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本ビジネス実務学会
IЛヽ日

編 集 後 記
ビジネス実務論集第30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
いたことを感謝申し上 げます。
今回は、10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。また、12月 の編集委員会の審査の前に、全原稿を編集委員に送付 し、あ
らか じめ読んできた うえで、編集委員会において、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 タイ トルの適切 さなどです。
この ような審査 の結果、 5編 の原稿 を掲載するに至 りました。審査 の結果、掲載に至 らな
い もの もあ りましたが、原稿 を執 筆 し査読 を受けるとい うプ ロセスは教育 。研究の発展のた
めに不可欠であ り、投稿 いただいたすべ ての方 々の その真摯 な研究姿勢に敬 意 を表 します。
また、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。
今回 は、通常 の投稿原稿 5編 に加 えて、
「特別寄稿」 として、
「会長特別寄稿」 と「2010年
度教授法助成研究要 旨」 を掲載することがで きました。今後 も論集の充実のために、寄稿論
文の掲載 などを検討 してい きたい と思 い ます。
(編 集委員長

■編集委員 坪井 明彦
松永満佐子

油谷 純子
山口 憲二

大崎
発行

佑―

大重 康雄

編 集委員会
東京都世田谷区等々力63915
自由が丘産能短期大学内

TEL(03)6809‑7131

No30 2012
平成24年 3月 発行

服部美樹子

日本 ビ ジ ネ ス 実 務 学 会
事務局/́〒 158‑86∞

ビジネス実務論集

桐木 陽子

坪井明彦)

製作

￨1島 精版
株式会社 り

〒3710854 群馬県前橋市大渡町一丁目9番 地の9

TEL(027)251‑4514
断 りな く複写 ・転載 を禁ず

００
ＥＥ

Ｒν
ＨＵ
ＴＩ
Ｃ０

００
００
ＥＥ
ＭＮ

００
ＨＵ
ＤＤ

APPLIED

REVIEW

March 2012

Special Contribution
Special Contribution from the President
Applied Business Studles to Accept Continuous Change as Normality
Kenji IKEUCHI

Research of Teaching Methods Funded from JSABS in FY 2010
Training Methods for lnteractive Communication Skills
- Fundamentals to Become a Member of Society Sumiko YUTANI, Toshie UDO
Nobuko NAKAGAWA. Akiko NIHEI
Mikiko HATTORI, Aimi FUKUI
Harumi KATO

-

-

1

11

Study of Theory and Research
Article

A Case of the Project-Based Learning for Enhancing the Competence Based on Needs of
the Company
Yoshitaka MITATE

-

2l

Study Notes
A Study on Education of Business Management concerning the Big Hit of Moshi Dora(Natsumi
lwasaki "What if the Female Manager of a High-School Baseball Team read Drucker's
'Management'"

)

MiKi OKUMURA

-

35

A Practtce of Collaborative Writing at an lnteractive Learning Environment and its Learning
Effect
Tomoe OZEKI, Shiori MIYAHAM
Hideki KONDO, Hiroyuki NARAHARA

-

45

A Study on the Employment of Medical Office Clerks (ishi jimu sagyou hojosha):Recruitment
Methods and Work Content- Based on a National Survey of Hospitals
Momoko KATATA

-

57

Susumu KAWAI

-

71

Consideration of the Alternative Teachlng Methods in Worksheet
- Action to the Motivation lmprovement for Bookkeeping Beginner -

JAPAN SOC:EWY OF APPL:ED BUSINESS SttUDIES

