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日本 ビジネス実務学会

編 集 後 記
今 回は,13本 の論文 の応募があ りましたが ,そ の 中で 6本 の掲載 とな りました。採 否
決定にあた り,ま ず ,審 査委員の方 には十分 に査読の上 ,審 査意見 をまとめてい ただ きま
した。その結果について,さ らに編集委員会 で慎重に会議 を行 い,結 論 をまとめ ました。
今回は,新 しい試 み として,ご 応募 いただいた全 員 の論文投稿者の方 々 に,も ちろん匿
名ですが ,委 員の審査意見をお知 らせすることといた しました。
また,今 後,執 筆要項 を改訂 して,編 集作業効率化 のために,デ ー タファイル も併せて
送って いただ くように したい と考えてお ります。
日本 ビジネス実務学会 に改称 して,論 集 も 3回 目にな りますが ,掲 載 された 6本 の論文
はいずれ もこれか らの ビジネス実務 の研究に十分資す るもの と考 えてお ります。
次回 もた くさんの 方 々のご応募をお待ちしてお ります。
(佐 藤啓 子記 )
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