵與意義－以宮崎駿《平成狸合戰》為中心 

妖怪の変身の象徴と意義『平成狸合戦ぽんぽこ』を中心に 

48 961815 林○汝 
日本同人文化對台灣創作圈之影響－以台灣同人誌創作為例 

台湾創作における日本同人文化の影響ー台湾漫画同人誌を例として 

49 961817 譚 ○ 
宮部美幸的小說作品研究－以《英雄之書》為中心 

宮部みゆきの小説作品研究ー『英雄の書』を中心として 

50 951117 羅○欣 

台灣女大學生和日本女大學生的愛情觀比較研究 

台湾と日本における女子大生の恋愛観の比較研究 

51 

 

 

 

 

 

林嘉惠 

961537 陳○婷 
大學生對華語流行音樂的消費行為－以東海大學為例 

大学生の中国語流行音楽の対する消費行為ー東海大学を例とする 

52 961538 王○耕 
人類行為理解分析－以周圍熟識的朋友為中心 

人のふるまいを理解して分析するー周りの馴んだ友達を中心に 

53 961544 陳○均 
探討麥當勞近年之促銷手法 

この数年間マクドナルドのキャンペーンについて分析する 

54 961808 陳○靜 

寵物的飼養行為－探討餵食人食是否對寵物健康造成影響 

ペットの飼育行為ー人間の食べ物をペットに食べさせることはペッ

トの健康の対して影響をもたらすかどうか探究する 

55 961822 林○如 
美商玫琳凱的成功原因 

美商玫琳凱の成功原因 

56 961828 吳○霈 

廣告對年輕消費者的影響－以購買彩妝保養品為例 

広告が若い消費者に対する影響ーメイクアップを買うことを例にす

る 

57 961831 張○心 
日本人所使用之「かわいい」的涵義變化 

日本人の「かわいい」って、どんな意味があるんでしょうか 

58 
大西仁 

961521 張○婷 
日劇在台發展與現況分析 

日本ドラマの台湾における発展過程及び現況の分析 

59 961548 簡○婷 台灣與日本的比較－以風水為研究中心 



台湾と日本の比較ー風水の研究を中心に 

60 961812 張○湘 
決戰談判桌 

交渉で勝負をつける 

61 961820 楊○嵐 
由非婚女性探討代間與經濟問題 

非婚女性から世代と経済力を考える 

62 961833 蔡○珊 
從「模仿犯」中看官部美幸的家庭觀 

『模倣犯』から官部みゆきの家庭観を見る 

63 961850 程○晴 
台灣、日本、韓國的相異點與相似處－以偶像劇為題材 

台湾、日本、韓国の相違点と類似点ードラマを題材として 

64 

古川 

ちかし 

961518 童○嘉 
日本流行文化對台灣的影響及因素－以流行服飾方面做探討 

日本流行文化が台湾に対する影響と要素ー服装を主題として 

65 961520 楊○燿 
用 N 世代青少年的觀點看 social media 的特色 

ネット世代青年の観点から見たソーシャル．メディアの特色 

66 961543 林○智 
從流浪狗的問題來看生命的意義 

野良犬の問題から見ると“命”とは？ 

67 961551 楊○欣 
從流浪狗問題中來看所謂的生命是...? 

野良犬の問題から見ると“命”とは？ 

68 961810 許○真 
電子書時代下的網路書店概況 

電子ブック時代を前にしたオンラインブックストアの現状 

69 961813 高○婷 
保養品廣告對女性的影響 

スキンケア化粧品の広告が女性に対する影響 

70 

紀朝榮 

961507 黃○萍 

不同社經背景與偶像崇拜之影響及消費行為之關係 

社会背景を通って偶像崇拝の現象の影響およびと関係がある消費の

行為と発展の関係 

71 961510 李○緯 
台灣麻將文化之比較 

台湾マージャンに対する研究 

72 961513 朱○羽 
紅樓夢服飾書寫之研究 

《紅楼夢》服飾に対する研究 

73 961529 陳○婷 

0～６歲幼兒學習語言之研究－以如何協助語言發展為中心 

0～6 歳幼児の言語を学ぶ研究－どのように言語発展を協力していく

か 

74 961532 申○瑄 
高齡化社會之研究－台灣與日本之現狀比較 

高齢化社会の研究ー台湾と日本の現状比較 



75 961835 張○婷 

ZARA 和 UNIQLO 的服裝產業之市場戰略比較與研究 

「ZARA」 と「ユニクロ」における服飾産業のマーケティング戦略

の違いの比較と研究 

76 

侯一峰 

961539 李○諭 
日系化妝品牌的經營戰略－以資生堂為例 

日系化粧品の経営戦略ー資生堂を例に 

77 961540 江○嘉 
武士道精神之研究－戰國時代至江戶時代 

武士道精神についてー戦国時代から江戸時代まで 

78 
961547 

 
李○芳 

日本同人文化對台灣創作的影響－以台灣原創漫畫同人誌為例 

台湾における日本同人文化の影響ー台湾のオリジナル同人漫画を例

としてー 

79 961827 劉○楓 
探討台灣 7-ELEVEN 近 30 年（1978 年～2010 年）的發展 

台湾 7-ELEVEN（1978 年から 2010 年まで）の発展を探求 

80 961832 黃○峰 
村上春樹前中期長篇小說之表現法 

村上春樹の前期中期の長編小説についての表現法 

81 961839 吳○璇 
LV 與 Gucci 之精品業的經營模式探討 

「LV」ろ「Gucci」における高級ブラントの経営戦略の研究 

 


