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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。そのなかで,8本 の掲載 にな りました。もう

,

定例 とな りましたが ,ク リスマスの 日が,採 否 の決定の委員会 で した。それまでに複数 の
審査委員 の方 に,査 読 をお願 い し,審 査意見 をい ただ きました。その報告 につい て,さ ら
に,慎 重に会議 を行 い, もうい ちど審査意見を出 し合 い ました。
前回を踏襲 して,ご 応募 い ただい た論文投稿者の方 々に,委 員会 としてまとめた審査意
見 をお知 らせす ることとい た しました。 また,次 回の論集か ら,全 国大会 の統 一 テーマ に
ついての論文の募集 をする ことにな りました。6月 の全 国大会 のテーマ は「地域 に根 ざす
ビジネス実務教育」 です。ぜ ひ,た くさんの方 の ご応募 をお待 ち してい ます。
本論集 も日本 ビジネス実務学会に改称 して,5回 目にな りますが,掲 載 された論文はい
ず れ も,こ れか らの ビジ ネス実務 の研究 に役立つ もの と考 えてお ります。
次回 もた くさんの論文 のご応募 を,期 待 してお ります。
(佐 藤啓子 記 )
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