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今回 は論文 9点 ,報 告 3点 ,研 究 ノー ト2点 の 14点 の応 募 があ りました。しか し残念 な
が ら論文 1点 ,報 告 3点 ,研 究 ノー ト3点 ,特 別寄稿 1点 の計 8点 しか掲載で きませんで
した。
松下紘子先生たちの「情報化の進展 に伴 う女性事務職の変化 :実 証研究」 は,情 報 テク
ノロ ジーが個人 に及 ぼす影響 について精緻 な実証研究 を行 ってお られることが注 目され ま
す。権 田恵子先生の「秘書の就 業形態 の多様化 の実態 と今後 の展望」は,就 業形態 の多様
化 に ともなって,正 社員 と非正社員の秘書が就業 してい ますが,そ の実態 を詳 しく調査 さ
れて い ます。戸 田昭直先生たちの「 ビジネス実務教育 における情報 リテ ラシ育成 の視点 と
課題」 では,情 報 リテラシーに関する定義・ 展開 について検討 して,ビ ジネス実務教育 に
お ける情報 リテラシーのあ り方 を模索 されています。菱田陽子先生の「 ビジネス社会 の精
神倶1面 における問題点 とその対策の研究」は,ア ンケー ト調査 をもとに ビジネス実務 にお
けるメ ンタルヘルス・ ケアの現状 と対策 について述 べ られて い ます。山口憲二先生 の「知
識―経済人 モ デル と組織設計」 は,電 子 メールやグループウェア とぃった情報共有 にかか
わ る情報 システムについて検討 して,情 報化投資 や組織設計 に際 しての指針 を提示 されて
い ます。小川厚子先生 の「 コ ミュニ ケーション能力 についての一考察」では,今 後必要 と
され るコ ミュニ ケーシ ョン能力 に対する数々の提言 が行われ ています。石井真美先生の
「就
業規則 の性質」 は,就 業規則 とビジネス実務 とのかかわ りについて考察 されてい ます。特
別寄稿 の拙稿 は,三 沢仁初代会長 を偲んで同先生の業績 をわが国における文書管理発展の
大 きな流れの中でみてお ります。今後,後 進のために役立 つ と思い ます。
以上の ように従来 にな く幅 が広 が りました。他 の論文 も良 い ものがあ りましたが,「 ビジ
ネ ス実務」 の範囲が不明確 なため,せ っか くの論文が的が絞れず不採択 になった もの もあ
りました。今後研究推進委員会で ビジネス実務の範囲 を明確 に して いただ くことに してお
ります。 それが実現すれば,論 文作成 に も役立 つ と思 ってお ります。
(福 永記 )
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