柑芦会東京支部だより 第 107 号（29/05）
■東京支部活動の報告
【１】平成 28 年度 柑芦会 支部活動
① 「第１９回鎌倉歴史探訪歩こう会」について
日時：平成２９年５月２７日（土）10:00 集合、16:00 江ノ電 極楽寺駅解散予定
歩行距離は約６Km、終了後希望者は懇親会あり
集合：JR 鎌倉西口の広場（時計台の前。バス発着場所は東口です）
訪問：問注所跡→六地蔵→寸松堂→主馬盛久頸の座→吉屋信子記念館→鎌倉文学館→長谷子ども記念館
→甘縄神明神社→高徳院→桑ケ谷療養所跡→対僊閣→長谷寺は門前で資料により説明→白日堂
→御霊神社→成就院→西方寺跡→極楽寺→極楽寺駅解散。
参加費＠1,000 円（拝観料、通信費、写真代、資料代）
【お申し込み】
大学 11 期妹尾(電話 0463-58-7729、メール tokyo@kourokai.com )へ 4/20 まで
※前日 18 時時点での降雨確率 50％以上の時は秋に延期。
※弁当・敷物・参加申込者宛に送付の参考資料は各自持参

② 柑芦会東京支部 代議員会 開催のご案内
和歌山大学柑芦会東京支部役員および新役員候補のみなさま、下記の通り 6/1 田町で開催させて頂く事になり
ました。ご多忙中とは存じますがご参集宜しくお願い申し上げます。
日時 ： 平成２９年６月１日（木）１８：００受付開始、１８：３０～２０：３０
場所 ： 東京工業大学キャンパス・イノベーションセンター５階リエゾン５０９AB 会議室
和歌山大学首都オフィス見学希望の方は１８：００前に３階までお越し願います。
和歌山大学首都オフィス（和大東京ぷらっと） https://www.wakayama-u.ac.jp/news/2015070300019/
※下記 URL より送付資料原稿が閲覧できますのでご一読お願いします。
https://drive.google.com/drive/folders/0ByvOrLHmdpRuaFI4TFZGVXlZTVk?usp=sharing

■本部からのお知らせ
〇足立ゼミで「CafeWith」を経営＠「ぶらくり丁商店街」
ゼミで学んだまちづくりを活かして地域活性化を目指します。
和歌山大学経済学部 足立ゼミが主に運営する『cafe with』のホームページが出来ました。 毎月の営業内容、ゼミ
生のプロフィール等が載っていますので和大生を始め興味のある方、足立先生が好きな方は是非是非見てみて下
さい！
※詳しくはこちら http://cafe-with.site/

〇和歌山大学の柑芦会に関係する授業について
柑芦会の方でテキスト作成費用として助成しています「自校史」のテキストが出来上がり、本部に 3 部頂いており
ます。「和歌山大学の歴史と展望」―21 世紀大学論―となっております。授業は教養の森講座（一般教養課程）で
「21 世紀大学論」として月曜日の第 3 限に行います。（青柳会長も講師として登壇）
テキストは今のとこと一般販売は致しませんが、興味のある方は、本部事務局までご連絡ください。A5 版の 5 ㎜
ほどの厚さのテキストではなく、我々の良く知っている人名や固有名詞も沢山出てきます。出来るだけ皆様にも読ん
で頂きたいと思います。

柑芦会本部事務局 穂永氏
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■和歌山大学関連
○【ご報告】経済学部教員の異動について
経済学部では、昨年度より以下のとおり教員の異動がありましたのでご報告いたします。
◇平成２８年７月９日付

退職（交流人事） 渡邉 英之

教 授（市場環境学科）

◇平成２８年７月１０日付 採用（交流人事） 米村 忠司

教 授（市場環境学科）

◇平成２９年３月３１日付 退職 吉村 典久

教 授（ビジネスマネジメント学科）

◇平成２９年４月 １日付 定年退職 上村 雅洋
◇平成２９年４月 １日付 昇任 植村

新

教 授（ビジネスマネジメント学科）

准教授（市場環境学科）

学部の執行部も任期満了に伴い、以下のとおり一新いたしました。
学部長

藤 永

評議員

荒 井

副学部長 金 澤
学科長

博 教授
信 幸 教授 、 足 立

基 浩 教授

孝 彰 教授 、 野間口

マグレビ ナビル 教授

隆 郎 教授 、 芦 田

昌 也 教授

（経済学科）

〃

齊 藤

久美子 教授

（ビジネスマネジメント学科）

〃

辻 本

勝 久 教授

〃

阿 部

秀二郎 准教授 （経済学科 新課程（H28.4～））

（市場環境学科）

○【ご報告】平成２９年度和歌山大学入学式について
平成２９年４月５日（水）午前１１時００分から、和歌山市民会館において入学式を挙行いたしました。
経済学部、大学院経済学研究科にそれぞれ以下のとおりご入学されました。おめでとうございます。
◇経済学部 一般入試

２９２名

推薦入試

３４名

社会人特別入試

０名

私費外国人留学生特別入試

０名

計

第３年次編入学入試

３２６名
７名

◇大学院経済学研究科
一般入試

１７名

社会人特別入試
私費外国人留学生特別入試

５名
１３名

計

３５名

○【ご報告】２０１６年度 和歌山大学経済学部卒業生の進路・就職状況について
2016 年度本学経済学部卒業者の就職(内定)率は、99.4％(※)でした。
2016 年度の進路状況、就職先等の詳細に関しては、大学 HP に 5 月半ばに更新予定です。
2015 年度までの詳細はこちらからご確認ください。
【 http://www.wakayama-u.ac.jp/eco/learn/statistics/faculty/index.html 】
※就職(内定)率＝就職決定者数(自営業含)／就職希望者数
就職決定者数(自営業含)／卒業者数で算出した場合は 91.1％

○【ご報告】新入生合宿研修を実施
経済学部では、今年度も新入学生全員を対象に、４月８日・９日の１泊２日の合宿研修を紀南地域（田辺市・みな
べ町）において実施いたしました。今期で４回目となる事業では、新入生オリエンテーションとして、上回生や教員と
の交流やディスカッションを通して、新入生相互の親睦を深めること、また、地域を志向した初年次教育として、和
歌山県下の南部地域を知ることを目的としています。この研修旅行では、田辺市のご協力の下、経済学部の上回
生が中心となって、企画、事前準備、当日のガイド、学修の指導などを行いました。

〇観光学部が国連世界観光機関(UNWTO)の観光教育認証(TedQual 認証)を取得！
和歌山大学観光学部が国連世界観光機関（UNWTO）の関連組織である UNWTO Themis Foundation が実施す
る認証制度「UNWTO. TedQual（Tourism Education Quality）」の認証を取得しました。国際観光学研究センターの
サポートの下、申請準備と TedQual 認証のための 100 項目以上の厳しい基準をクリアし、国内では唯一、初めての
取得となりました。
※詳しくはこちら https://www.wakayama-u.ac.jp/news/2017012300255/

〇産学交流見学会（５/１９）
和歌山大学産学連携イノベーションセンターでは研究室の見学会を開催します。
日時：5 月 19 日（金） 15:00～18:30
場所：和歌山大学 産学連携イノベーションセンター棟 （旧）産学連携・研究支援センター棟）多目的研究室
定員：30 名
※3 班に分かれてシステム工学部の３研究室を巡回見学
●システム工学科 ネットワーク情報学メジャー ネットワークサービス研究室（塚田研究室）
http://www.wakayama-u.ac.jp/~ktsukada/nslab/
●システム工学科 機械電子制御メジャー

知的メカトロニクス研究室（中嶋研究室）

https://www.wakayama-u.ac.jp/~nakajima/index.html
●システム工学科 メディアデザインメジャー

コミュニケーションデザイン研究室（吉野研究室）

http://www.wakayama-u.ac.jp/~yoshino/lab/index.html
※見学会参加希望の方は下記までご連絡ください。
鈴木 義彦 和歌山大学 産学連携・研究支援センター 客員教授
ネオマテリアル研究会 幹事・コーディネーター http://neomaterials.org/index.html
suzuki@center.wakayama-u.ac.jp

■俳句の会「芦火」 第 639 号 平成 29 年 5 月１日号
【今月の表紙】 薫風・風薫る
南風が草木を渡ってすがすがしき匂うように吹いて来る心地よい風を讃えた言葉。青嵐よりも弱く感じも柔らかで
ある。和歌では花や草の香りを運ぶ春風の意であったが、連歌では初夏の風とされた。緑の香りをたっぷり含んだ
すがすがしい夏の風。
・恙無くともに傘寿の風薫る 南部静季
・薫風や仏間に匂ふ青畳

阿部和雄

・新しき檜皮藁屋根風薫る
・薫風や明治今に残すビル

石崎そうびん
石崎佐知

第 639 号高得点句

辛抱の昭和ひとけた目刺し焼く
としを
（今号 高得点 獲得者）

創刊、昭和３８年、６００号以上を発行。会員約２０名が毎月投句、選句。上手下手を問わず俳句を楽しんでいます。
紙と鉛筆と歳時記で、花鳥風月を楽しんでみてはいかがですか？ 和歌山大学図書館に「芦火」句集が配架して
います。発行人： 山下勝様 経済学部 １４期 yama723@nifty.com
「芦火」連絡先：〒862-0954 熊本市中央区神水 1-7-2-301 ＴＥＬ ：096-382-4767

■わかやま関連Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ
①和大の魅力もっと ＰＲポスター、動画刷新
広報用ポスターやＰＲ動画を４月から大幅にリニューアルした。昭和６２年に現在の栄谷キャンパスへ全学部が移
転してから３０周年を迎えるのに合わせ、学生有志がアートディレクターらと協力して仕上げた。背景にあったのは
「地域の人や遠方の受験生にもっと大学を知ってほしい」という熱い思い。
ＰＲ動画は、動画投稿サイト「ユーチューブ」の同大公式チャンネル
（https://www.youtube.com/user/wakayamauniv）で見ることができる。また、ポスターのメーキング動画も公開して
いる。ポスターは県内外の高校や進学塾、学生が利用する地域の店舗などに配布する。掲示を希望する商業施設
などを募集。
※記事詳細はこちら http://www.wakayamashimpo.co.jp/2017/04/20170419_69146.html

②悲願の初優勝なるか 和大、中盤戦で首位に
近畿学生野球連盟の春季リーグ戦で地元の和歌山大が３試合連続で零封勝ちして５勝２敗とし、まだ中盤戦な
がら、勝ち点２で首位に立った。１９５０年のリーグ加盟以来、果たせていない初優勝と全日本大学選手権大会出場
への期待が膨らんでいる。
ニュースサイトで読む: https://mainichi.jp/articles/20170428/ddl/k30/050/429000c
Copyright 毎日新聞

③和歌山県内の企業へ就職すると最大 100 万円！奨学金の返還を助成
和歌山県では、県経済を牽引する製造業や情報通信業の企業に研究開発職・技術職として採用され 3 年間勤
務した方に、奨学金の返還金（最大 100 万円）を助成する制度を設けています。和歌山県内の製造業、情報通信
業の企業に就職を希望する大学生、大学院生の方で奨学金返還助成を希望する方を募集します。
応募期間 平成 29 年 4 月 3 日（月）から平成 29 年 5 月 31 日（水）まで
※詳細について
http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/060600/01shin/uturnshushoku/syougakukin_001.html

④粘菌学者、南方熊楠の生涯に迫る民藝「熊楠の家」
6 月 15 日から 26 日。東京・紀伊國屋サザンシアター TAKASHIMAYA で「熊楠の家」を上演。
和歌山から世界を巡り、後半生は田辺市で粘菌の採集と研究を続けた「知の巨人」南方熊楠。生誕 150 周年の
今年、小幡欣治が劇化したユーモラスな評伝劇（菊田一夫演劇賞特別賞）を再演し、あらたな熊楠像に迫ります。
※詳しくはこちら http://www.gekidanmingei.co.jp/performance/2017kumagusunoie/
参照ニュース

http://natalie.mu/stage/news/224971

⑤全日本マスターズ陸上競技選手権大会 in 紀三井寺 エントリースタート
2017 年 10 月 27 日（金）紀三井寺陸上競技場で開催される『国際・全日本マスターズ陸上競技選手権大会』の
エントリーが開始されました。
・詳しくはコチラから https://jtbsports.jp/events/events-detail.php?id=5359
・公益社団法人日本マスターズ陸上競技連合 http://www.j-master.gr.jp/index.html
東京支部在籍の 29 期水島さんは、メタボ解消のために参加して以来、日本記録を出すまでにのめり込むほど。
今年は、紀三井寺での開催です。ぜひ、参加してみてはいかがですか？
また、観光学部 伊藤先生、教育学部 彦次先生のご協力のもと、地域インターンシップ（LIP）を実施。
4 月上旬に観光学部内にて募集をしたところ、22 名の学生が参加してくれることになりました。GW 前の 5/2（火）、
小生と学生たちとの交流の機会がありました。国際大会ということもあり、海外関係者、選手との交流も積極的にチャ
レンジしたい学生もおり、改めて関心の高さに驚いています。
※観光学部 > 地域に学ぶ 地域インターンシップ（LIP)について
http://www.wakayama-u.ac.jp/tourism/internship/lip/
【ご協力のお願い】
大会およびシンポジウムの運営にあたり、海外関係者・選手への英語等々による案内係が不足しております。
これまでの国内における国際大会でも語学に不慣れながらも地元ボランティアにご協力いただいており、皆様の
ご協力をいただければ幸いです。
文・編 47 期 中川貴照
-------------------------------〒160-0023 東京都新宿区西新宿 7-17-14 新宿シティ源ビル 5Ｆ柑芦会東京支部
電話：03-3366-3680（柑芦会専用)平日 9:00～18:00 土曜日：9:00～15:00
FAX：03-3369-3469（共用番号)柑芦会東京支部宛と記載願います。
e-mail： tokyo@kourokai.com

