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編集後記

秘書学論集第 6号に対する応募論文数は17

点であり,採用されたものは 9点で,その内

訳は「論文」2点 ,「報告」4点 ,「研究ノー ト」

3点 という結果であります。

従来,応募論文は,「論文」 と「報告」の 2

つの枠で審査をしていましたが,今回,新た

に「研究ノー ト」を設けて,「論文 としては不

十分であるが,内容 (形式を含む)を 充実す

ることによって,将来,論文 として完成され

る可能性のあるもの」を採用することにしま

した。「研究 ノー ト」に採用されたものにつ

きましては,設定の趣旨に則り,よ りよい論

文 として完成されますよう希望 します。

今回の応募論文の中に,ハ イ・レベルの も

のがあったことは喜ばしい傾向であ ります。

秘書学が実践の科学であり,学際的研究を必

要 とするため,秘書教育方法・隣接科学に関

する研究が多数寄せ られたことは望 ましいこ

とであります。しかし,その中には,内容に

ついて必ずしも十分に検討されていないもの

があ りました。

申すまでもなく,論文は創造的なものを含

むことが必要であ り,す でに存在しているデ

ータ, または理論を基礎 として新 しい思想体

系を打ち立てることを原則とします。個々の

デニタの集積,列挙そのものでは科学は成 り

立ちません。過去に発表された業績を研究し

たり,プロック研究会で発表され,忌憚のな

い意見を聞 くことも大切なことではないでし

ょうか。

秘書教育が発展し,社会の各方面から注目

されている現在,最 も重要な課題は,秘書教

育・研究の質的充実であ ります。その意味で,

日本秘書学会の果たす役割は非常に大きいも

のがあ ります。

失礼なことを申しましたが,本学会の発展,・ 論

集の一層の充実を願ってのこととお許し願います。

本論集の完成にあたり,審査委員,編集委員の

先生方,ま た,事務局の方々の並々ならぬご苦

労に対 し,深 く感謝申し上げます。 (浅 川 )
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