
産能短期大学紀要 第31号(1998年2月刊行)
表題 著者名

これからの組織が求める人材と異文化コミュニケーションプログラムの効果性について 田中宏昌
共創型技術開発マネージャーのマネジメント行動に関する分析視点 佐藤次郎/堀内勝夫
日本企業の組織内プロフェッショナル
-専門性を担う事務系ホワイトカラーの確立-

宮下清

都市イメージの形成モデルについての考察 古澤照幸
第二言語としての日本語予備教育における四技能養成のためのカリキュラム・デザインについて 鬼木和子/長谷川玲

子
エンドユーザ・コンピューティング環境における情報機器リテラシー 市川博
セールスプロモーション・マネジメントの確立に向けて 吉中和夫
わが国の商店街における現状と問題点および活性化に関する一考察 川西正己
企業内・企業間のビジネスプロトコルの新展開
-オープンEDIをめざして- 竹之内博行
生産管理CAIシステムの開発 本多薫/市川博/西

尾章
電子メールを使用した「要求」の習得 油井恵
継続性の原則からみたわが国財務諸表情報の比較考察について 西脇嘉一
公会計における貸借対照表 吉田寛
コミュニケーション・スタイル、ワーク・スタイル並びにワーク・ストレスの性/年代間の差に関する
一研究

久能徹

台湾ハイテク産業の成長要因と課題 長田貴仁
共通コストの配賦法に関する一考察
-コストイノベーションに向けて-

各務洋子

産能短期大学紀要 第32号(1999年2月刊行)
表題 著者名

日本の高等教育における「日本語表現」科目の背景と現状 風戸修子/牛島光恵
/笠島美江子/竹之
内幸子

-産能短大の話し言葉教育を中心にして- 風戸修子/牛島光恵
/笠島美江子/竹之
内幸子

権威の構図 権威主義から権威勾配まで 古澤照幸
大衆消費時代に入ったパーソナルコンピュータ教育に関する一考察 関森貞夫
インターネットを利用した学習支援システムの構築-授業に対する自己評価への活用- 本多薫/市川博
短大のネットワーク環境における情報教育のあり方 江崎和夫/原田智子

/市川博/坂本祐司
大型店化時代における中小小売店の地域1番店化の確立に向けて 川西正己
複雑系と企業組織の創発について 竹之内博行
「役務流通社会」の提言:公的介護保険制度の円滑な実施のために 隈部忠昭
日本人学習者の英語による依頼表現の評価 油井恵
色彩とコミュニケーション-ファッションデザインの現場で- 早川礎子
システムアドミニストレータが及ぼす企業発展 山田谷勝善
我が国における西洋式簿記の導入経路と発展過程 北井不二男
企業会計原則と税法会計の補完的関係が実務に与える影響についての考察 西脇嘉一
ビジネス英語プログラム開発とニーズ分析:異文化コミュニケーション訓練とセールス訓練の統合 田中宏昌
複式簿記と単式簿記 吉田寛
短期留学における学生の異文化適応と自国文化への再適応について専門ゼミの果たす役割 井上愛子
営利企業の非営利活動(社会貢献活動)の実態と今後のあり方 竹内拓
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産能短期大学紀要 第33号(2000年2月刊行)
表題 著者名

学習スタイルの自己評価と他者評価の比較 田中宏昌
大学生のための悪徳商法対策教育用チェックリスト
-適用の基礎的研究- 竹内美香/鈴木晶夫
パーソナルコンピュータ大衆化時代のプログラミング教育に関する一考察 関森貞夫
「きく」教育に関する一考察
-「日本語表現」科目における「きく」技術を高める教育に向けて- 風戸修子/牛島光恵

/笠島美江子/竹之
内幸子

授業におけるマルチメディア教材の効果 市川博
産能短期大学卒業生に関する職業と仕事の経歴についての調査研究 小野紘昭/池内健治

/市川博/風戸修子
短大のネットワーク環境における情報教育のあり方-専門教育を中心にして- 江崎和夫/市川博/

原田智子/坂本祐司
集合債権譲渡担保の理論と金融実務-新たに制定されつつある債権流動化立法の影響- 根本晋一
わが国中小企業における業績評価測定の現状と課題
-非財務指標を会計測定システムに組み込むには-

西脇嘉一

産能短期大学紀要 特別号(2000年12月刊行)
表題 著者名

「ビジネス実務教育」のあり方-短期大学の教育課程編成を中心にして- 森脇道子
短大・大学生の英語学習ニーズの分析と英語学力について 浅野紀和/浅野幸子
ビジネス実務教育におけるビジネス・インターンシップの役割 池内健治
キーボード入力の学習過程と特徴分析 市川博
宮澤賢治「オッペルと象」論考 一戸冬彦
旅行会社のコアサービスに関する一考察
-日米英の旅行会社の比較から-

岩田隆一

経営情報専門教育の方向性に関する考察 江崎和夫
第二言語としての日本語教育における学習主体に関する一考察 鬼木和子
産能短期大学卒業生に関するキャリア形成についての事例研究 小野紘昭/風戸修子

/原田智子
～21世紀社会～新しい知による経営 亀﨑恭尚
産能短期大学のリテラシー教育 加藤英雄
大学授業改革の方向-構成主義の観点から- 斎藤勇二/渡辺裕一
企業における女性研究者の就業実態とジェンダー・プロブレム
-製薬産業の男女比較調査を中心に-

佐藤百合子

産能短期大学経営情報処理専攻の歩み 澤田晃
コンピュータ下の簿記原理の考察 鈴木茂
創造的思考育成教育に関する一考察 関森貞夫
親の養育態度と幼児接触経験 竹内美香/鈴木昌夫
コーパスの利用と英語教育 冨岡多恵子
産能短期大学通信教育課程における学生による授業評価の信頼性について 豊田雄彦/池田るり

子
Prehistoric Fiction Stephen Trussel
1990年代における製薬産業の非製造活動の増加と製薬会社の対顧客実務の変容 内藤英俊
平成12年商法改正における会社分割法制の問題点と会計 長島弘
「また」と「まだ」の意味領域に関する一考察 長谷川玲子
-中国語話者の習得における問題点をめぐって- 長谷川玲子
産能短期大学におけるデータベース検索教育教材の開発 原田智子
表計算ソフトによるプログラミング教育
-産能短期大学における現状と課題-

藤田祐

日本的経営の功罪と将来の展望-「集団主義」価値理念の革新に向けて- 松本潔
テレビ会議システムを利用した遠隔地授業の運営と課題
-特に授業形態の異なる科目の教授法を中心として-

吉川雅之/渡辺裕一

産能短期大学紀要 第34号(2000年12月刊行)
表題 著者名

業界標準と競争・協力戦略-補完財の多様性の視点から- 池内健治
ビジネスモデル特許の国際的動向と今後の課題 山本邦彦
わが国における企業の定年制延長と高年齢者の賃金引き下げについて
-銀行の事例を中心に、最高裁の判例から新しい賃金管理を考える-

鷲澤博

わが国の会計制度からみた時価評価会計への一考察
-発生主義と実現主義の概念からみた時価評価会計-

西脇嘉一

各社の牛乳パッケージの色彩イメージ-色彩のシンボリズム- 早川礎子
権威勾配尺度の作成と心理統計的特徴の検討 古澤照幸/横田環/

新井幸子/濱田弘史
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産能短期大学紀要 第35号(2002年2月刊行)
表題 著者名

産能短期大学における情報検索リテラシー教育のためのデータベース教材に関する調査 原田智子
学習支援システムの画面設計に関する研究 市川博/本多薫
『入門・心理学』教授法に関する一試論(その1)
～何を,何のために教えるのか～

竹内美香

Driving Forceの行動要因2尺度についての項目反応理論による分析 古澤照幸/横田環
電子教材の開発～遠隔授業を中心として～ 市川博/吉川雅之/

齋藤勇二/渡辺裕一
/豊田雄彦

環境会計情報と財務会計情報との整合性について 西脇嘉一
高年齢者の賃金引き下げと年齢差別禁止問題
-労働判例からのインプリケーションと高年齢従業員雇用の新しい方向-

鷲澤博

(続)集合債権譲渡担保の理論と金融実務
-新たに制定されつつある債権流動化立法の影響-

根本晋一

「サービスラーニング」の理論と実践
～NPOと大学における人的資源の協働事例～

松本潔

産能短期大学紀要 第36号(2003年2月刊行)
表題 著者名

メディアを活用した授業の開発 豊田雄彦/市川博/
鈴木茂/渡辺裕一/
一戸冬彦/松本潔

『入門・心理学』教授法に関する一試論(その2)～発達心理学分野の教授内容～ 竹内美香
経営幹部のキャリア形成と育成に関する研究 木幡昭
アメリカにおける将来CF予測研究の展開 中島真澄
コスト優位のための管理会計～経験曲線概念を中心として～ 成松恭平
気候変動統合モデルの研究～気候変動と経済成長の長期シミュレーション解析～ 佐藤正博
『新会計基準』の導入と財務・会計知識普遍化への方策～投資教育の有用性について～ 北井不二男
再建企業の財政状態と会計政策～再建企業における会計政策の諸問題～ 早川勉
地方自治体リスク・マネジメントの枠組み～対象,目的,および方法を中心に～ 山崎博司

産能短期大学紀要 第37号(2004年3月刊行)
表題 著者名

入学前学習「日本語表現」の開発とその成果 池内健治/風戸修子
/原田智子/齋藤勇
二

産能短期大学卒業生支援システムのあり方 風戸修子/原田智子
/飯塚順一

コンピュータを手段とする簿記原理と教育 鈴木茂
コストを意識したe-Learning教材の開発 豊田雄彦/市川博/

齋藤勇二
『入門・心理学』教授法に関する一試論(その3)
～キャリア・ガイダンスと青年期の自我同一性形成の扱い方～

竹内美香

非営利組織の資金管理統一概念と教育体系～授業計画・教材開発を中心として～ 鈴木茂/長島弘
短期大学生のコミュニケーション能力に関する質的研究
～コミュニケーション教育プログラム開発に向けて～

飯塚順一

産能短期大学紀要 第38号(2005年6月刊行)
表題 著者名

コンピュータリテラシーおよびマルチメディア教育におけるフリーソフトウェアの活用 豊田雄彦/市川博/
中村知子

電子会計帳簿の要件と帳簿組織 鈴木茂
リユースパソコン寄贈プログラムの可能性
NPOによる地域情報化支援

会田和弘

再考・戦略的意思決定論～組織の適応理論を中心として～ 松本久良
我が国における内部告発者保護制度への提言
～内部告発者保護制度を通じてのコンプライアンス確立の試み～ 齋藤実
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