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新卒派遣社員および新卒契約社員の現状と女子短大生のキ ャリア支援
― エンプロイアビリティ育成の課題一
和田 佳子 ,椿
グループウェアによるビジネス実務体験環境の構築と活用

明美 …1
信夫 …11

研究ノー ト
ベ ンチャー企業の仕組みと役割
壽夫 21
女性の継続就業と日本企業のキ ャリア形成
江藤智佐子

29

キ ャリア ・デザインにおける 「個人と組織」の視点
一職業意識を喚起させるビジネス実務教育とは 一
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「ワークシ∃ップ学習法」の開発
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信夫 …57

日本 ビジネス実務学会

編 集 後 記
本論集 も日本 ビジネス学会 に改称 して、 8回 目の発干Jに な りました。今 回は 9編 の応募
があ り、その中で 7編 を掲載 させて頂 きました。編集委員会では、事前 に複数 の委員に審
査 をお願 い し、その意見 をもとに年末の 2日 間をかけ、審査基準、審査方法などを含 め慎
重 に審議 を致 しました。積極的にご投稿 い ただいた会員皆様や審査 にご協力 い ただいた先
生方にこの場 をか りてお礼 を述べ させていただきます。
なお、応募 された内容 については、一部編集委員 か らのご意見 をお願 いすることもあ り
ましたが、今後 のビジネス実務研究 の発展 のため とご理解 いただければ幸 いです。
また、今年度は、新規 に「教 育開発研究」 の分野 2編 を論集に追加する ことにな りま し
た。 この分野 にお いては、執筆要項 が不明瞭な点が多 く、会員皆様 には大変なご迷惑 をお
かけ致 しました ことをお詫び申 し上げます。次号 からは、 この2編 を参考に してい ただけれ
ば幸 いです。 また、編集委員会では、 よりわか りやす い要項 を検討 してい きたい と考えて
お ります。
さて、次回の全国大会 は大阪で開催 される予定です。テーマ は「 ビジ ネス実務教育 の 開
発 ・実践 ・評価」 となってお りますので、奮 ってのご参加 をお願 いすると共 に是非論集 に
もご投稿 をお願 い 申 し上げます。掲載 された内容はいず れ もビジネス実務研究を深 める上
で も重要なもの と考 えてお ります。公務多忙 の折 とは存 じますが、次号 にも多数 の論文 の
ご応募 をお待 ち してお ります。
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