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編
今回 は,12編 の応募があ り,そ の 中か ら 9本 の掲載 とな りま した。編集委員会 では昨年
に引 き続 き,事 前審査 の時期 を2ヶ 月以上かけ,複 数 の審査委員 の方 々 に丁寧な審査 をい
ただ き,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 の皆様や審査 にご協力 い ただい た先生
方に この場 を借 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 の教育 ・研究 の発展 のため とご理解 いただければ幸 いです。
さて,次 回の全 国大会 は高松 で開催 される予定です。テーマ は,「 キャリアデザインとビ
ジネス実務教育 Ⅱ〜キャリアデザイン教育 の体系化 をめざして〜」 となってお ります ので
,

ふるって発表 をお願 いする とともに,是 非論集 にも投稿 をお願 い致 します。
本論集 も日本 ビジネス実務学会 に改称 して10回 目にな りますが ,掲 載 された内容はいず
れ もビジ ネス実務 の教育 ・研究 を行 う上 で重 要 なもの と考 えてい ます。公務 多忙 の折 とは
思 い ますが,次 回 もた くさんの論文 のご応募 をお待 ち してい ます。
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