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題字について

元本学教育学部教官
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　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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● 編 集 後 記 ●

　福島大学 地域創造 第28巻第２号では，論文３編，研究ノート２編，調査報告５編，資料１編を掲載
いたしました。ご執筆下さった方々，査読にご協力頂いた方々に御礼申し上げます。
　文化施設との連携を含めた新たな教育・学習活動に関するもの，地域ブランド化に関する考察，さらに，
地域の生態系に関する調査など，多様な専門領域・視点から論じて頂き，まさに本誌の特長が表れてお
り，いずれも地域貢献を考える上で貴重な取り組み成果と考えます。また，「地域の窓」として，福島
大学foRプロジェクトにおける共存型人支援ロボットの開発についても，ご執筆頂きました。
　本号の編集期間中にも，厳しさを増す研究・教育予算についての議論が行われておりましたが，今後
も本誌が，地域を焦点とした研究成果出版と活発な議論の場として発展することを願います。
　最後に，地域連携課はじめ，本誌発行にご尽力頂いた方々に，深謝いたします。
 （共生システム理工学類　中村　勝一）
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