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表紙の説明楠回一夫(造型作家)

レオナルド ・ダ・ヴインチ

Leonardo da Vinci (1452ー 1519)

1 
年頭のこと，t

本年の抱負
1519年5月2目、レオナルドは異国 (フランス)の地で67
才の偉大な生涯を閉じた。彼がこの世に残していった数

多くの業蹟は万人の知るところであるが、表紙のダ・ヴ

インチ自画像の上にある人体プロポーションについての

考えも非常に興味深い。(人間のへそを中心にして円を描

き、両手をひろげた幡と身長によって正方形を描く)
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