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≪編集後記≫
「藝術」第21号をお届けする運びになりました。
この九月初旬、大阪芸術大学総合体育館が遂に竣工いたしました。二上
山・ 城山・金剛山とつらなる山並みの懐に抱かれた白い偉容が姿をあら
わして秋の山の彩りに映えています。キャンパスの全貌が様変わりして、
学生諸君が新しい広場を三々五々に奥の方へ流れてゆく光景が眺められま
す。壮大な建築が加わった空間の拡大にとどまることなく、構えを一新し
たキャンパスが、形が内容に、内容が形に命を与えるという「藝術」大学
として、内容の一層の充実と活性と豊穣の場になってゆくことを期待して
やみません。
今号もまた、寄せられた論文・作品・報告等の多士済々に、編集に携わ
る者として、諸領域の様々の視野からの洞察や研究に触れる新鮮な楽しみ
を味わった次第です。
表紙は、舞台芸術学科の第五回定期公演―恒例の夏のフェスタ―の舞台
を主題に、撮影を写真学科北尾順三教授・師岡清高助教授に、構成をデザ
イン学科田村昭彦教授・舞台芸術学科宮村一幸教授に御尽力をいただくと
いう本学ならではの三学科協同の試みになりました。
御高覧の上、学内外からの厳しい御意見御批判をおきかせ下さい。試行
錯誤を続けねばならぬ編集の何よりの励みになります。
刊行にあたって各方面からいただいた惜しみない御助力に衷心より感謝
いたします。
（山崎苳子）
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