
産業能率短期大学紀要 第21号(1988年2月刊行)
表題 著者名

企業合併・買収に関する一考察:わが国の企業行動との関連にて 林寿雄
企業における自己資本の役割 高屋和彦
我が国における外貨換算会計の実態とその理論づけ〈その2〉:外貨建短期金銭債権債務を中心 白木俊彦
リース取引に関するレサーの会計処理と開示:FASB基準書第13号の特質 田嶋敏男
消費者変化と小売流通業の革新 木幡昭
短大国語表現指導の一つの試み:範文の精読と、その模倣の有効性 萩野貞樹
日本語教育の教室活動における誤りの訂正に関する一考察 鬼木和子
情報伝達過程におけるモダリティ選択について 小出慶一
第二言語教育におけるグループ・ワーク 青木直子
程度の副詞―とても・ずいぶん・たいへん・かなり―の比較分析 斉山弥生

産業能率短期大学紀要 第22号(1989年2月刊行)
表題 著者名

経営資源の二面性と「情報」資源の活用:円高と日本的経営の変質に照らして 井原久光
日本における買収と企業評価 中井透
企業合併・買収の最近の動向:企業成長と企業買収・合併に関する実態調査 林寿雄
社債に関する一考察 高屋和彦
外貨換算会計と開示主義に関する一考察 白木俊彦
資産概念の拡充・変革についての一考察 田嶋敏男
中小会社の会計実態 伊東宏祐
秘書教育における新しい情報処理教育 渡辺裕一/齋藤勇二
助詞ガ・ノの承接(Ⅰ部) 萩野貞樹
東洋哲学と西洋心理学の統合 ケリー,ウィリアム

(William Kelly)
テレビドラマを教材に使って:大草原の小さな家 岩崎里子
「沈黙期間」についての一考察 冨岡多恵子
マーク・トウェインのペシミズムについて:『ハックルベリィ・フィンの冒険』の分析を中心とした一考 勝浦寿美
通信教育学生の身体意識に関する統計的分析 北川まりも/石山恭

枝/青山昌二

産能短期大学紀要 第23号(1990年2月刊行)
表題 著者名

マーケティング戦略の実際例にみる伝統理論の検証と新しいコンセプトの必要性:花王の研究そ
の1(伝統理論に則した事例研究)

井原久光

マーケティング戦略の実際例にみる伝統理論の検証と新しいコンセプトの必要性:花王の研究そ
の2(情報活用のマーケティング)

井原久光

多品種化の小売業に与える影響:消費者のリスクリダクション行動から 小嶌正稔
戦前日本の農工間資本移動とその推計 山下景秋
情報財の基礎理論に関する研究 細内信孝
産業構造の転換とM&A:リストラクチャリングの視点から 林寿雄
オプション取引の会計処理 白木俊彦
株式会社と株主の議決権 高屋和彦
被買占め企業の投資収益率に関する試論:資本資産評価モデルによる分析 中井透
中小会社に対する簡易監査導入一考察 伊東宏祐
助詞ガ・ノの承接(Ⅱ部) 萩野貞樹
ファジーと英語教育 岩崎里子
体育実技のスクーリング時における睡眠調査に関する一考察 石山恭枝/北川まり

も/青山昌二
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産能短期大学紀要 第24号(1991年2月刊行)
表題 著者名

消費者のリスクリダクション行動とサービス業マーケティング:コンジョイント分析によるサービス業
選択調査から

小嶌正稔

組織における価値と文化 小木曽道夫
M&Aと規模の経済性について 林寿雄
負債に関する一考察 高屋和彦
「医療費評価」:費用・便益分析のための、成果測定として 大坪宏至
M&Aの日米比較 中井透
繰延資産に関する再検討 松倉達夫
社会学的世界像の統一 安村克己
複式簿記と社会構造 久保田晃
日本書紀神代巻一書の省略について(1):天孫降臨の一の問題 萩野貞樹
職場ストレスと対処行動:ストレス・レベルと対処行動パターンの関係 黒田浩司
3歳児の集団適応:援助行動・愛他的行動からの検討 小花和尚子
モーパッサンにおける「死」の観念:『ベラミ』をめぐって 三上典生
読解能力の操作的規定と読解テスト・シラバスの骨格について 小出慶一
第二言語教育における能力テストのシラバス:聞き取り編 青木直子
日本と西洋のネゴシエーション・スタイル:説得へのアプローチの文化的違い ケリー,ビル(Bill

Kelly)
日本企業のグローバル化に対応した経営革新に関する考察 木幡昭
フィリッパ・ピアスの窓ガラスの向こうの世界:英文学の流れの中での一考察 秋田友子
身長の申告値と実測値の統計的分析 白石まりも/石山恭

枝/青山昌二

産能短期大学紀要 第25号(1992年2月刊行)
表題 著者名

短大の情報処理教育のあり方:現状と新しい方法を探る 江崎和夫/鈴木茂/
斎藤勇二/本間学

ビジネス教育の変革:その基礎教育の意義と方法 渡辺裕一/井原久光
/江崎和夫

大学における「国際化」教育の基礎 安村克己
「国際化」と英語教育 冨岡多恵子
国際化とは何か ケリー,ビル(Bill

Kelly)
石油のマーケティング・チャネル構造:日本のガソリンの流通構造 小嶌正稔
集団決定原理と集団分極化現象について 湯田彰夫
米国における失業手当受給の適格性:提示職務拒否は可能か 宮下清
ドイツにおける育児休暇制度に関する考察:主要企業の制度と利用実態の調査に照らして 江上節子
マーケティング・マネジメントの導入と発展の社会学的考察:従来のマーケティング論の有効性と限
界およびその背景要因

菅原昭義/井原久光

組織の創造的プロセス:R&D部門における自己組織化 佐藤次郎
大学入試センター・テストの英語:その問題点と改善策 ジョンソン,スーザン

(Susan Carol
Johnson)

初学者のUNIX学習における困難の存在とその理由、及びそれを克服するわかりやすい教育につ
いて

中原陽三
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産能短期大学紀要 第26号(1993年2月刊行)
表題 著者名

大学における<多文化教育>カリキュラム ケリー,ビル(Bill
Kelly)/安村克己

視的メッセージ生成のためのデザイン理論 酒井宏之
プロダクトライフサイクルのパラメーターに関する実証研究:耐久消費財のPLCにおける検証 小嶌正稔
自己組織化の研究 浪平博人
企業における負債水準の決定 高屋和彦
税務会計と一般に認められた会計基準の関連性 矢内一好
報道機関による被疑者の呼称と「前提」 冨岡多恵子
わが国自動車市場の形成・発展と自動車マーケティング思想変換の社会学的考察 菅原昭義/井原久光
技術開発マネジャーのマネジメント指向性に関する分析視点 佐藤次郎
MDTの統計的特徴についての研究 古澤照幸/金子勝俊

/永田麻美/堀内勝
夫

敵対的企業買収対抗策と経営判断原則 長島弘
料金上限規制の日本の電気通信事業者への適用 土門晃二
組織メンバーの心理的成長に関する一考察 佐伯雅哉
留学生のための「答案の書き方」の指導:チェックリストを使った教材による試み 斉山弥生/鬼木和子
通信教育部学生の体育授業に対する要望調査の分析 白岩元/石山恭枝/

青山昌二

産能短期大学紀要 第27号(1994年2月刊行)
表題 著者名

ビジネス基礎教育のあり方:新ビジネス基礎科目「オフィス論」の意義 宮下清/渡辺裕一/
池内健治

わが国における大衆消費社会の形成と大量流通機構の出現:都市化の進展と流通 菅原昭義
「リース会計基準」に対する商法的評価 長島弘
秘書教育における「プロトコル」学習の現状と問題点 堀眞由美
サジェストペディアを応用した授業とその効果 浅野紀和
大学に学ぶ留学生のための作文評価試案 斉山弥生
日本語における「～ている」に関する一考察 冨岡多恵子
異文化コミュニケーション能力トレーニングのための新しい段階的モデルの基本条件 ケリー,ビル(Bill

Kelly)
薬局・薬店におけるCSI(顧客満足)の実証研究 川中純二/古澤照幸
一般化線形モデルの耐久消費財購入率データへの適用とモデル適合度問題 奥喜正
<ゆとり>社会の社会学的考察:ポスト産業社会論の視点から 安村克己
企業財団の財務諸表分析:保険会社出損のケースを中心として 船越洋之
公会計と支出効果監査 吉田寛
企業の人間観と人事制度 宮下清
総合商社の生成と日本企業との結び付き 石原滋
プレゼンテーションにおける発想的な価値変換モデルの研究 牧島信一

産能短期大学紀要 第28号(1995年2月刊行)
表題 著者名

「ビジネス英語」教育プログラム:その作成経緯と評価 坂本和光/宮下清
語彙力養成ソフトウェアの開発 トラッセル,スティーブ

(Stephen Trussel)/
冨岡多恵子

ホワイトカラーへのブルーカラー人事摘用の限界 宮下清
企業における利益と資本の表示 高屋和彦
企業不正と会計監査人の責任 長島弘
第二言語による講義の聞き取り能力の特性とその養成 鬼木和子/斉山弥生
地球温暖化抑制のための環境税:政治的不人気の考察 和田憲昌
日米の自民族主義相互理解のための基礎理論 ケリー,ビル(Bill

Kelly)
働く女性と一般健常者のエゴグラムの特徴についての考察 稲垣行一郎
コミュニケーション・スタイルとワーク・ストレスの関係に関する実証研究 久能徹/竹内美香/

堀内勝夫
AHP(階層分析法)を利用したVEに関する研究 澤口学
私立大学の経営管理:組織、意思決定を中心として 小日向允
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産能短期大学紀要 第29号(1996年2月刊行)
表題 著者名

異文化コミュニケーション教育トレーニングの一考察:クリティカル・インシデント,カルチャー・アシミ
レーターを中心に

堀眞由美

日本の競争優位と日本型競争モード 川口恵一
ワークスタイルとワーク・ストレスの関係に関する実証研究 久能徹/竹内美香
ホワイトカラー生産性向上の方向性について:知的労働と情報リテラシィの変化 池内健治/市川博
文献情報教育における事例研究の有効性 原田智子
Longman Language Activator その「発信力」について 冨岡多恵子
Sensation Seeking Scale-Abstract Expression(SSS-AE)の年代ごとの信頼性の検討 古澤照幸
「情報処理論」教科の教育プログラムの充実をめざして 若林敬造/田中功/

市川博/野添道隆/
藤田祐

情報教育におけるビジネス基本スキルの複合教育について 紙谷和夫/若林敬造
/市川博

第二言語としての日本語教育における中・上級カリキュラム・デザイン:予備教育課程における「大
学進学への橋渡し教育」について

鬼木和子/長谷川玲
子

短期大学ビジネス教育における商法教育 長島弘
プロジェクトマネジメントの異文化側面におけるヒューマンウェア経営手法についての一考察 高橋航司
国際会計基準とわが国の会計方針の開示と変更について 西脇嘉一
総合商社の子会社・関連会社に対する投資について 松下敏明
HRMと新人事システムについての考察 宮下清

産能短期大学紀要 第30号(1997年2月刊行)
表題 著者名

情報化に対応した組織構造:電子コミュニケーションの潜在的価値を発揮させるための要件 池内健治
「インターネット」からの語法研究 冨岡多恵子
設計コンセプトのデザイン変換理論 酒井宏之
第二言語としての日本語予備教育における初・中級学習者のためのカリキュラム・デザイン 鬼木和子/長谷川玲

子
オフバランス取引とディスクロージャー 長島弘
刺激欲求尺度(Sensation Seeking Scale)の男女間,国の間における因子の類似についての考察 古澤照幸/竹内美香

/吉野相英
企業の人事制度研究:製薬会社における組織開発と人事システム 宮下清/松本潔
システム開発方法の変化を探る 坂本祐司/浪平博人

/関森貞夫/黒澤和
人

わが国のリース取引に係る会計処理と開示の考察について 西脇嘉一
我が国公会計に対する提言:日米比較をとおして 吉田寛
経営情報教育における「経営情報論」のあり方 江崎和夫/池内健治

/市川博
プログラミング言語MAXがDTMに与える影響 藤田祐
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