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日本 ビジネス実務学会

編 集 後 記
今回 は,12本 の論文 の応募があ りましたが ,そ の なかで 8本 の掲載 とな りま した。前
回を踏襲 して,論 文 の採否につ きましては,慎 重 に望み ました。まず ,審 査委員 の方 には

,

十分 に査読 をお願 い し,審 査意見をまとめていただ きました。そ の結果 も踏 まえて,さ ら
に編集委員会で,も う一度 ,複 数の委員に査読 を して もらい,編 集委員会で結論 をまとめ
ました。
今回 は,は じめて資料 と言 う区分を設けたので よ り豊かな論集になった と思 い ます。 ま
た,前 回 と同 じく,御 応募頂 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。 この審査意見は,そ の 後の研究 の進展 に
なん らかの力 を発揮 した事 と感 じてお ります。
日本 ビジネス実務学会に改称 して,論 集 も 4回 日とな りますが ,掲 載 された 8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 々の御応募 を,お 待 ちしてお ります。
(佐 藤啓子 記 )
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