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ビジネス実務担当者に関する研究
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短大生のキャリア形成支援と学内キャリアカウンセラーの役割
―キャリアカウンセリングを行う視点移動についての一考察―

フインランド「チームアカデミー」における起業家教育
―我が国へ導入する上での課題―

MPフ ォレットのマネジメント論とビジネス実務教育

戦後の女性農業者の活動と背景
一女性農業者のキャリア形成を視点として一

企業秘書における職務の多様性、自律性がワーク モチベーション
ー秘書課員と責任者による認識の相違に着目して一
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日本人秘書に求められる面子の概念及びコミュニケーシ∃ン ストラテジーに関する一考察
一秘書検定の問題をもとに一
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編 集 後 記

ビジネス実務論集第 28号をお届けします。発刊に至るまでに多 くの方々のご協力をいただ

きましたことを感謝申し上げます。また、ご投稿 くださった方々の真摯な研究姿勢に敬意を

表 します。

今回は、12編の投稿がありました。投稿原稿をそれぞれの領域の専門家諸氏 (各 2名 )に
査読依頼 しました。12月 に 2日 間にわたり編集委員会を開き、査読意見を基に慎重に審査い

たしました。審査基準は、①ビジネス実務の調査・研究または教育開発研究としてのテーマ

の相応 しさ (学会会員の関心度)、 ②研究の独創性、③新しい事実や価値ある結論が得られて
いるかといった研究分野への貢献度、④文献レビューの十分さ、⑤論旨の明瞭さ、⑥構成の

明瞭さ、⑦文章の平易さ、③用語の適切さ、⑨タィトルの適切さなどです。
このような審査の結果、8編の原稿を掲載するに至りました。一部原稿に修正を求めたもの

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、次回の全国大会は東京で開催される予定です。テーマは「ビジネス実務教育と初年
次教育」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、ぜひ本論集にも投稿
をお願いいたします。

(編集後記 坪井明彦)
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