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校長　　石　田　廣　史

　周防大島の草木と周防灘を渡る風に爽やかな

春を感じる今日の佳き日に，多数の御来賓なら

びに保護者，関係者皆様のご臨席を賜り，平成

28年度大島商船高等専門学校入学式を挙行出

来ます事は，私ども教職員ならびに在校生一同

この上もない慶びであり，厚く御礼申し上げま

す。

　新入生の皆さん，大島商船高等専門学校への

入学おめでとうございます。ご家族の皆様，誠

におめでとうございます。教職員ならびに在校

生一同，心から新入生の皆さんを歓迎致しま

す。新入生の皆さんは本日の入学式を迎え，将

来の夢や希望，そして新しい生活への不安が胸

中入り混じっている事と思います。今日の喜び

の日を迎えることが出来たのは，皆さんの努力

は勿論ですが，家族や先生方，そして友人など

を始めとした多くの方々の支えがあっての事で

あります。改めてその方々に心から感謝して下

さい。

　本日，本科に入学致しましたのは，商船学科

44名，電子機械工学科42名，情報工学科44名，

合計130名，そして専攻科電子・情報システム

工学専攻８名，総計138名です。

　大島商船高等専門学校は今から約120年前の

1897年（明治30年）に，此の地に船舶職員養

成学校として創立されて以来，約8,000名以上

の本科卒業生ならびに専攻科修了生を世に送り

出してまいりました。そして現在は，本科に商

船学科，電子機械工学科，情報工学科の三学科，

専攻科に海洋交通システム学専攻と電子・情報

システム工学専攻の二専攻を擁し，高度な実践

的技術者を養成する高等教育機関として，我が

国の産業と科学技術，そして地域社会の発展に

大きく貢献して参りました。

　入学にあたり，是非，皆さんは以下の二つの

事を心に留め置き，実践して下さい。

　一つ目は，これから始まる新しい学生生活へ

の心がけについてです。今年の本科入学生は，

北は岩手県から南は鹿児島県までの各地から入

学しました。ほとんどが初めて顔を合わす人と

思いますが，恥ずかしがらずにお互いに挨拶を

し，言葉を交わし，お互いが良き友となって下

さい。専攻科入学生はこれまでの本科生とは異

なり，より責任ある学生である事を認識して下

さい。そして，本科生の模範となるよう心掛け

て下さい。

　138名の新入生の皆さんに対し，我々約100

名の教職員がこれからの皆さんの教育と学生生

活を全力で支援します。何か困ったり，悩んだ

り，判らない事があったら，決して自分だけで

解決しようとしたり，問題を放置したり，悩ん

だりせず，迷わず我々に相談して下さい。

校長のことば

平成28年度

　大島商船高等専門学校　入学式式辞
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　二つ目は，これからの学ぶ姿勢についてで

す。人から物事を学ぶだけで，自分で考えなけ

れば，決して自分の身には付きません。また，

自分だけで物事を考え，他の人から様々な事を

学ばなければ，独断に陥り危険です。本科入学

生のこれまでの勉強は，どちらかと言えば受け

身の勉強が多かったと思いますが，これからの

勉学では，是非，自らが学ぶという積極的な姿

勢を持って下さい。そして，課外活動において

も力一杯頑張り，十分楽しんで下さい。専攻科

入学生は，自らが学ぶ姿勢をより強く持ち，自

らが問題を見出し，そして解決能力を高めて下

さい。

　最後になりましたが，ここ大島商船高等専門

学校において，皆さんが勉学と課外活動を通し

て多くの事を学び修得し，そして多くの友を作

り，有意義で豊かな，楽しい学生生活を送られ

ん事を心から願い式辞と致します。
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　大島商船高等専門学校へ入学さ

れた皆さん，ご入学おめでとうご

ざいます。４月５日の入学式から

スタートして，５月初旬に行われ

た山口徳地青少年自然の家での合宿研修，各クラ

ス対抗のクラスマッチなど，様々な行事に参加し

ていただきました。これらの学校行事には積極的

に参加することで，高専生活の日々が充実するも

のと思います。特に，高専で過ごす５年～５年半

は，成人になるまでの重要な期間です。高専在学

中に築く友人関係は，卒業後も長く続くものと思

います。皆さんが就職や進学した後，喜びを分か

ち合う時や悩みを相談する相手になります。在学

中にこのような友人を見つけるようにしてくださ

い。

　高専の生活では，様々な場面において挑戦する

　新入生の皆さん，入学おめでと

うございます。

　さて，唐突ですが，皆さんが本

校に進学した理由は何ですか？そ

の答えを明確にすることで，本校で生活する上で

の新たなエネルギーにしてもらおうと考え，この

文章を書いています。

　皆さんが入学後に答えたアンケートを見ると，

就職率がいいから，教育内容が自分に合っている

から・・・とありました。しかし，これはどこか

の携帯メーカーがしている，画質が鮮明，世界最

小・・・などというPRと同じで，私の心には響き

ません。15歳の若者に進路選択の明確な理由を求

めるのは酷だとは思いますが，目標を持った方が

充実した生活をしやすくなります。持っていなけ

れば，これから作りましょう。

　ところで，高専の入学定員は人口比でどのくら

いか知っていますか？答えは１％です。この１％

がどれだけ稀有な存在か説明します。この１％す

なわち100人に１人を，今風の言葉で表すと，偏

差値73になります。「ビリギャルが偏差値を40上

げて慶応大学に入学した」という実話が感動を呼

び映画にもなっていましたが，彼女が試験でとっ

た偏差値は70です。実は，皆さんは映画以上の稀

有な存在です。今，何故勉強するのか明確に答え

られない人は，「100人に１人の人材になるため」

ではどうですか？

　ただし，真の「100人に１人の人材」には，そ

れにふさわしい行動が必要です。期限を区切った

具体的な目標，例えば，学年末までにクラスで10

番以内の成績になる，冬休みまでに資格試験に合

格する，などを決め，それに挑戦しましょう。皆

さんと卒業後に出会ったときに，100人に１人の

人材になれて本当によかったという言葉を聞くこ

とを楽しみにしています。

新入生を迎えて

教務主事

岡　村　健史郎
100人に1人の人材を目指して

学生主事

古　瀬　宗　雄
挑戦することを忘れるな
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　新入寮生の皆さん，ご入学おめ

でとうございます。皆さんは，寮

の生活や学校の授業，実習などに

慣れてきたでしょうか？これま

で，ガイダンス，挨拶の練習や寮則の説明，バイ

キングの夕食とビンゴゲームによる歓迎会，掃除

の指導期間，点呼を行う週番の指導期間，そして

部屋替えを経て，現在は個人面談が進行中です。

たくさんの新しい体験をして，あるときは戸惑い，

あるときは驚き，また，あるときは故郷を思い出

し，そして，あるときは新しい友人と楽しい語ら

いなど，あったのではないでしょうか。私の目か

ら見ると，皆さん方は入寮から今まで大変良く頑

張ってこられました。とても素晴らしい新入寮生

が入ってきたと喜んでいます。卒業のころには，

学業，人物ともに素晴らしく成長され，社会で船

舶海洋技術者または工業技術者として，立派に活

躍されるに違いありません。

　ところで，商船高専キャリア教員研究会編「船

しごと，海しごと。」海文堂出版に掲載されてい

る諸先輩方の寄稿によると，寮生活というのは，

忍耐強さ，協調性が培われる。人生でいちばん多

感な時期に寝食を共にして悩みを共有しながら生

涯の友に出会える。また，年配の方からは，厳し

い生活環境の下，「なにくそ負けるものか。」とも

換言すべき胆力と寛容さが身についたと，とても

有意義なときのようです。ただ一つ，仲間意識が

強いあまり，自分自身で考えるという点が欠如し

易いのではとの心配事が挙げられています。

　自分の時間を持つことが難しいのだろうと思い

ます。自習時間をしっかり活用してください。ま

た，他の人の自習時間を妨げないでください。一

人で考える時間に使ってください。

　皆さん方の寮生活がそれぞれより良いものにな

るように願っています。皆さんが，在学中に熱中

できる何かに出会えると大変嬉しいです。

新入生を迎えて

寮務主事

清　水　聖　治
新入寮生の皆さんへ

ことがあります。例えば「高専大会で優勝する」，

「山口県の高校総体でベスト4まで勝ち上がる」，

「定期テストで平均90点以上を達成する」など，

各自で高専在学中に「挑戦する目標」を決めてく

ださい。目標を決める際は，自分の能力を客観的

に見つめて現在の実力を知るところから始まりま

す。アンドリュー・カーネギーは「自分の目標を

低く設定する必要はない。また，自分の望み以下

の物で満足しなければならない理由もない」と述

べています。あまりにも非現実的な目標では逆効

果ですが，自己分析後の目標は，やる気スイッチ

をオンにする有効な方法であると確信します。

　高専の在学期間は，「あっ！？」という間に過

ぎてしまいます。学生の皆さんに悩み事が発生し

たときは，遠慮なく教員に相談してください。我々

教員は全力でサポートいたします。皆さんが卒業

するまでには，いろいろな目標に挑戦し，充実し

た高専生活を満喫してください。
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新入生を迎えて

　４月から大島商船高専での学校

生活がスタートしたわけですが，

順調に進んでいますか。商船学科

のみなさんはこれから５年半の航

海に出発です。船長はあなたです。しっかり針路

を決めて自信を持って舵を取って下さい。途中針

路を間違えたり，嵐に出会ったり，事故に遭った

り，もうあきらめたくなるときもあるかもしれま

せん。そのときには自分だけで考えるのではなく，

あなたの周りのたくさんの仲間，先輩，先生にサ

ポートを頼んで見てください。人生の中での５年

間はわずかですがこの時期の５年間は一生を左右

する重みのある５年間です。毎日どういう過ごし

方を積み重ねたかで一人ひとりの人間の中身は大

きく違いが出てきます。しっかり頭と体を鍛えて，

大きな人間になってください。

　「人間の脂肪細胞の数は二十歳までで決まる」

というのを聞いたことがあるでしょうか。二十歳

までだらだらした生活をして体に蓄えられた脂肪

は，将来なかなか落とすことが出来なくなるとい

うことです。しかし今しっかり鍛えておけば，途

中鈍った体を復活させやすくなります。頭も一緒

ではないかと思います。若い頃怠けて錆び付いた

頭では，将来必要になったその時に，学習する力

をつけることがなかなか難しくなります。

　毎年徳地での合宿研修が終わったあたりから緊

張もほぐれ，友達も増えて授業も少しだらしない

雰囲気になっていくようです。明るく楽しくも大

事ですが，緊張感のない生活は集中力もなくなり

ます。集中して授業ができる雰囲気を作ってほし

いと思います。

　前期の中間試験が終わって，進級のことが心配

になっている学生が多いと思います。中学，高校

より成績評価がとても厳しいことは４月から何度

も聞いたことでしょう。進級するために必要なこ

とは当たり前な一つのことです。「授業や行事や

さまざまな場面で，人の話をよく聞いて，やるべ

きことを把握して実践する。」これができて留年

した人はいません。退屈な話の中にもあなたが成

長できるヒントがどこかにあるかもしれません。

５年後のみなさんの大きく成長した姿が見られる

ことを楽しみにしています。

商船学科１学年　担任

岩　本　敏　彦
「成長するチャンスを逃すな」

電子機械工学科１学年　担任

北　　　哲　也
ゴールデンルーキーの皆さんへ

　新入生の皆さん，ご入学おめで

とうございます。義務教育を終え

た皆さんは，大島商船高等専門学

校に自らの意志で入学されまし

た。それは，先に待つ就職や進学といった，ある

程度明確な目標があってのことだと思われます。

それぞれの目標に向かって勉学やクラブ活動に励

み，充実した学生生活を送ってください。
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新入生を迎えて

　みなさんはこの曲を聴いたこと

がありますか？

♪�ずっと探していた理想の自分っ

てもうちょっとカッコよかった

けれど　僕が歩いてきた日々と道のりをほんと

は“ジブン”っていうらしい

　�世界中にあふれているため息と君とぼくの甘

酸っぱい挫折に捧ぐ…　“あと一歩だけ，前に

進もう”♪

　スガシカオさん作詞作曲の『Progress（プログ

レス）』という曲です。

　みなさんは，いままさに５年後の自分に向かっ

てスタートを切ったところです。まずは５年後の

「理想の自分」を思い描いてください。そして，

その「理想の自分」に近づくために，これから何

をするべきか，プランを立ててみてください。い

まのみなさんは５年間をとても長く感じていると

思いますが，15歳から20歳までのとても貴重な時

間は驚くほど早く過ぎ去ってしまいます。何とな

く過ごしても，目標をもって過ごしても同じ５年

間なのです。

　みなさんがこれから歩む，「理想の自分」に近

づくまでの道のりには，進歩だけでなく「挫折」

もあるかもしれません。その時は，少し立ち止まっ

て，「“あと一歩だけ，前に進もう”」というフレー

ズを思い出してみてください。歌詞にあるとおり，

みなさんが「歩いてきた日々と道のり」が「“ジ

ブン”」であり，「挫折」を乗り越えることも「理

想の自分」に近づくための一歩につながると思い

ます。

情報工学科１学年　担任

田　口　由　香
「理想の自分」を描いて

　さて，ここで質問ですが，皆さんは「自分は何

ができる人間か」ということを人に説明すること

ができますか？それは例えば，サッカーが上手

い，数学が得意といったものではなく，「自分の

中で一番自信の持てる自分にしかない特徴」のこ

とです。これから皆さんはたくさん勉強をし，５

年後にまた新たな夢を持って社会に出ていくこと

でしょう。見事，有名な企業に就職することがで

きたとします。しかし，そこには同じ目標や夢を

抱く人々が，毎年たくさん入社してきます。その

うちの一人である皆さんが社会で生き抜くために

求められるものは何か。それは，はっきりとした

「個」を表現して仕事に取り組むことだと，私は

考えています。与えられたことに対して自らの特

徴を生かして取り組むことで，それが期待以上の

働きとなり，やがてそれは「自分にしかできない

こと」になります。

　学校生活では様々な価値観を持つ友人と出会う

ことでしょう。そして，５年間たくさんの経験を

して，喜び，また悲しみもするかと思います。そ

れらはすべて，この大島商船でしか出会えない

人々であり，ここでしか経験できないことです。

その中で，自分はどのような人間か，何ができる

のかが見えてくるはずです。ぜひ，大島商船での

学生生活を実りあるものにしてください。私たち

は，本校で学ぶ皆さんの「オンリーワンの自分探

し」を見守っています。
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新入生を迎えて

　情報工学科１学年の担任として，みなさんのス

タートに立ち会うことができました。５年後のみ

なさんに会える日がいまから楽しみです。時には

立ち止まりながら，一歩一歩，前に進んでいきま

しょう。
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大島丸体験航海（Ｈ28.４.７～８）

� Ｓ１　栄　生風季　

　私が今回大島丸に乗ったのは２回目でした。オープンキャンパスの時とは違い，船内でのルールや設

備のことを詳しく知れました。この日は悪天候で出港できなかったのに，大きな揺れで初めて船酔いを

体験し，自分でも驚きました。これからの実習で慣れることができるのかとても心配です。船内を見学

して，クラスのみんなでこの空間で生活することは，全員がルールを守り，注意していくことが大切だ

と思いました。とくに商船学科ならではの５分前行動の徹底や，安全のための身だしなみを整えること

の大切さを実感しました。私は今まで客船にしか乗ったことがなかったのですが，これから自らが船を

動かす立場となれると思うと少しわくわくしてきました。短い１日でしたが，新しいことをたくさん学

ぶことができ，今後の長い学生生活の中で，今日の気持ちを忘れることなく，常に気持ちを引き締め

て，これから勉強，実習共に頑張っていきたいと思います。

� Ｍ１　白木　智大　

　僕は，今まで船に乗ることは，宮島への短いフェリーしか乗ったことがありませんでした。大島商船

に入学できたから体験できた貴重なことだと感じました。一つの船を操縦するにしても多くの方が携わ

り，そして多くの機械があって動いているのだと改めて実感しました。僕は，電子機械工学科の学生だ

から，ものを作る立場やその機械などの管理に回る仕事に就くと思います。だから，可能性としては船

が仕事場ということも考えられます。将来の仕事は自分で切り開くものだと思うので今回の体験で視野

が広がりました。そして，キャプテンが言っていた言葉が心に残っています。それは，船に乗るときは，

いつもなにが起こるかわからないから，命を懸けて安全に務めるということです。キャプテンの仕事に

対しての姿勢を見て，自分も将来仕事に就くときには，命を懸けられるぐらい大好きになれる仕事を見

つけて，全力で頑張っていきたいと思いました。

　なお，Ｉ１の学生については，悪天候のため「大島丸体験航海」を実施しておりません。
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新入生合宿研修（Ｈ28.５.９～10）

� Ｓ１　原田　瑛伍　

� Ｍ１　村本　　海　

　平成28年度新入生合宿を終えて，私はたくさん

のことを学び，感じることができました。

　最初に「コミュニケーション」です。なぜなら

私は今回の新入生合宿でこの「コミュニケーショ

ンがとても大切だと感じたからです。例えば,１

日目の最も大切な行事といえる山登りでは,こけそ

うな場所があれば「ここは滑りやすいから気を付

けて」や少し後ろに仲間がいれば「あとちょっと

だよ」，「休憩する？」など様々な言葉で励まし，

応援しあいました。これ以外にも普段話す機会の

少ない人たちと話すときには「コミュニケーショ

ン」が必要になりました。こういったことから，

この合宿で「コミュニケーション」の大切さを学

ぶことができました。

　次に「協力」です。この合宿ではあまり会った

ことのない人と行動することもたくさんありまし

た。その中でも野外炊飯活動では最も「協力」を

するということを感じることができました。私の

班では火を着けるときにみんなで交代して火を着

ける努力をしました。そういう風にみんなで声を

掛け合って１つのことに挑むことができました。

また大縄跳びでも，ビリにはなりましたが，楽し

み，声を揃えてチャレンジすることができました。

　このように今回の新入生合宿で学んだ「コミュ

ニケーション」と「協力」を生かして，これから

の学校生活をもっと楽しく，意味のあるものにで

きるように頑張りたいと思います。

　私がこの研修で学んだことは，仲間と協力する

ことの大切さです。登山や長縄，野外炊飯など，

仲間と協力することの大切さを改めて学びまし

た。特に登山では，声をたくさんかけてもらい，

なんとか頂上まで登ることができました。自分一

人では頂上まで登ることができなかったと思いま

す。他にも，他学科の人との交流ができたことが

良かったと思います。私の班は，電子機械工学科

と情報工学科，商船学科と３つ全ての学科が一緒

の班だったので，顔を合わせたことがない人が多

かったのですが，登山を通していろんな人と交流

することができました。また，宿泊棟も同じだっ

たので，より仲良くなることができたと思います。

野外炊飯は，話したことのない人と同じ班で，う

まく進めることができるか不安でしたが，思った

以上にうまく進めることができたと思います。自

分と同じ班の人だけでなく，隣の班や近くの班の

人などと話したり，協力することができ，いい経

験になったと思います。カレーはカレースープに

なり，野菜は生煮えでしたが，とても楽しかった

です。また，人のために動く人が多いと感じたこ

とも印象的でした。登山の時に，疲れ切っている

人を支えて応援しながら登っている人を何度か見

かけました。長縄の時には，どうすれば多く跳ぶ

ことができるかを，いろいろな人が考えて行動し

ていました。野外炊飯の時にも，自分の班のため

に走り回っている人が何人もいました。なかには，

自分の班のためだけでなく，他の班のＳＯＳに答

えて，他の班のために動いている人もいました。

　今回の研修では，学科も性別も関係なくたくさ
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� Ｉ１　大田あゆみ　

新入生合宿研修（Ｈ28.５.９～10）

　私は新入生合宿研修をして仲間と協力する大切

さをあらためて知ることができました。５月９日，

みんなで登った雨の日の登山は，とても足場が悪

く大変でしたが，友達や仲間と手と手を取り合い

頂上へ上ることができ，大きな達成感を味わうこ

とができました。レクリエーションの大縄とびで

は，クラスの人たちと互いに力を合わせ，今まで

以上に団結力も高まったと思いました。大縄とび

の練習の時や本番の時でも，みんなの「頑張ろう

ぜっ！」とか「Ｉ科ならきっとやれるよ！」など

たくさんの温かい声を聞いて，最後までみんなと

上手に息を合わせて跳ぶことができました。私は，

この登山や大縄とびは仲間がいるからここまで頑

張ることができるのだなと感じることができまし

た。また，自由時間では，Ｓ科やＭ科の話したこ

とのない人とおしゃべりをしたりすることができ

て，とても楽しかったです。

　そして５月10日，野外炊飯では，９日の夜にく

じ引きで班分けされた班の人達とカレーを作りま

した。私の役割は薪割りでした。空気が湿ってい

てなかなか火が点かなかったですが，班のみんな

で最後までアイデアを出しながら薪を積んだり重

ねたり，新聞紙を入れたりといろいろ工夫をした

ことが今でも楽しい思い出に残っています。私は

カレーが小さい頃から苦手でしたが，みんなでこ

のように協力して作って食べたカレーはとてもお

いしかったです。

　このように２日間でしたが，雨だったからこそ

みんなで協力したり，助け合ったりできたのでは

ないだろうかと思いました。また，この新入生合

宿研修をして学んだこと，感じたことは，数えき

れないほどたくさんありました。この合宿研修で

学んだことをこれからの生活に活かし，５年間充

実した日を送りたいと思います。

んの人と交流することができたので，クラスマッ

チや商船祭などの今後の行事でもっとたくさんの

人と交流ができたらいいなと思っています。
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高専機構グローバル人材育成力強化プログラム

商船学科　　朴　　　鍾　徳

研究指導を終えて

１．初めに

　教員グローバル人材育成力強化プログラム（グ

ローバルFD）は，英語による教育に必要となって

くる語学力の向上，異文化に対する理解を深める

こと，そして英語による教育手法の習得を目的と

しています。本プログラムにおける研修では，豊

橋技術科学大学での事前英語研修を経て，ニュー

ヨーク市立大学Queens�Collegeにおいての英語研

修を行い英語での教授法等について学びました。

さらに，英語実践教育（英語による授業等）を目

指しマレーシアにおける大学等で実践研修を行い

ました。参加者は，全国の高専と豊橋技科大から

選抜された10名の教員の方々でした。この報告書

では，マレーシアにおける研修について紹介した

いと思います。

２．グローバルコンセプトについて

　マレーシアのペナン滞在中は，豊橋技科大(TUT)

ペナン校において「海外実務訓練生の報告会」が

行われました。TUTの日本人学生と留学生を含む

13件の報告が英語で実施され，私はFD研修者の立

場から色々意見を出し合いながら，グローバルコ

ンセプトのことについて考えました。「グローバ

ルコンセプト」の重要要素として考えられるのは，

秀でた専門性，語学力，交渉力，自己主張，コミュ

ニケーション力，マネジメント，文化の知識，受

容力，柔軟性，行動力，忍耐力などが挙げられま

す。しかし不思議なのは，グローバルという文字

から「ドメスティックコンセプト」に入れ替えて

も，その重要要素は全く変わりません。要するに，

グローバル能力という特別な能力はない，という

ことです。英語は必修だが，十分条件ではありま

せん。まずは日本人の本質を理解し，日本語を正

しく話せることが，グローバルの第一歩ではない

かと考えました。

３．英語による授業の取組み

　マレーシアに着いて間もなく，私達に講義スケ

ジュール表が届きました。短期間で講義資料の準

備や講義の進め方について工夫し，初めて英語に

よる専門科目の授業に臨みました。まず，日ごろ

日本でやっている内容を中心に，学生が積極的に

参加できるように，質問のやり取りやトピック

ごとの小テスト，そしてActive� Learning式の手

法を取り入れました。一週目はPSP� (Politeknik�

Seberang� Perai)における専門科目の講義及び学

生の研究指導が行われました。講義の場合，PSP

の機械工学科の学生を対象に，１回目は少し専門

性のある機械系のテーマを，２回目は海事英語�

(Maritime�English)を選んで実施しました。続い

て学生達のFinal� Projectの中間発表会にGuest�

Teacherとして招待されましたが，それはマレー

シアの学生達と身近く接しながら英語で指導でき

る貴重な体験でした。PSPでの経験を活かし，今

度はUSM（Universiti�Sains�Malaysia）での講義

に臨みました。より専門性の高い学生であること

で，もう少し洗練した英語表現や講義資料を準備

し，2コマの講義（各120分）を無事に終えること

ができました。

４．まとめ

　振りかえってみると，マレーシアにおける実践

研修は自分の英語力を試す絶好の機会でした。

授業中に学生から予期なしの質問を受けたり，

Final� Projectの研究指導で即興的にコメントし

たりする姿は，おそらく本当の自分の英語力だっ

たのではないかと思います。これからどうやって

その英語力を維持・展開するかが今後の課題です。

まずは，外国人留学生の支援や学内外の国際交流

プログラムに支援したいです。また，英語による

専門授業への展開を目指し，授業の一部を英語で

実施する取組により，英語が苦手な学生も自然に

英語を身につけられるような環境を醸成していき

たいと思います。
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　本年度より着任しました商船学科の渡邊武です。専門科目として，材料力学

および工業力学を担当しています。学校だよりの執筆依頼を受け，過去の「学

校だより」を拝読しました。その中で，一般的な学習の心構えや方法といった

点は諸先生が執筆されていますので，今回は，一般的な学習に関してではなく，

専門である材料力学について，その分野と学習方法について書いていきます。

　まず，材料力学とは，「機械が安全にしかも経済的に使われ，人間を幸せに

するために他のすべての条件に先んじて守らなければならない強度設計の基礎

学問である。（『ポイントを学ぶ材料力学』，西村尚著，1988）」と書かれています。

すなわち，材料力学は機械設計と密接に関わる学問となります。

　そこで，材料力学と日常生活との関係を考えてみます。材料力学は，さまざまな構造物（乗り物で言

えば自動車，船，飛行機，等々）の設計や検査・評価の手法として用いられています。ここで，対象を

交通機械に絞ってみると，近年では，安全性だけでなく，環境配慮，燃費向上などのための軽量化が求

められているため，構造や使用する材料に工夫を凝らす必要があります。構造物の寸法や形状を決める

一つの基準として，安全率があります。安全率は値が大きいほど，寸法が大きくなり，安全な設計とな

りますが，その分，重量やコストがかさみ，環境面や軽量化といった点で問題が発生します。現状交通

機械で使用される安全率は，自動車や船では安全率（４以上）は高く見積もられていますが，飛行機で

は安全率はおおよそ1.5程度であり，ぎりぎりの強度で設計が行われています。このように，製品を設

計する上で，使用者が安全に用いることができ，かつ環境への配慮や軽量化を達成するために材料力学

が必要となります。

　ここまで，材料力学の説明となりましたが，私自身の学生時代を振り返ると，周りには苦手な方が多

かったのを覚えています。材料力学は工学の基礎科目であり，学生の皆さんにとって，専門科目として

学習する初期の教科になります。そのため，不慣れなことが多く，内容を理解できない，応用問題の解

き方がわからないなどといった問題が見られます。従って，以下では材料力学を苦手科目としないため

の方法を提案していきたいと思います。

　まず，材料力学は物理の力学を用いているため，構造物に作用する力を想像できることです。すなわ

ち，物理の授業で習った自由物体図を作図することが大切です。また，数式の導出過程には，数学で出

てきた微分および積分，三角関数が多く含まれています。力学および数学のどちらも基礎的な部分とな

ります。もし，内容が理解できない場合は，その都度，物理または数学の教科書や参考書を復習すると

良いでしょう。上記の内容を踏まえた上で演習問題を十分に取り組むことで，難しく感じることも少な

くなると思います。

　以上となりますが，学生にとって三年生以降から専門科目が増えていき，内容が難しくなっていきま

す。ここで，苦手意識を持つ前に，十分に予習や復習を取り組んでください。苦手意識がついてしまう

と，なかなか身につきません。専門科目は，今までの教科よりも，日常生活や仕事といった点で多く利

用されます。そのため，今後を見据え，学校生活や勉学に励んでください。

商船学科　　渡　邊　　　武

材料力学と日常生活との関係について
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　皆さん、こんにちは。平成28年度の学生会会

長を務めます、商船学科３年齋藤香澄です。新

学生会で新たなスタートを切り、１か月が経ち

ました。先輩方を見てきたとはいえ、初めての

ことばかりで、毎日が勉強です。私は２年間ひ

よこ隊として前学生会の活動を間近で経験して

きました。しかし、会長に就任してから、600

人を超える学生の前に立つという責任の重大さ

を肌で感じました。私自身、経験不足な面も多

く、まだ不安もたくさんあります。しかし、学

生会のメンバーの協力、先生方からのアドバイ

ス等、たくさんの方から支えられ、視野を広げ

られるようになりました。この１年間、「協力」

を大切に精一杯頑張っていこうと思います。

　昨年度から３年生が主体の学生会となり、前

学生会では様々な苦労があったことと思いま

す。しかし初年度でありながら、新たな企画を

立て、様々な活動を行い、積極的な姿勢で学生

会活動に取り組んでいました。私たちは、こう

して新しい土台を築き上げた先輩方のご指導の

下、活動方法、企画、運営等、多くのことを学

びました。この経験はこの１年間の中で、とて

も大きな存在になると思います。今度は私たち

自身が学生会として行動していく覚悟と責任を

持ち、学校をより良いものにしていきたいと考

えています。その為に、今年度もひよこ隊を募

集しました。私たちが先輩方から教わったよう

に、私たちも次年度学生会の活性化につながる

ように、たくさんの経験をさせてあげたいと思

います。そして、この１年の間で学生会を今後

どのようにしてくべきか、どんな学校にしたい

か、自分たちの代になった時は、こうありたい

という考えを持ってもらえると有り難いです。

　高専は５学年という特殊な環境です。中学を

卒業したばかりの１年生から就職間近の５年

生、専攻科生と縦に見るととても大きな差を感

じます。この学校の特徴でもありますが、この

ようにたくさんの人がいるという事は、それだ

けたくさんの意見が生まれるということになり

ます。視点が違えば、気づかなかったこともた

くさん出てくると思います。今回、学生会アン

ケートでもたくさんの意見を頂き、やはり私た

ちだけでは気づけなかったことも多くありまし

た。私たちはこのような学生の皆さんからの意

見に対して、向き合っていきたいと考え、目安

箱を設けることにしました。学生会活動、学校

に関することで疑問に思ったり、気付いたりし

たこと、何でもいいです。私たちに教えて頂け

ると嬉しいです。また、昨年度から大島商船学

生会の公式Twitterを始め、今年は学生会の掲

示板を設けようと考えています。これらを通し

て、皆さんに学生会活動をもっと知って頂き、

興味を持って頂きたいです。

　今年度の学生会では前学生会から引き継いだ

伝統を残しつつ、新しい挑戦もたくさんしてい

きたいと考えています。新しい制度となり、私

たちも探り探り前へ進んでいます。しかし、前

学生会から引き継いだものを基に、私たちなり

のやり方で学生会活動を、学校を活性化させて

いきたいです。失敗もたくさんあり、ご迷惑を

おかけすることも多々あると思いますが、学生

会メンバー、ひよこ隊、学生の皆さんと共によ

り良い学校を作りが出来るよう努力していきた

いと思います。

　最後になりましたが、１年間宜しくお願い致

します。

学生会会長　商船学科３年　　齋　藤　香　澄

協力して前へ
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　私たちサッカー部は５年生10名（内マネー

ジャー１名）、４年生16名、３年生17名、２年生

16名、さらに今年度入部した１年生８名を加えた

計67名の部員が在籍しており、大島商船のすべて

の部活動・同好会の中で最も部員数が多い部活動

です。また他県出身の部員が多いのが特徴的で、

遠い県では鹿児島県や大阪府などから14名の他府

県出身者が在籍しています。小学・中学時代に

サッカー部に入っていて高校でもサッカーをした

いと思って入った部員が多いですが、中には初め

てサッカー部に入ったという部員もいます。

　後輩思いの先輩が多く、社会人となった卒業生

の先輩方が中国高専体育大会の応援に毎年のよう

に来てくださっています。熱く応援してくださる

先輩方を見て、いい部活だなと毎年思っています。

　出場している主な大会は高専体育大会や大学

リーグ、高校総体、高校選手権大会などがありま

す。一つ一つの大会で常に上を目指し日々練習に

励んでいます。

　近年の大会成績は３年連続７回目の全国高専体

育大会出場を果たしています。一昨年と昨年は共

にその年の準優勝校と戦い涙を飲みました。全国

大会出場常連校になりつつある今、大島商船サッ

カー部としての誇りを持って今年こそは大きな壁

である全国高専大会２回戦突破を目指します。

　サッカー部のチーム運営の方針として、練習メ

ニューの作成や試合のベンチ入りメンバーの決

定、部費の管理などを部長が中心となって部員た

ち自身で行っています。そうすることにより部員

部活動
紹　介

の積極性の向上、自分の行動に対する責任感、現

在の状況を判断し行動に移す状況判断力や行動力

をつけることをできると思っています。

　サッカー以外の面から一歩ずつ成長していき、

人としても成長できるチームになることを目標に

しています。興味がある人は放課後にグラウンド

に足を運んでください。

サッカー部

サッカー部部長　Ｍ４　　樹　下　　　馨
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学校は楽しいですか？と学生達に聞いたら「楽しいです！試験が無ければもっと楽しいです！」や「友

達に会うのが楽しいです！」など学校に来る事が楽しいと思っている学生や、「普通です。」と答える学

生もいれば、「つまらない」と答える学生もいるはずです。600人以上いる学校で、様々な年齢が集まっ

ている学校ですから、色々な価値観が集まっていると思います。学生相談室は、そんな色々な価値観を

持った学生さん達をサポートする場所です。学生相談なんて敷居が高すぎるよと思っている学生達も多

いかもしれませんが、ちょっと休みたいと思ったら、図書館1階にある学生相談室へ来てください。何

も相談なんて無いと思っている学生さんでも、学生相談室へ来てください。日頃の雑談、日常的な世間

話、授業の話、将来のこと、家族や友人の事など、どんなことでも相談できます。

　　例えば、

「こんなこと聞いたら笑われてしまうかな・・・」

「こんなこと自分だけなのでは・・・」

などと心配せずに、気軽に訪ねてみてください。

学生相談室では、看護師の重本さんが窓口になって、３人の相談員の先生方が親切に対応します。さ

らに必要であれば、毎週1回来校されるカウンセラーと面談することもできます。もちろん相談内容に

ついての秘密は厳守しますから、安心して来室してください。

相談室の担当者と時間は以下のとおりです。相談員の先生方には担当時間以外でも、直接連絡を取っ

てもかまいません。ただ、カウンセラーとの面談には予約が必要ですので、事前に（直接、または電子

メールで）重本さんに連絡をしてください。

学生相談室長　　堤　　　康　嘉

学生相談室より

時間 月曜 火曜 水曜 木曜 金曜

12：15～12：45
森　脇
(商船)

13：00～17：00
カウンセラー

篠　田
カウンセラー

山　口

８：30～17：00 重本（看護師）　※保健室での対応となります。

15：25～16：15
堤

（一般）
大久保
(一般)

堤
（一般）

中村
（電子）

みなさんがより充実した高専生活が送れるようお手伝いしていきたいと考えています。
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平成２８年度公開講座・教養セミナー一覧

開催日 講座名 講師
募集
人数

講習料
（円）

対象

7/1(金)～

毎週金曜日
韓国語講座＜ステップアップ＞ 朴　　鐘徳 �６人 10,400 一般の方

7/30(土) 身近なものから化学を楽しもう 杉村　佳昭 10人 無料

小学校

高学年～

中学生

8/6(土)
漢字の成り立ちを学び、

オリジナル印をつくろう
牛見　真博 10人 無料

小学校

４～６年生

8/19(金)
もの作り体験講座

―電池とモータで動く―
岡野内　悟 10人 2,200

小学校

高学年～

中学生

9/3(土) PWCレスキュー体験講座

幸田　三広

本木　久也

村田　光明

10人 5,400 一般の方

未定
レーザー加工機でオリジナルチタン

プレートをつくろう

技術支援

センター
10人 未定 小中学生

◇公開講座

開催日 講座名 講師
募集
人数

対象

7/14(木)

11/17(木)
パソコンカフェ２０１６ 浦上　美佐子 20人 地域の高齢者

8/5(金)
雑学講座：「大阪学はどうでっか？！」

～吉本漫才から曽根崎心中まで～
石田　依子 10人 一般の方

◇教養セミナー
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平成２８年度出前授業

No. テーマ 担当者 対象

１

サバイバルレッスン
幸田　三広

浦上美佐子

小学生

中学生

内　　容

　災害大国といわれる日本のあり方・続発する地震や重大気象災害に備えての日頃からの準

備・心構えや最初の３日間をどう生き延びるかについて考えます。

　防災グッズでの実体験、救難食料の試食、実戦に役立つロープワークを行います。今すぐ

自分にできることは何でしょうか。キーワードは3と5です。

No. テーマ 担当者 対象

２

ロボット入門講座

-ブロックロボットで対戦！レゴバトル-
岡野内　悟

小学生

中学生

内　　容

　決められた数のブロックで相撲ロボットを組み立て、ラジコン操縦で対戦して改良し、楽

しみながら工学センスを学びます。

*出前授業とは本校の教員が小学校・中学校に伺い、上記の授業を行うことをいいます。

*出前授業を希望の方は、下記問合せ先にご連絡ください。

問合せ先　〒742-2193

　　　　　山口県大島郡周防大島町大字小松1091-1

　　　　　大島商船高等専門学校 総務課

　　　　　企画・図書情報係

　　　　　ＴＥＬ　0820-74-5521
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　新任教職員紹介

出身：大分県

大島商船の印象：練習船が近く、教室から徒歩で

行ける恵まれた教育環境に驚きました。

担当：交通工学、交通システム工学

趣味：コントラバス

抱負：これまで、大分県庁に水産職として８年間

在職し、行政・研究・普及と様々な業務を

行ってきました。高専では県庁経験を活か

して、現場に役立つ教育・研究を行ってい

きたいと思います。

出身：山口県

大島商船の印象：大島商船高専らしさはいつまで

も変わらないという印象を持っています。

担当：工業力学、熱流体力学、機構学

趣味：ドライブ

抱負：本学卒業後、大学・研究所で研究を行って

まいりました。そして、多くの人との出会

いに支えられ知見を深めることが出来まし

た。今後は、私が得ることの出来た知見を

少しでも学生のみなさんに伝えていきたい

と考えています。

出身：山口県

大島商船の印象：学生がよく挨拶をしてくれて、

活気がある学校。海あり、山ありで、恵ま

れた環境。

担当：国語、日本語学

趣味：ドライブ、トレッキング

抱負：学習はもちろんですが、様々な場面で学生

の皆さんの頑張りをサポートできるよう取

り組んでいきたいと思います。

出身：岐阜県

大島商船の印象：学生が挨拶をしっかりしており、

とても活気のある学校だと感じました。

担当：材料力学、工業力学

趣味：ドライブ、映画鑑賞

抱負：担当科目は材料力学、工業力学の専門科目

となります。材料力学は、船や自動車、工

作機械などの各種機械設計における重要な

分野です。学生の皆さんに機械設計との関

連を交えながら伝えていきたいと考えてい

ます。

商船学科

　行平　真也

電子機械工学科

　村上　泰樹

一般科目

　牛見　真博

商船学科

　渡邊　　武

ＮＥ
Ｗ
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出身：山口県

大島商船の印象：学生がみんな元気で活気のある

学校だなと思いました。みんな個々に目標

をもって日々の学校生活を送っている様子

をみて私も頑張ろうと元気をもらっていま

す。

趣味：サッカー観戦・料理

抱負：今までは病院の看護師として経験を積んで

きましたが、この度、大島商船保健室での

勤務は自分にとって新しいチャレンジでも

あります。何かあった時、保健室に行って

みようと思ってもらえるような保健室であ

れるよう頑張っていきたいと思います。

出身：大阪府

大島商船の印象：きれいな海の景色と優しい先輩

たちに支えていただいて、仕事に一生懸命

取り組めます。

趣味：テニス

抱負：学校の環境、教員の研究や学生の学びをよ

りよいものにするお手伝いをしたいと考え

ています。そのために少しでも早く仕事を

覚え、教職員と学生の皆さんから信頼して

いただけるように頑張ります。

出身：山口県

大島商船の印象：面接で初めて訪れた時に、学生

から元気な挨拶をもらいました。

趣味：高校と大学で硬式テニスをしていました。

抱負：大学を卒業したばかりで、仕事も生活も初

めてのことばかりです。学生や教員の皆さ

んに頼っていただけるよう、一歩ずつ成長

して参ります。どうぞよろしくお願いしま

す。

学生課　学生係　看護師

　重本　奈保

総務課　施設係

　森内　宏尭

総務課　総務係

　高橋　直之

【退　職】（３／ 31）

� 電子機械工学科� 教授� 櫛田　直規

※４／１より嘱託教授として再雇用

� 電子機械工学科� 教授� 一番ヶ瀬剛

※４／１より嘱託教授として再雇用

� 一般科目� 教授� 吉田　郁雄

【転　出】（３／ 31）

� 商船学科� 教授� 辻　　啓介

� 電子機械工学科� 助教� 稲垣　　歩

教員の退職・転出の
お知らせ
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★ヨット部
3月25～27日
� 2016光ウィーク高校ヨット選手権大会
� � 420級� � 18チーム中9位� M2永嶋･S1伊藤
� � � � 18チーム中16位� S1平石･小西
� � レーザーラジアル� 11チーム中8位� S1高橋

★サッカー部
1月9～11日
� 第2回サザンセト・大島周防大島町長杯高校サッカーフェスティバル
� � 1日目� � 3-1�下松工業
� � � � 2-6�九州国際大付属
� � 2日目� � 1-1�出雲商業(PK7-8)
� � � 3位決定戦� 1-0�下松工業
� � 3日目� B戦� 0-2�松山工業
� � � � 0-2�大社
� � � � 1-3�聖光
1月30～31日
� 第8回中国高校サッカー新人大会山口県予選� 2-0�南陽工業
� � � � 1-2�宇部工業

★バレー部（男子）
1月23日� 平成27年度中国高等学校バレーボール新人大会山口県予選会
� 兼山口県体育大会� 2回戦敗退� 2-0�野田学園(25-14,25-16)
� � � � 0-2�徳山高専(19-25,13-25)

★バレー部（女子）
3月24～27日
� 平成27年度第4回全日本高等専門学校選手権大会バレーボールフェスティバル
� � � 予選リーグ� 2-0�明石高専（25-16,25-16）
� � � � 2-0�鈴鹿高専（25-22,25-14）
� � � 2次リーグ� 2-1�富山高専（22-25,25-22,27-25)
� � � (ベスト4)� 1-2�阿南高専(25-20,18-25,26-28)

★コンピュータ部
3月10日� コンピュータフェスティバル2016in大島
� � 競技部門� � 1位�
� � � � 【初投稿】石置いてみた！�
� � � � � � I4藤川
� � メディアコンテンツ部門� 1位�
� � � � Black�Board� I4石丸
� � � � � （徳山高専:大峠〔共同作品〕）

　月　日	 大　会　名	 競　技	 	 成　績	 記録	選手

（平成 28 年１月～平成 28 年３月）各種大会等成績

（平成 28 年１月～３月まで）

各種国家資格試験等合格者

●二級海技士（航海）（平成28年2月実施）

� S4� 清田　悦崇
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　電子書籍の先進国・米国では、その売り上げが鈍化し、紙の本へ読者が戻る傾向が見ら

れるといいます。紙の本には電源がいらない。書き込んだり線を引いたり、簡単に自分用

に改良できる。紙やインクの匂い、美しい装丁などとともに、本の中身を記憶できる。デ

ジタルが２次元であるのに対し、紙の本は３次元で、立体的に人間の脳を刺激してくれる。

脳科学者の茂木健一郎氏は「いちばん脳が鍛えられるのは、本を読んでいるとき」と綴っ

ています。（『頭は「本の読み方」で磨かれる』三笠書房）

　本校の図書館には、哲学・歴史・社会科学・自然科学・工学・産業・芸術・語学・文学・

専門書等が約８万冊の蔵書があります。本校の学生の15歳から20歳の年齢は、難解な文章

を読むことにより、脳が鍛えられ、文章力が身につきます。すぐれた文章を読むことにより、

語学力を身につけることができます。１週間に２冊読んでいけば、５年間で約540冊の本

を読むことができます。思考力が柔軟な年齢の時に多くの本を読むことにより、知識が豊

富になり多様な思考力を養う事ができます。時間をこじ開けて図書館に足を運んで、良書

を多く読んでください。

（図書館長　古藤　泰美）
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教務係 学生係 寮務係
0820-74-54780820-74-54760820-74-5473


