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第 15回 全国大会記念講演要旨〉
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高等教育 における実務教育の展望
一秘書研究 と秘書教育の発展方向を探る一
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「ビジネス実務」研究へのアプローチ
秘書をめぐる環境変化
デジタル ・エコノ ミーとビジネス実務

ビジネス実務教育における創造性育成の試み
日韓秘書教育修了者の比較研究
一 その仕事 と秘書教育効果の検証一
秘書イメージの発達的変化に関する研究
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日本 ビジネス実務学会

編 集 後 記
今回 は学会 の名称変更 に ともな う内規の見直 しな どで,応 募期間がずれ ましたが 14編 の
応募 が あ りました。平成 9年 1月 14,15の 両 日に編集委員会 を行 い ました。応募論文の 中
には学術論文 の体裁 をとってい ない ものがあ りました し,集 計 にあたって事項 によって母
集団が異 なって い るな どの不手際 な もの もあって,10編 が採択 され ました。
論文 は 3編 で「『ビジネス実務 』研究 へ のアプ ローチ」
「秘書 をめ ぐる環境変化」「デジタ
ルエ コノ ミー とビジネ ス実務」の いずれ もが「 ビジネス実務」の模索や秘書 とビジネスを
結 びつけようとい った学会 の新 しい方向 にそ うものになって い ます。報告 は,「 ビジネス実
務教育 における創造性育成の試み」「 日韓秘書教育修了者 の比較研究」
「秘書イメージの発
達的変化 に関す る研究」 の 3編 で,創 造性の授業実践や比較秘書論 ,秘 書イメージ研究 と
バ ラエ テ ィーに富 んでお り,幅 もでてきました。
「雇用 システム変革期 に求め られ るビジネス実務教育」「中国 における
研究 ノー トは
『紙』
文書の原初」「 ビジネス情報技術 とコ ミュニ ケー ション」「秘書職 と広報職 の役割行動 にお
ける葛藤 と協働」 の 4編 で ビジネス実務 と秘書学 が混在 してい ます。
学会名称 の変更 で,は じめは とまどいが あった ようですが,応 募状況 をみるか ぎ りでは

,

幅 が広が り,応 募 もふ えそうで安心 しました。
しか し,ビ ジネス実務 まで広が って きましたので書籍 ,大 学 の論文のみならず新聞・ 雑
誌 までたんねんに読 んで きめこまかな資料収集 が一段 と求 められ るようにな ります。
(福 永弘之記〕
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