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昭和63年 12月 26～ 27日 に応募論文の審査会

議が行われたが,年が明けて 1月 7日 には天

皇が崩御されて平成時代に入り,秘書学論集

第 7号 も平成第 1号 という記念すべ き発行 と

なりました。

今回の応募論文16点のうちから秘書学論集

第 7号に採用されたものは 9点で,そ の内訳

は,「 論文」 1点 ,「 報告」 6点 ,「 研究ノー ト」

2点 という結果であ ります。

全11的傾向 としていえることは,国際化 ,

情報化という時代の潮流を意識して,秘書職

能あるいは秘書教育方法について考察 したも

の,ま た,専門職秘書に関する調査研究が ,

内容 としては比較的多かったことと,ま た,

質的な点については,平均的レベル以上の も

のが多かったのではないかと思います。

しかし,反面,応募論文の中には,内容 ,

形式について十分検討されずに提出されたも

のがあ ったことも事実であります。

論文 として採用された「江戸幕府の右筆に

ついて」は,秘書の歴史研究 として,そ の内

容が充実していて,未開拓 といわれる「秘書

史」の研究分野に一石を投 した意義ある論文

として評価されるものであります。

「報告」「研究ノー ト」にも,そ の研究の視

点,資料の分析方法において,明確さ,緻密

さを加えることによって,十分論文になり得

るものがあ ります。

周知のように,論文は,データの集積,羅
列ではなく,そ の中に創造的なものを含むこ

とと,す でに存在している理論を基礎 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。

より内容の充実した論文作成のために,前
回にも申し上げましたが,最近, ます ます発

展している各地区におけるプロック研究会で

発表され,批判なり,忌憚のない意見を聞い

て検討することが,大変効果的な方法ではな

いか と思います。

秘書教育は,現在,社会からいろいろな意

味で注目され,期待されています。それに応

えるために中枢にいるのが,本学会の会員で

あります。秘書教育 。研究の質的充実 という

最も重要な課題に真貪1に 取 り組み,よ り優れ

た成果を発表することが,社会の要請に応え

るための会員の使命であ ります。

大変僣越なことを申しましたが,本学会の

発展を願ってのこととお許 しいただきたいと

思います。

本論集の完成にあたり,審査委員,編集委

員の先生方, また,事務局の方々のご苦労に

対 して深 く感謝申し上げます。 (浅川 )

■編集委員 浅川1ら二(委員長)岡 田衆 奥喜久男 田中篤子 戸田忠一 中佐古勇 吉田寛治
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