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秘書学論集第 1号/:

創刊にあたって

会 長 三 沢 仁

日本秘書学会が昭和56年 10月 に発足してから約 1年数か月,こ こに「秘書

学論集」第 1号 を発刊できたことを,皆様 とともに喜びたいと存 します。

秘書に関する学問領域は, とりとめのないほど広いため, 日本秘書学会の

目的の一つである「秘書学」の確立が,決して易しくはないことは,当初か

ら党悟 していましたが, とにか くこの論集の発刊で,そ の第一歩を踏み出し

たことになります。

この論集を拝見いたします と, もちろん立派なものもあ りますが,率直に

申して,果たしてこれが “論文"な のか,“随想"ではないのかと思われるも

のも,な しとしません。しかし,こ れはよその学会の論文集にも見られるこ

とですし,初めから万全を期待することはありますまい。それに当学会の性

格上,た とえ “論文"の名にふさわしくなくても,突 っ込んだ秘書教育の体

験記録などが,あ ってよいのではないかと思います。

会員諸氏におかれまして, ますます研鉄を積まれ,奮って寄稿されますよ

う,お願いいたします。
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日本秘書学会の発足から,はや一年有余,

ここにようや く「秘書学論集」第 1号の発刊

に漕ぎつけました。その内容についてはもと

より,そ の体裁に至るまで,忌憚なきご批判,

ご教示をいただきたいところですが,秘書学

確立への一つのモニュメントともなれば,幸
いこれに過ぎるものはありません。秘書学へ

の熱い願望を汲み取っていただければと思い

ます。

いまや,秘書教育は,一種のプームの観す

ら呈しております。全国短期大学秘書教育協

会,ま た秘書教育全国協議会をはじめ,秘書

教育に携わる方々の地道な努力の結実として

それなりに喜ばしいことではあります。しか

し,す でに｀
秘書教育研究年報

″
第 1集 (1976

年刊)に指摘されているように,科学として

の秘書学の裏付けのない秘書教育が ｀
花嫁教

育現代版
″に堕しているのではないかとの疑

間は,捨て切れない現状でありましょう。こ

のような懸念は,従来も研究者・教育者の間

に,つねに唱えられてきたところであります

が,秘書教育花ざかりの今こそ,一層真剣に

反省さるべき課題と思われます。この論集発

刊を契機に,活発な論議を期待したいもので

す。

秘書学の体系化は,い まだ道遠しの感を免

れません。むしろ
｀
秘書学とは何なのか″

を問

われているともいえましょう。この論集も,

そうした現状を鏡に映したものかもしれませ

ん。ただ,あ らゆる学の体系化にとって,さ

まざまな試行錯誤は避けて通れぬ道程でもあ

ります。

本論集の編集に当っては,審査委員,編集

委員の諸先生方, とりわけ事務局の方々には,

一方ならぬご苦労をかけ,ま たお世話になり

ました。深く感謝する次第です。また,論集

の性格から,せ っかくのご労作を何篇か割愛

せざるを得なかったことを,こ こに深くお詫

(井下 )び申しあげる次第です。

■編集委員 井下謙次郎 (委員長)福 田節生 元吉昭一 吉田寛治
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