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題字について

元本学教育学部教官

菅 野 智 明 氏 の 筆

　近年出土した、中国漢代の肉筆に示唆を得た。そ
れは、二千年後の現代でも色あせず、新鮮な光を放っ
ている。「創造」という言葉から想起するのは、こ
うした時空を超えた新しさである。 （菅野智明）
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発　行　所　　国立大学法人 福島大学地域創造支援センター
　　　　　　　（〒960-1296）福島市金谷川１番地
　　　　　　　　　　　　　 電話 024－548－8358（資料室）
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（平成27年度地域創造支援センター運営会議情報資料部会）

◎ 情報資料部長
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　 吉　川　宏　人　　　福島大学経済経営学類
◎ 黒　沢　高　秀　　　福島大学共生システム理工学類

● 編 集 後 記 ●

　第27巻１号の編集後記でも述べたが，『福島大学地域創造』誌をとりまく予算状況は厳しい。一方で，
お陰様で原稿の集まりは比較的好調である。印刷予算を越えてしまうぐらい集まってしまったらどうす
るか，編集担当の会議（地域創造支援センター運営会議情報資料部会）では，そんな議論が行われた。
越えた分は次号にまわす，年１号にする，などの案もあったが，投稿者から見た雑誌の信頼性や論文の
速報性などの観点からそれは避けることとなった。そのような時には，代わりに，最近定めた超過した
場合に掲載費用の負担いただく規定ページ数を下げること，無料の別刷り部数を減らす，あるいは無く
すことなどにより対応することとなった。著者の負担を増やすのは心苦しい限りであるが，最悪予算が
付かない場合でも，安定的に出版できる目処がついた。予算状況や，各年度の第１号の原稿の集まり具
合を見て，第２号の規定ページ数や無料別刷り部数の変更をご案内させていただくことも，今後生じる
かも知れない。その際は，大変申し訳ないが，本誌の安定的な発行のために，ご協力いただきたい。
　本号から編集担当を表紙裏に明記した。編集責任の所在を明らかにするためである。執筆者紹介（氏
名と所属の羅列）を削除した。分野によるかもしれないが，そのような学術雑誌はあまりないからであ
る。執筆要項を１ページにまとめ，編集後記を裏表紙裏に移動し，情報量はほとんど減らすこと無しに，
毎号掲載されていた編集関係のページを２ページ減らした。印刷コストはページ数にほぼ比例するから
である。編集担当を拝命して２年間，４号の出版の間に，短期的に行いたかったことはほぼ全てできた
ように思う。本誌の改革にご理解・ご支援いただいた地域創造支援センター長，副センター長，編集事
務担当に感謝を述べたい。今後も投稿者として本誌に関わり，福島大学の地域貢献にささやかながら寄
与していきたいと思う。 （共生システム理工学類　黒沢　高秀）
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