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「秘書学論集」 も第 3号を迎えました。 日

本秘書学会の発足から4年,論集はその里程

標でもあります。今回も多数の応募を得まし

た。論集の質,量 ともの充実こそ,秘書学認

知への第一歩でもあります。

ただ,前号でも述べましたように,論文 と

報告 とを問わず,そのオリジナ リティーは欠

かせない要件であります。また,そ の形式 ,

記述についても,十分な配慮が欲 しいところ

です。今回も,論集の性格上,幾篇かの労作

を割愛せ ざるを得ませんでした。

秘書教育は,ま すます拡が りつつあ ります。

短期大学を中心に,その勢いは!衰えそうも

ありません。社会のニーズに対応 して,当 然

のこととはいえ,い まや,秘書教育は大きな

曲り角に立っているように思われます。OA

化の進展一つを取 り上げても,組織体におけ

る秘書機能の呆たす役割は,人間組織 として

のグローバルな視点を必要 としているようで

す。いわば,秘書教育の原点とでもいうべき

でしょつか。

秘書教育の理論的支柱である秘書学 も,幾

多の批判はありながらも,一歩一歩,確実に,

その確立に向けて歩を進めてきました。論集

は,わが国における秘書学研究のレベルを示

すものでもあ ります。学会員諸賢の一層のご

支援を切に願 うものであります。

今回も,審査委員,編集委員の諸先生方 ,

さらに事務局の方々に,並々ならぬご苦労を

おかけしました。深 く感謝する次第でありま

す。 (井下 )

■編集委員 井下謙次郎 (委員長)奥 喜久男 福田節生 福永弘之 元吉昭一 吉田寛治
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