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平成28年度

　　卒業生を送る 　－式辞－

　周防大島の野山はにわかに秋の色をおび、周

防灘にもすがすがしい秋風が吹き始めた今日の

佳き日に、平成28年度大島商船高等専門学校商

船学科卒業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

ります。

　商船学科卒業生の皆さん、卒業おめでとうご

ざいます。今日の日を心待ちにしておられたご

家族の皆様、心からお慶び申し上げます。また、

本日、ご多忙にも関わりませずご臨席賜りまし

たご来賓の皆様、厚く御礼申し上げます。

　本日、商船学科航海コース21名、機関コース

21名、合計42名が卒業致しました。大きな夢と

希望を胸に本校に入学し、勉学や課外活動、学

生生活を力一杯過ごし、そして様々な困難を克

服し、本日、ここに卒業を迎えられた卒業生諸

君に深く敬意を表すると共に、心からお祝い申

し上げます。

　日本の輸出入貨物の99.7％は海上輸送に頼っ

ています。我が国の国民生活と経済を維持する

には、海上輸送なしには成り立ちません。現在

の船舶は、専用化、大型化、運航技術の高度化、

そして乗組員少人数化がなされました。皆さん

は船舶運航に関する基礎から最新の技術まで、

本校で多くの専門内容を学び修得し、練習船実

習を経て自分の知識と技術として身に付けられ

ました。それらを元に大いに活躍して下さい。

　しかし、これから皆さんが進む実社会や進学

先では、まだまだ多くの困難や未知の問題に遭

遇するでしょう。それらには自らの力と努力で

解決し対処しなければなりません。日々、新た

な知識と技術に興味を持ち、そして自らの能力

を磨いて下さい。我が国の持続的な発展のため

には、皆さんの若い力と柔軟な発想が是非必要

とされます。

　本日、皆さんを送るにあたり、ノーベル賞を

受賞されたお二人、2008年に素粒子物理学研究

で物理学賞を受賞された小林誠博士と、2012年

にiPS細胞研究で生理学医学賞を受賞された山

中伸弥博士のお話を紹介します。

　物理学賞を受賞された小林誠博士は、「知識

そのものはすぐに陳腐化し、その知識を持って

いることは、将来それほどの優位性がなくなる

ということは良くあるが、ものの見方や考え方

を身につけ、色々なことに対応できる能力を身

に付けることが重要である。」そして、「個人の

経験や考えのみに基づいて判断しないこと。考

え方の多様性が重要である。」と述べられました。

　生理学医学賞を受賞された山中伸弥博士は、

「研究を継続する努力によって成功へ一歩一歩

進むことが出来る。目標をしっかりと見据え、
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継続して努力することが重要である。」と述べ

られ、失敗の連続を乗り越えながら、すべきこ

とを着実に実施し継続する重要性を強調されま

した。

　彼らの話に共通する事は、特段新しいことで

はありません。努力の継続の重要性を説いてお

り、「①しっかりとした基礎学力と柔軟な思考、

②そして目標をしっかりと持ち、③努力を惜し

まず継続し、④そしてその努力を楽しむこと」

につきます。さあ、皆さん、力一杯、ここに大

島商船高専より自分の力で漕ぎ出して下さい。

　ここ大島商船高等専門学校は皆さんの母港

（Mother Port）であります。困った時も嬉しい

時も本校をMother Portとして訪れ、我々に話

しかけて下さい。我々はいつでも皆さんを歓迎

します。我々や友人に話すことによって、困っ

た問題も思いがけず解決するかもしれません。

困った事もお互いに分かち合うことで、悩みは

半減するかもしれません。失敗の連続で挫けそ

うになった時でも、心新たに立ち上がり道が開

けるかもしれません。そして、喜びは皆と分か

ち合うことによって、その喜びは確実に倍増し

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、ご家族や先生方、

友人など、周りの多くの方々の支えがあっての

事です。決して自分一人の力ではありません。

周りの方々への感謝の気持ちを忘れないで下

さい。そして、今日、ご家族を始めとして、お

世話になった方々に是非「有り難うございまし

た。」と声を出してお礼を言って下さい。

　最後になりましたが、皆さんの新たな船出と、

これからの豊かで幸多き生活を心から願い、国

際旗流信号の「ＵＷ（航海の安全を祈る）」と

「Good Luck（Crossing Fingers）」を送り、私

の式辞と致します。
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　平成28年度の高専体育大会は、中国地区大会

が呉工業高専を主催校として広島商船高専、津

山工業高専の３校が担当校とし、７月１日（金）

～３日（日）に、広島会場、岡山会場で開催さ

れました。また、全国大会は８月～９月にかけ

て、東海・北陸地区の会場において開催されま

した。また、冬季大会が呉会場で11月11日（金）

～13日（日）に開催されました。本年度も、各

種目で本校学生が活躍し、全国大会にも出場し

ております。

　今回は、一部のクラブ代表者からレポートを

頂き、掲載することにいたしました。

バスケットボール部

　本校バスケットボール部は、１～３年生チー

ムを「Jr（ジュニア）高専」、４・５年生＋専

攻科生チームを「Sr（シニア）高専」、高専大

会に出場する チームを「ALL高専」と 呼び、

高校大会や大学リーグ、そして一般大会などに

出場しています。

　今後はバスケットを通じて、ボランティア協

力や地域貢献にも積極的に取り組んでいきたい

と思っています。応援をよろしくお願いいたし

ます。

ソフトテニス部

　チームとして日々成長していけるように、高

体連のキャプテンとしての自覚をもち責任を

持ってチームをまとめていきます。一人一人が

しっかりと声を出し、活気あるチーム作りをし

ます。そして、いつも勝ちを意識・自覚し、結

果を出せる部活にしていきます。

バレーボール部

　男子・女子とも、和気あいあい、楽しい部活

動を日々送っています。この楽しい中でも、目

標を立ててメリハリのある練習を行っていま

す。今後の目標としては、高専体育大会（地区

大会）で、男子はベスト４、女子は優勝を目標に、

これから日々の練習に励んでいます。これから

も宜しくお願いします。

バドミントン部

　５年生がいない環境でもしっかり練習をでき

て良かったと思います。部員数が多い割には数

少ないコートのため、満足のできる練習はでき

ず、練習量は少ないですが、個人個人が練習メ

ニューを理解し、意識しながら質の良い練習に

なるよう心がけています。そして、試合では１

つでも多く勝てるように日々切磋琢磨しながら

頑張っています。

陸上競技部

　私たち陸上競技部は、１人ひとりが練習に励

み、少しずつですが着実に実力をつけています。

大会で悔いが残った選手も多くいますが、今後

の大会で、少しでもいい結果を残せるようにこ

れからも頑張っていきます。

高専体育大会

クラブ活動報告

イベント・レポート

2016　高専体育大会　　　　　　　

　　　　　 ・ クラブ活動報告 ・ 漕艇大会

学年主事　古　瀬　宗　雄
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柔道部

　今年度はもう一歩のところで団体での全国高専出

場の切符を逃しました。しかし、個人では、一年生

を含め五名が入賞、三名が全国高専に出場しました。

　来年度こそは団体と個人、共に全国高専に出

場できるよう、日々の練習を頑張っていきたい

と思います。

空手道部

　今年度、小野寺弘氏を新しくコーチに迎え、

１カ月に１度程度技術指導を受けることがで

き、11月に県高校新人大会に、岡本竜真（商船

学科１年）が出場し、男子個人組手競技で１回

戦を勝利、２回戦敗退、また男子個人形競技で

１回戦不戦勝、２回戦敗退の成績でした。

　来年度はさらなる上位入賞を目指し、修練に

励みたいです。

少林寺拳法同好会

　今年度は公式戦に出場し、練習の成果を発揮

することができた。まず６月の県高校総体の男

子単独演武競技に、田原庸平（商船学科２年）

が出場（予選敗退）にはじまり、９月の県高校

秋季大会に、田原と岡本竜真（商船学科１年）

が出場し、男子単独演武競技では予選敗退した

が、男子組演武競技では第４位に入賞した。

　さらに、10月の県体育大会（高校の部）では、

男子規定組演武競技で岡本が第３位、田原が第

４位に入賞、また男子規定組演武で田原・岡本

組が第１位に入賞した。この大会は、全国選抜

大会の予選を兼ねていたので、男子規定組演武

で全国大会出場権を得たが、商船学科２年の乗

船実習（３月）のため出場を辞退した。

　来年度はさらなる上位入賞を目指し、修練に

励んでいく決意である。

　第51回全国高専漕艇大会が、７月17日（土）・

18日（日）に弓削商船高専主催で行われました。

カッター部

　本年度は全国高専漕艇大会において32年ぶり

に優勝旗を手にすることができました。これか

らも我々は日々練習を重ね、さらに良い成績を

残せる様、努力します。

　皆様にはカッター部の活動を見守っていただ

き、応援宜しくお願いしたいと思います。

イベント・レポート

漕艇大会
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　今年の高専ロボコンのテーマは「ロボット・

ニューフロンティア」でした。フィールドにお

いてあるプラスチック製のダンボール箱をあら

ゆる障害物や規制を乗り越えて台に積み上げる

という競技です。ダンボールをどうやって持ち

上げるのか、どうやって積み上げるのかなど、

様々な問題をクリアできるロボットを作り上げ

るのがロボコンなのです。僕は今年初めてチー

ムリーダーを任せて頂きました。１年生から選

手として出場させてもらっていたので必然とい

えば必然だったのですが、不安な点はとても多

く「先輩のようにできるのか」「他のやるべき

ことと並列してできるのか」「チームを引っ張っ

ていけるのか」などありました。そんな不安は

見事的中しました。一番の問題だったのは「チー

ムメンバーとの意思疎通がうまくいっていな

かった」ということでした。アイデアを正確に

チームメンバーに伝えなくてはそのアイデアは

消えてしまいます。僕は図やＣＡＤを使った説

明をしてその問題をクリアしました。そんなこ

とを繰り返している間に夏休みになり、合宿所

に入りながら作業にしました。夏休み終盤は夜

遅くまで作業しフラフラになっていましたが、

最高に楽しく充実した日々でした。そして、試

合当日になりましたがハプニングに見舞われま

した。なんとロボットの重さ制限に引っかかっ

ていたのです。電池の種類を変えたりモーター

を減らしたり工夫をしてクリアしました。試合

の結果は納得がいくものではありませんでした

が、来年に繋がる勉強をさせてもらった年だっ

たなと思いました。こんな僕についてきてくれ

た仲間たちに感謝しつつ、来年度の30周年記念

大会に向けて日々「僕ららしく」頑張りたいと

思います。

イベント・レポート

ロボコンを終えて

電子機械工学科３年　佐　伯　英日路
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　平成28年10月８日から10月９日まで伊勢市観光文化会館

で実施された全国高等専門学校プログラミングコンテスト

（以下、高専プロコンとする）の自由部門にコンピュータ

部でチームを組んで参加しました。ほとんどのメンバーは

高専プロコンに初参加でした。結果は、パテント審査優秀

賞と、敢闘賞と良いとは言えない結果でしたが、多くの事

を学び、考えさせられる大会でした。

　学んだことの一つに、「チームで開発する技術」があり

ます。これは仕事をする上で重要となることだと思います。

チームで開発するには連携することが不可欠です。夏休み

が主な開発期間だったため、チームのうち二人は帰省、二

人はインターシップと距離が離れていました。連携をとる

ために開発者向けのコミュニケーションツールやタスク管

理ツール、バージョン管理システムなどを利用しました。

以上の開発者向けの連携ツールを使うことにより、距離に

関係なく、互いの進捗を確認しつつ、データの共有を行う

ことが出来ました。連携をとるためにアプリケーションを

利用することは大事だと学びました。

　今回の高専プロコンでとても衝撃を受けたことがありま

す。それは、ほかの高専と大島商船との高専プロコンへの

力の入れ方の差です。他の多くの高専では学校単位で高専

プロコンに取り組み、コンピュータ部以外の人も積極的に

参加していました。学校全体として専門分野に興味を持ち、

積極的に学ぶ学生を増やす必要があると思いました。

　今、コンピュータ部はImagine Cupに参加、ハシゴアプ

リチャレンジ入賞等、活動的になってきています。来年度

は大島商船で全国高専プロコンが開催されます。僕たちは、

優勝目指して夜遅くまで取り組んでいますので、ぜひ温か

い応援をよろしくお願いします。

　第48回商船祭が11月２日（水）、11月３日（木）

に開催されました。今年度の商船祭のテーマは

「ignition～灰になるまでhighになれ～」でし

た。「ignition」は日本語で点火という意味です。

商船祭に来られた方々の心に灯をともしたいと

思いこのテーマに決めました。

　今年度は新イベントを２つ企画しました。し

かしゼロの状態から何かをするには時間と労力

を要することが分かり、実行委員は挑戦するこ

との大切さを学んだと思います。

　自分は、今回実行委員長という大役を任され

て一番感じたことは一人ひとりとの繋がりの大

切さです。何かをするには周りの協力が必要で、

一人ひとりとの繋がりを大切にすることができ

れば自分が困った時に力を貸してくれるという

ことです。

　この歴史ある商船祭で実行委員長という役職

につけたことに誇りと自覚を持ち、ここで学ん

だことをこれからも生かしていきたいと思いま

す。

　最後になりましたが、商船祭を開催するにあ

たり協力してくださったスポンサー各位、実行

委員をはじめとする学生諸君、教職員方、そし

て商船祭にお越しくださった皆様にこの場を借

りてお礼申し上げます。

イベント・レポート

プログラミング

  コンテストを終えて

情報工学科２年　藤　川　光　浩

商船祭を終えて

 商船祭実行委員長

商船学科３年　玉　寄　太　貴
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就職活動の前段階として イメージが変わったインターンシップ

インターンシップ

受　入　先　ＮＳウエスト株式会社

学 生 氏 名　電子機械工学科４年　岡村　泰宏

　今回のインターンシップを体験するまでは、正直、

インターンシップなんて行って意味があるのだろう

かと思っていました。しかし、５日間のインターンシッ

プを終えてみるとそんな考えはどこかに消え去って

いました。実習内容も面白く、充実していたのですが、

今回のインターンシップで１番、自分のためになった

と思うのは企業の採用担当の方の話です。その方から

の、自分の体験を盛り込みながら、企業を選択する上

での注意点や、就職活動に臨む上での心構えなどのお

話は、「なるほど、確かにそうだ」と思えるような内

容ばかりでした。この話を聞けただけでも、インター

ンシップに行った価値があると思います。また、実習

中は、担当の指導員の方が分からないところを丁寧に

教えて下さり、いろんな質問にも気軽に答えて頂いて、

リラックスして実習を受けることができました。

　さらに、コミュニケーションの大切さを改めて感じ

ました。分からないことは質問しなければいつまでも

分からないままです。当たり前のことですが普段から

訓練していないと、いざ相手に自分が思っていること

を伝えようとしてもうまく言葉が出てきません。知ら

ない人の中で緊張もするので尚更です。こういったこ

とから普段からいろんな人とコミュニケーションを

とることが大切だと感じました。また、目上の人に対

する敬語の使い方も、コミュニケーションと同様に普

段から意識しておかなければならないと感じました。

　このインターンシップを体験できて、自分のダメな

ところや、いいところ、会社がどのような所なのか、

就職活動に臨む心構えなど、たくさんのことを学ぶこ

とができました。学んだこと、経験したことを少しで

も今後の生活に生かせればと思います。

受　入　先　奥地建産株式会社

学 生 氏 名　電子機械工学科４年　西本　萌加

　私は今回のインターンシップを体験する前は、「建

産」と付いているので建築だけだろうと思っていまし

た。しかし、私が行った奥地建産株式会社では住宅用

の建材を作ったり、太陽光パネルを支える架台を作っ

たりなどの色々な事業があり、架台においては全国で

もトップクラスのシェアをもっているのに驚きました。

　初日は積水ハウス総合住宅研究所に見学に行きま

した。２日目から４日目は三重工場で見学をしました。

そこで、ベンダーという機械を使い住宅用建材に使う

ような部材を作る体験をさせて頂きました。構造体や

展開幅について勉強もしました。構造体については実

際にストローで橋を作り、その橋の上に重りを乗せて

どれだけ強度があるのかを計りました。展開幅につい

ては学校で勉強をしたことと似たようなことをしま

したが、学校で習ったことより少し難しかったです。

５日目は約２ｍ幅の部屋を作りました。部屋の壁と天

井に基礎を作って最終的に壁紙も張りました。

　私はインターンシップに行くまでは建産と聞くと

ただ設計図を書いて部屋を作っているというイメー

ジでしたが、実際にインターンシップに行って仕事を

見てみると全然違いました。そこで働いている人の話

を聞いたり、見学をしたりすることで自分が持ってい

たイメージが変わりました。インターネットなどで調

べた本当かどうかわからない情報を信じるよりも、実

際にその職業の人と話をすることが大事ということ

がわかりました。

　私はこの５日間のインターンシップを通して働く

ことの大切さや細やかな業務の重要さ、自分自身に今

何が足りていないかということを学ぶことができま

した。このような貴重な体験をさせて頂いた奥地建産

株式会社の皆様には心から感謝しております。
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たくさんのことを学んだ４日間 インターンシップが私にくれたもの

インターンシップ

受　入　先　シーティーシー・テクノロジー株式会社

学 生 氏 名　情報工学科４年　　　前田　瑞帆

　私は平成28年８月23日から26日までの４日間

ＣＴＣテクノロジー株式会社にてインターンシップ

として様々な実習を行いました。

　ＣＴＣテクノロジー株式会社はお客様に対して

サービスを提供する会社でITシステムを止めないよ

うに、障害が起これば早く確実に復旧を…といった

お客様第一の素敵な会社だと思いました。例えば

ネットワークの構築・保守実習での危険予知や丁寧

に作業順序が記載された手順書などからＩＴシステ

ムを止めない為、早く確実な対応をしているのだな

と感じました。

　そしてこれからＣＴＣテクノロジー株式会社が求

める人物像について考えました。それは「いろいろ

な視点から物事を考えられる人物」「これからのIT

社会の変化に対応できる人物」で、いろいろな視点

とは問題が発生したときに原因がどこにあるのかを

探すために５Ｗ１Ｈを用いて、どの機器がいつどう

やって故障したかいろいろな視点から考えなければ

原因解決が出来ないと考えたからで、原因をお客様

に報告してお客様を安心させ再発防止案を提案する

ことにより信頼関係を築いていくのではないかと思

いました。そしてＩＴ社会に対応できる人物ですが

今の時代ＩＴ社会は常に進化・変化をする為そのよ

うなことも大事だと思いました。そしてこれらはＣ

ＴＣテクノロジー株式会社だけでなく他のＩＴ企業

にもあてはめられるのではないかと思いました。

　４日間をふまえて私はいろいろな視点で物事を考

えられ、どのようなことがあっても柔軟に対応する

ことが出来る人物になりたいと思いました。このイ

ンターンシップでは進路を選択する上で大変有益な

時間を送ることができました。

受　入　先　花王株式会社

学 生 氏 名　情報工学科４年　　　木村　亮裕

　私は３月にあった企業説明会で製造の分野に興味が湧

き、担任の先生からアドバイスも受け、大手の企業で実際

に体験をすることでこれからの進路の参考や就職活動に

有利になると思い、インターンシップ先に花王株式会社を

選び参加させて頂きました。

　インターンシップの９日間で会社説明、工場見学、現場

実習、成果発表などを行い、興味深いもの、印象に残った

ものが多くありました。中でも、工場見学、現場実習では

私が想像できる範囲の安全は確保されており、事故が起こ

らないように事前の準備や直前のミーティングを行い安

全対策に努力を惜しまない体勢を見ることができました。

　このインターンシップの経験は私に社会人になるとし

て不十分なもの、周りと比べで劣っているものを教えてく

れました。

　社会ではコミュニケーション能力が必要不可欠だと言

われていましたが、まだ甘く見ていました。インターン

シップを通してとても重要だと実感しましました。私は、

コミュニケーション能力は以前からあると自負していま

したが、社内の雰囲気づくりの挨拶であったり、チームを

組んで行動する場合での会話であったりと、臨機応変な対

応が求められていました。また、成果発表で人を前にして

私自身の意見を相手に理解し易く、明確に伝える能力が他

の高専生がとても優れていて、今までクラスの仲間しか知

らなかった私はまるで井の中の蛙のような気分でした。

　今回のインターンシップに参加できて良かったと思い

ます。９日間の長いようで短い時間で貴重な体験をさせて

頂き、多くのことを学んだことや、感じたことを忘れず

に私に足りないものをしっかり頭に入れ克服するために

日々の生活を無駄にしないように努力していきたいと思

います。
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　大島商船に入学して、１年生の時以来、２度目の学年全体で行く合宿だった。入学したてで緊張気味だった１年生の時とは違

い、３年生になりクラスの雰囲気にも慣れた今、特定の人だけでなくいろんな人と関わることが出来た。今までは人に話しかけ

てもらうだけだったが、この合宿で自分から人に話しかけられるようになれたので嬉しかった。

　普段、積雪が少ない地域に住んでいる私達にとってスキー場や宿舎に積もったたくさんの雪は珍しいものだった。自由時間に

それぞれが羽目を外して雪で遊ぶ姿は見ているだけでも楽しくなった。

　合宿で一番忘れられないことは、宿舎が寒かったことだ。暖房器具はあるのだが、元の気温が低かったり、ロッジが広かった

りして部屋が温まらず、常に厚着をしなければならなかった。寝ている間も寒さで目が覚めることが多々あり、寮に帰った時に

は、暖房をつけなくても布団があれば寒くないことに感動した。

　出発前は乗り気ではなかったスキー合宿だったが、行ってみると初体験のスキーや、施設の方との出会い、おいしいごはんを

たくさん食べられたこと、移動中のバスの中での何気ない会話、それらのひとつひとつが今は大切な時間だ。商船学科にとって

はまだ折り返し地点だが、楽しかったスキー合宿を忘れずに卒業までクラスの仲間と頑張っていきたい。

　今回のスキー合宿研修では、３日間という限られた時間の中で貴重な体験ができたなと思いました。私自身、スキーの経験は

ありませんでした。しかし、スノーボードをしにスキー場には複数回足を運んだことがあったため、すぐにスキーも滑れるよう

になるだろうと思っていました。１日目、いざ滑ろうとしたとき見事に転んで、自分が過信していたことに気付かされました。

２日目以降はインストラクターの方々やスキー経験者の友人の指導の下、基礎を忠実にして滑れるようになれました。滑れるよ

うになった時は地道な努力が報われたように感じ、達成感と風を切って滑る爽快感にスキーの魅力を身に染みて感じました。３

日目には上級者コースにも初心者ながら挑戦し、ぎこちないながら滑ることができたので非常に嬉しかったです。２日目の夜に

行われたレクリエーションでは、各班この日のために試行錯誤して日々練習を重ねていました。その結果、最高に会場は盛り上

がり、かけがえのないものになりました。今回のスキー合宿研修は、スキーのインストラクター、合宿所、教員の方々など色々

な人のおかげで、沢山の経験をさせてもらい楽しむことができました。この経験を学生生活に生かし、日々精進していこうと思

います。

　バスに揺られながら到着までの時間を潰していた。気が付けばバスの窓から見える景色は一変し、一面真っ白な雪景色となっ

ていた。ここまで積もっている雪を生で見るのは初めてで気が付けばはしゃいでいた。

　初めてスキー板を付けた時は感じたことのない足元の不安定さに驚いた。初めはもちろんこけてばかりで正直つまらないと

思っていたが、２日目の自由時間経験者の友達にレクチャーを受けてある程度滑れるようになった。ここからはスキーが楽しく

感じリフトに乗っては滑り、リフトに乗っては滑りの繰り返しだった。

　２日目の夜のレクリエーションではダンス、漫才、コントなどいろいろ楽しめた。僕たちの班はダンスを踊り、見事一位に輝

いた。毎朝みんなで集まって練習し、スキー合宿出発前日には３時間以上ぶっ通しで出発前に疲れていたことは今でも思い出す。

　このスキー合宿は文句ひとつなしのとても充実した３日間だった。自分のクラスだけでなく他クラスともふれあうことができ

たことも良かったと思う。

　スキー合宿は大島商船での３年間で一番の思い出となりました。また機会があればスキーに行きたいと思います。

商船学科３年　松　尾　　　京

電子機械工学科３年　斉　藤　修　平

情報工学科３年　倉　光　裕　介

３年生スキー合宿感想文
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国際交流プログラムに参加して

ＫＣＣ英語研修に参加して

 情報工学科２年　　井　神　　　萌　

　「日本人って積極的じゃないよね」私が衝撃を受け

た言葉です。ＫＣＣプログラムの様々な授業や交流を

する中で「あなたはどう思う？」と聞かれることが多

くありました。私はこのプログラムに参加するまで自

分は積極的であると思っていました。しかし、まだま

だ足りなかったのです。同時に言葉の壁も強く感じ、

自分が何を思っているのかどう伝えればいいのかす

ぐにわからない自分がいたのです。周りの人に合わせ

ることができるのは日本人のいいところですが、同時

にそれはグローバルな社会で生活するときは欠点に

なるということを私は知りました。どうしたら積極的

に思いを伝えることができるかと考え、分かる単語と

簡単な文法を必死に使うことから始めてみました。声

のトーン、身振り、表情など真似ができるものは全部

真似をするようにしました。これがカウアイの友達と

のコミュニケーションにつながっていきました。私が

苦手なチャレンジしてみる大切さを学ぶことができ

ました。

　私がこのプログラムに参加して学んだもう一つの

ことは英語を使い続けることの重要さです。友達とも

メールでも会話でもなんでもいい。英語に触れ続ける

ことが自信につながり私を頑張らせてくれました。

　たくさんの自然と人の優しさにふれたこの三週間

は、私の心まで優しくし今までよりもっと英語を大好

きにしてくれた三週間でした。もっともっと英語を学

んでもっともっと色んな国の人と交流したいと思わ

せてくれたカウアイ島のみんなに感謝しています。ま

たみんなに会える日まで、今回の経験を生かして自分

に足りない部分を中心に勉強していきたいと思いま

す。そして次会ったときには日系のハワイアン！？く

らいの明るさで接したいです。

カウアイ語学研修を終えて

 情報工学科３年　　鈴　木　古都乃　

　私達は夏休みの３週間、語学研修のためハワイの

カウアイ島を訪ねました。私がこのカウアイ語学研

修へ応募しようと決意したのには、１年前に通い始

めた英会話教室の存在がありました。私は、元々洋

楽を聴くことが好きで英語を話せることに憧れがあ

りました。そこで、“英語を話せるようになりたい”

と母に相談し、英会話教室に通わせてもらえること

になりました。通っていく中で、伝えたくても伝わ

らないもどかしさを感じ、落ち込むことが多々あり

ました。その中でも、自分の拙い英語で相手に伝え

ることができた時の喜びは大きく、自信に繋がりま

した。もっとネイティブな英語に触れたいと思いこ

の研修に応募しました。

　カウアイ島で過ごした３週間は、毎日が初めての

体験で自分自身スキルアップできたなと感じました。

　中でも、印象深く覚えている出来事があります。

それは「日本の植物」についてのプレゼンテーショ

ンをＫＣＣの生徒のみなさんの前で発表した時のこ

とです。私たちがプレゼンしている中、私達が言っ

た言葉に対し、“nice”“grate”などと褒め言葉を

かけてくれました。それは、会話している時も同じ

です。質問され、それに答えると必ず。英語には

“excellent”“wonderful”“amazing”などの言葉が

あり、これらの言葉を日本語に変換すると「素晴ら

しい」の一つで締めくくられてしまうでしょう。し

かし、これらの言葉にはニュアンスが少し異なる表

現が含まれています。こんなにも感情の表現がしや

すい文化に私はとても魅力を感じました。

　今回の研修で、日本では感じることのできなかっ

た文化の違い、人柄、英語の魅力に気付くことが出

来た素敵な３週間でした。ありがとうございました。

国際交流室より

－10－



 電子・情報システム工学専攻１年　　有　井　　　陽　

　台湾への語学留学をしに行きたいと思ったのは、二年前から中国語を学んでいたことと昔知り合った友人が台湾に住んでい

て会いたいというのも理由の一つなのですが、一番の理由は食です。よく日本にいるとき台湾の料理についての特集があり、

いつか行きたいと思っていたところ、このプログラムがあったので丁度良い機会だと思い台湾へ行くことを決めました。滞在

期間は二週間で台湾の高雄市にある国立高雄海洋技科大学の学生寮を借り、時間が空いている時はここの学生と交流を深めま

した。

　台湾に滞在して驚いたことは、原付の数は多いことは知っていましたが、ヘルメットを装着しない人や２人乗りや３人乗り

をする人など日本ではありえないことが多くありましたが、一番驚いたのは台風の強さでした。日本にいた時には経験したこ

とのない光景を目にし、寮の近くにある沢山の木々が次々に倒れていました。食に関しては、食事を摂るとき料理には野菜が

少なく、揚げ物は日本のより脂っぽく感じましたが、ほとんどの物が美味しく、値段が非常に安かったです。台湾で生活をし

ていくうえで一番困ったことはトイレのことで、トイレットペーパーは直接トイレに流すことができず、側にあるゴミ箱に捨

てなければならなかったことでした。台湾の語学留学を終えて、第一に感じたことはもう一度この国に再び訪れたいと思った

ことです。初対面にもかかわらず親身になって問題を一緒に解決してくれたこと、楽しいこと、色々な場所に連れて行って貰

い本当に感謝しています。おかげで、毎日楽しく過ごすことができ私自身にとって貴重な経験となりました。この経験や思い

出をこれからの糧として活かしたいです。

 電子・情報システム工学専攻１年　　藤　重　幸　弘　

　９月11日、私たち３人は日本を発ち、台湾・高雄へ２週間の短期留学に向かいました。私は、今回が初めての海外渡航で、

わからないことが多すぎて不安だらけでしたが、友人、引率の教官、現地の先生方に助けてもらい、２週間のプログラムを無

事終えることができました。日本と台湾では、生活に大きく違いがありました。

　１つ目は気候です。高雄はものすごく暑く、日中は35度を越える猛暑が普通で、教室と教室を移動する間だけでも一苦労でした。

　２つ目は、トイレの使用方法です。台湾のトイレは、トイレットペーパーを流せません。ついうっかり流してしまうことも多々

あり、とても苦労しました。

　３つ目は食文化です。台湾では、日本の味付けとは変わった料理とたくさん出会いました。特になじめなかったのは、パクチー

が入った料理でした。日本ではあまり食べる機会がないため、口に合わず、苦労しましたが、美味しい料理ともたくさん出会

いました。「魯肉飯」（ルーローファン）という料理は中でも一番のお気に入りでした。魯肉飯は、日本で言うと、煮込み豚肉

かけご飯といったようなもので、大学の近くに魯肉飯が食べれるお店があったので、何度も食べに行きました。

　私は、英語が特に苦手で、大学内やお店でコミュニケーションをとるのにとても苦労しました。ですが、大学の学生たちに

たくさんお世話してもらい、英語や中国語を教えてもらいながらの生活を送ることで、2週間経つころには、簡単な英語での会

話をすることができるようにまでなりました。短い期間でしたが、たくさんの友達、思い出を作ることができました。次はも

う少し、英語や中国語を勉強して成長した姿を見せに行きたいなと思っています。

台 湾 の 語 学 留 学

高雄の研究研修に参加して

国際交流室より
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　私が高校生の時の好きな科目は歴史でした。なぜならまだ行ったことのない国の文化を知ることができ、さらに歴史

を通して世界中を探検することができるからです。日本に来てから一度長崎に行ってみたいと強く思っていました。

　2016年７月９日から7月10日の留学生旅行で私の希望は現実となり、とても嬉しかったです。なぜなら、私は昔から日

本の戦争の歴史についてとても興味があり、実物を見て、学びたいと思っていたからです。今までは高校の教科書でし

か見ることができませんでしたが、自分の目で実物を見て、とても感動しました。そこで1945年の原爆によって罪のない

人々がたくさん死に、一瞬で都市を破壊したことを改めて知りました。そして、私たちはそのことを決して忘れてはな

らないと思いました。さらに戦争の恐ろしさと平和の大切をずっと後世に受け継いでいかなければならないと思いました。

　２日目は世界遺産の一つである軍艦島に行きました。軍艦島は日本の中でも歴史が濃い場所の一つです。私は軍艦島

について知りませんでしたが、行って見ると、自分の想像をはるかに超えたスケールの大きい島で、すごいと思いました。

軍艦島は長崎港から20ｋｍ離れた場所にあり、1978年までは採炭所で働く人が多く、たくさんの人が暮らしていましたが、

採炭所が閉まった後は、人々は去っていき、建物しか残らない島になりました。そして数年後、台風などによって建物

がボロボロになり今では寂しくて、もの悲しい島になりました。

　２日間の長崎の旅行でたくさんのことを経験し、世界に対する見方が変わりました。そして、昔の世界はどんな感じだっ

たのだろうとさらに考えるようになりました。

　今年の留学生旅行は長崎に行きました。長崎へ行くのは初めてだったので、楽しみにしていました。最初に、佐世保バーガー

という佐世保の有名な食べ物を食べに行きました。とても美味しかったです。次は西海国立公園に行きました。そこで、長崎の

町、全体が見えました。とても美しい景色でした。そのあとは、長崎の原爆資料館に行きました。第二次世界大戦で長崎と広島

が原爆の被害を受け、その歴史を資料館で見ました。長崎市は二つの山に挟まれたので、被害がとてもおそろしかったです。夜に、

長崎にある中華街で晩御飯を食べました。私は長崎の名物のちゃんぽん、ショーロンポーと水餃子スープを注文しました。中華

料理をたべて、すごく懐かしい感じがしました。二日目は軍艦島に行くと聞いて、軍艦島のことをインターネットで調べました。

無人島で、古い建物がいっぱいあって、ゾンビが出るみたいなホラー映画の撮影の場所に見えました。すごく楽しみにしていました。

　次の日は、大島商船の卒業生と会い、フェーリーに乗って軍艦島のツアーに参加しました。実はこの島の名前は端島でした。

明治時代から昭和時代にかけては海底炭鉱によって栄え、1974年に閉山にともなって島に住んでいる人々が島を離れたので、無

人島となるのです。今は軍艦島の名前に知られているのです。なぜなら、その島は軍艦の船に見えたからです。軍艦島に到着し

たときには小雨が降りました。軍艦島では建物が古いので、前の日にインターネットで見た写真と違って、移動経路が限られて

いました。それでも、古い建物をみて映画のシーンにある場所みたいな写真がとれました。長崎から帰る途中に北九州と本州の

間にある橋の近くのレストエリアに休憩をとり、写真を撮りました。この旅行はすごくいい経験でした。

留学生見学旅行

長崎原爆資料館を見学して

 商船学科５年　　カイル

留学生見学旅行に参加して

 情報工学科５年　　ジャソン

国際交流室より
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5年間の思い出♡Ｓ5

赤塚　勇太
たくさんの経験ができて良かったです。

石井　寿真

実習でいろいろな所に行けてよ

かったです。

植草　雄太
たくさんの行事があり、多くの人と関わる時間があり楽しめた

大野　達也

実習つらかったけど楽しかった

奥原　由麻

美味しかったお昼のご飯

小黒晃太郎

超新塾と新喜劇

鬼塚　珠明

5年間、マネージャー、がん

ばりました

亀山　　遥

楽しかったマラソン大会＾＾＿＿

久我　太陽

実習船で各地に行ったことが良い思

い出です。5年間ありがとうござい

ました。

権田　悠杜クラスマッチをバスケで5連覇したこと

坂　　頼和

インターハイ出場して楽しかった。

佐藤　太郎

日本丸でハワイに行ったこと。

垰口　大尚

沢山あります

髙間　雄斗

めちゃくちゃ緊張した超新塾

瀧口　拓海

蟹。

南郷　佑丞

ハワイの遠洋航海！

西山　　巧

通学が大変だった

村田　　龍

たのしかった

山際　力矢

長かった。

カイル
成長しました！

井神　滉平てげ楽しかったです！！みんな
と出会えて最高でした！！

岩本真菜美

5年間、あっという間だった。

岩本　竜輔

様々な経験をすることができた。

岡崎　純也

部活で副キャプテンとして

頑張った。

小林　瑞樹

スキー合宿が楽しかった。

佐藤　　渉

5年間たっのっしっかったっでっす

（＾＾＿）

中尾　勇斗

ツッコミでもっと声をはりたかった。

中村　賢弥

普通では経験できないことが経験でき

てよかった。

野口　凌椰

高専大会が楽しかった。

廣田　琴美

航海訓練所の実習

藤井　拓巳

蟹

札岡　浩輝

通学がダルい、橋の上、風強過ぎ

松本　陽介

ライブがアツかった。

水中　春道

全国高専大会が楽しかったです。

宮田　顕宙

ジャスティーース！！

向山沙央里

5年間、長かったです。

山口　　健

寮から学校がめっちゃ近い。
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石村　祐太
野球部のマネージャーありがとう！！

伊藤　　海

とても早い5年間でしたが、最

高の仲間と過ごせてとても幸せ

です。ありがとうございました。

伊藤　眞人
商船5年間で身長が189cmから193cmになりました。

井上　　魁

商船5年間ありがとうございました。

とても楽しい学生生活でした。卒業後

も商船で過ごした日々を忘れません！

印藤　俊介

5年間ありがとー^〇^

上田　拓海

ジャスティス！！

奥山　　空

幾度なくこの学校に入学したことを

後悔したが、今となっては最良の選

択だったと思う。コスパ最高。

柏本　将孝

お世話になりました。

賀屋　快斗

商船生活5年間でツッコミとキレ

キャラと暴君を確立しました。社会

では必要のないゴミクズです。

久保田智紀大島商船では多くのことを学ばせていただきました。お世話になった教官の方々、後輩の皆さんありがとうございました。

小林　　智

5年間お疲れ様です。

佐々木　海

5年間お世話になりました。本音を言

うと、なんだかんだ言って卒業した

くないという気持ちが湧いてきます。

下級生は思い残しのないよう頑張っ

てください。

佐藤　良樹

商船5年間で学んだことを糧として、

今後とも頑張っていきます。ありが

とうございました。

下田代拓実

いろいろな思い出ができ楽しかったで

す。ありがとうございました。

白濱　　満

今まで楽しかった！べっ、別に寂しくな

んかないんだからね！

砂田　一虎

5年間とても楽しかったです。関

わってくれたすべての人に感謝！！

玉木　新悟

お世話になりました。後半は大変

だった。

大西　航輝

5年間、良いことも悪いこともたくさんの経験をさ

せてもらいました。本当にありがとうございました。

中川　碧惟

お化け屋敷やなんやかんやで

色々振り回したけど、最高に

楽しかった！！！

ありがとう！！

中﨑　達哉5年間ありがとうございました。進
学、就職組みともにこれからも頑
張っていきましょー！！

中坪　　真5年間ありがとうございました。

中村　峻一

長い長い学生生活も終わりを迎え

る。しかし、長い長い社会人生活

が始まるのみ。

長尾　菜央

入学当初はあんなに嫌だった作業着

を自ら着てUSJに行くほど私たちの

女子力は乏しくなっていったけど、

最高に楽しかった！ありがとう^-^

長田　悠佑

ありがとうございました。5年間

楽しかったです。

橋詰　泰知

ありがとうございました。

濵岡　大地奇人ばっかりで、楽しく過ごせてよかった。今までありがとう！

弘中　教嗣

商船生活5年間で頭頂部のハゲに気

づくことができました。商船に入

学して本当によかったです！

藤井　理啓

5年間ありがとう。

藤村　圭悟

6年間も思い出を作れました。ありがと

うございました。

藤山　俊也

楽しかったです。5年間ありがとう

ございました。

船岡　菜子

商船5年間で一番の思いでは、

M5女子全員でM科作業服を着て

USJに突入したことです。楽し

かったです。

前﨑　浩海

みんなとの楽しい思い出はたくさんあり

ますが、その中でも印象深い思い出を書

いていこうと思います！まずは…

松村　元雅

5年間色々勉強させていただきました。あ

りがとうございました。

森岡　駿太

5年間ありがとう。楽しかっ

たです。

森本　将矢

お世話になりました。

山内　拓哉

ありがとうございました。楽しかったです。

山添　喜徳

今まで関わってくれたみなさんありがとう

ございました。感謝しています。

横道　康博

5年間あっという間でした。ありがとうござ

いました。

吉井　武輝5年間楽しい時間をありがとうございました。また会う機会がありましたらよろしくお願いします。今後もがんばっていきましょう。

米川　亮介

長い間、お世話になりました。

タネル

3年間いろいろありがとうございまし

た。この学校に来て良かったと思います。

5年間の思い出♡Ｍ5

－14－



相原　光稀年中黒かったのに最後の年は並みの肌になれて大満足
5年間早かったし楽しかったありがとう^^

安藝　良太

肺は穴だらけであったが、思い

出は山のような5年間であった。

石丸　佑香
5年間たのしかったです！！ありがとうございました！

井原　美砂

♡️5年間ありがとうございました♡️

♡️みんな大好きです♡️

♡️ラブラブラブ♡️

岩本　真樹

5年間ありがとうございま

した！

大島　操季

このクラスに出会えて本当に楽しかった！

皆が幸せな人生を歩めるように願います。

大中　達貴

猛烈に楽しい5年間でした！

作本　拓也

今までありがとうございました

河村　美咲

チャリ通から車通だぜ☆！

河本　笑輝

5年間有意義な時間を過ごせました。

ありがとう

岸　　将大とても楽しい5年間でした。いい思い出をありがとう。

木原　啓佑

長いようで短い5年間でしたが

たくさんの楽しい思い出が出来ました。

みんなありがとう！

木保　拓巳

スキー合宿、東京研修などとても

いい思い出ができました

5年間ありがとう

藏岡　璃子

学生生活で一番楽しいクラスでした！

またすぐ集まりましょう（ToT）/~~~

近藤　涼夏

たくさんの思い出と幸せをありがとう～～！！

人に恵まれた5年間でした

佐々木雛乃

新たな世界の入口に立ち気づいたことは

一人じゃないってこと

下中　裕介

二度と経験できないような楽しさの5年間でした。

ありがとう！
末永　祥恵

このクラスで5年間過ごせて本当によかったです。

楽しい毎日をありがとう（*‘ω‘ *）

立畠　一樹

5年間楽しい思い出をありがとう！

中坪　希水

5年間ありがとうございました！お元気で！！

高木　夏美

うれしい！たのしい！大好き！

谷口　愛理

最高に楽しい5年間でした。

みんなに出会えてよかったです♡️！

東條　晃大

皆のおかげで良くも悪くも自分に

合っていた5年間を過ごすことが

できました、本当にありがとう！

豊田有季子5年間ありがとうございました。みんな元気でね。

内藤　涼香わや楽しい5年間でした！
黒染め何回したかなあ...。

中村　美月

あっという間の5年間、楽しかっ

た！ありがとうございました！！

永井　利佳

このクラスで5年間一緒に過ごせてよ

かった〜〜！

いつも笑ってた毎日が幸せでした！

ありがとうございました！らぶらぶ！

幡田　泰樹

ありがとう。

痩せた。

濵﨑　成美

素敵な仲間に出会い、支えられ、

幸せな学生生活を過ごせました‼♡️

濵本　和将

5年間ほんと楽しかった！ありがとう！

濱本　直弥

5年間クッソ楽しかったです。

福田　康成

部活に寮に勉強に…

とても濃い5年間を過ごせて

楽しかったです！

藤川　晃希

大学へのよき踏み台とすることができ

ました

古川　莉央

アホみたいに笑った5年間でした。

松本　萌花

楽しかった。

宮本　文明

5年間ありがとうございました。

また会いましょう！！

村崎　沙羅

5年間楽しすぎてあっというまでした（^O^）

このクラスでよかったです！ありがとう！

村田　　凪

みんなで出し物を考えてる時

間が一番楽しかったです。

盛岡　和花

Thank you for everything.

藪本　一真

楽しい5年間でした～

山内　良介

ありがとう。

太った。

山口ゆめか

楽しかった。

山重　雄哉終わってみればあっという間の5年間でした。みんなが、それぞれの人生という道を元気に歩めるよう祈っています。

綿野久美子

もう卒業なんて寂しい！毎日楽し

かったです！大阪来たら連絡して

ね！I5大好き！らぶらぶ！

ジャソン

3年間はあっという間に終わったね～

みんなと楽しく過ごせてよかった！（^^）

短い間お世話になりました！

5年間の思い出♡Ｉ5
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　　　　　　　　　　マイノリティと科学

 電子機械工学科　教授　　浅　川　貴　史　　

　みなさん、「マイノリティ」という言葉を知っていますか？

　日本語では「少数派」ということになります。少数派とい

うと劣性に立たされている、追い詰められていると感じる人

が多いのではないでしょうか。多数派は「マジョリティ」と

いいますが、社会の風潮として多数がその集団の代表である

と考える人も多いものです。民主主義の原則は多数決だから

と言いたいのでしょうが、もう少し深く考えてみてはどうで

しょうか。もし多数決だけで全てが決まるのであれば決議前

に話し合いなど必要ないはずです。何のために時間をかけて

話し合いをするのか。それは少数意見を含めていろいろな意

見を聞き、みんなが納得できる方法はないか模索する「人類

の知恵」ではないでしょうか。少数意見の尊重とは、たとえ

少数であっても「重要な問題があるからこそ声を上げている」

と考えることも必要です。

　話しを科学の世界に移します。近年、ノーベル賞を受賞す

る日本人科学者が増え、苦労話がよく聞かれます。これまで

誰も気が付かなかった法則や手法、王道とはかけ離れた発想、

まさにマイノリティの精神です。たとえ人と違っても自分の

信じる道には重要な答えが存在するはずだと。科学者の場

合、この自分の主張を証明するためには決まった手順があり

ます。まずこれまでの法則・手法を徹底的に調べる。次に自

分なりの仮説を立てる。私たちのような工学者は、ここから

実験により定量的に計測・解析することにより証明を行いま

す。しかし、ここで科学者にとって重要なことは証明するこ

と以上に研究の目的です。ノーベル賞の生みの親アルフレッ

ド・ノーベルや、相対性理論のアインシュタインをはじめと

する受賞者らが、科学が人類の幸福に寄与することをどれほ

ど願っていたのか知ることは重要です。

　どうですか？　同じ年で高専に進学するのは１％の少数派

です。みなさんは社会や人のために役に立つ工学者を目指し

て、志し高く学習していますか？

　ここから私の研究について話をしましょう。私は広島の高

校卒業後に専門学校を経て就職、何度かの転職後40歳で通信

制大学に編入し、大学院で機械システム工学を学び46歳で博

士号を取得したマイノリティです。専門は組込みシステム・

福祉工学です。簡単にいうと介護ロボットや福祉支援機器に

関する研究をしています。今、私の研究分野では大きなトピッ

クは、「ロボットへのＡＩ技術の導入」と「自動運転自動車

の実用化」です。この話を聞くと「もう人間は必要ないんじゃ

ないか」とか、「機械が人間を追い越す日も近いのでは」と

不安がる人がいます。確かにＡＩや自動運転を作ることだけ

が目的であればそんな話しも成り立ちますが、これらの先端

技術は最終目的ではなく、ただの基本技術でしかありません。

何のための基本技術か。私の考えでは高齢者や障害者を含め

全ての人が安全に、しかも自己意思を尊重しながら支援する

ための技術です。人間以上に正確で柔軟に、そして人のこと

を思いやる気持ちをもった機械のための。社会的弱者といわ

れるマイノリティへの支援を行うことで社会全体を向上させ

ること、これをユニバーサルデザインといいます。私たち工

学者は科学というツールで、ユニバーサルデザインの発想を

ベースに、全ての人を幸せにすること願っています。「全て

の人」を、民主主義では満場一致といいます。

　では、この満場一致のすばらしい社会を築くのはだれか？

それはみなさんです。がんばって学習して夢のある社会を実

現させて下さい。期待しています。
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保健室からこんにちは

 看護師　　重　本　奈　保　

　みなさん、こんにちは。

　昨年１月に大島商船保健室に着任し、１年ちょっとが経とうとしています。

　本当にあっと言う間の１年でした。着任時、皆さんの前でご挨拶した日を、昨日のことのように

思い出します。最初は、片道１時間半の通勤に心が折れそうな時もありましたが、今ではその時間

を楽しめるようになってきました。

　そして、この１年の間、本当に多くの方々との出会いがあり、沢山の経験をさせていただきました。

　教職員の方々には、何も分からない私をそっとサポートしていただき、ご迷惑をおかけしながらも、

今日までやってこられたことに、心から感謝しています。

　保健室に来てくれる学生さんとの出会いも沢山あり、皆さんから教えてもらうことも沢山ありま

した。そして、皆さんと過ごす時間は、いつも私に元気を与えてくれています。

　１年前の「保健室からこんにちは」で、背伸びをせず、行ってよかったと思ってもらえるような

保健室を目指したいと書いていました。

　今日までの日々を振り返り、この目標を達成できているのかと考えてみると、反省すべき点も沢

山あり、改めて、保健室の意味、私自身の役割ってなんだろう・・・と考える日々です。

　保健室と言う場所は、病気や怪我で訪れる場所でもありますが、気軽に立ち寄ることができ、何

気ない会話をすることで少しでも元気になることができる場所であればと思っています。

　学生の皆さんが日々学んでいることを知っていく中でいつも思うのは、高専という専門性の高い

学校に進学された皆さんにとって、５年間という時間は、楽しいことも沢山あると思いますが、時

には壁にぶつかったり、将来が見えなくなってしまうことも、意味もなく不安になってしまうこと

もあると思います。そんな時には、１人で悩まず、気持ちをはき出しに来て欲しいと思います。

　私は、保健室に来てくれる学生さん達との何気ない会話の時間がとても好きです。

　時には、私自身のことを話すこともあります。そんな何気ない時間を過ごすことで、私自身がみ

んなから元気をもらっているんだと思います。会話に大きな意味なんてなくていいんです。ただ話す、

人との繋がりを持つ、それだけで心が救われる時があるのではないかなと思います。

　私は、保健室看護師という立場にはありますが、学生の皆さんと同じ目線に立ち、寄り添うこと

が出来る存在でありたいと思っています。

　１年経っても、頼りない私ですが、一緒に過ごせる時間を大切にしながら、自分らしく頑張って

いきたいと思っています。

　いつでも皆さんを見守っています。いつでも顔を見せにきて下さいね。

　皆さんにとって、大島商船での時間が楽しい時間になりますように。
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各種国家資格試験等合格者
（平成 28 年４月～ 12 月）

●ＣＧエンジニア検定（平成28年７月実施）

　エキスパート

 I4 秋山　誠賀

 I4 今津　拓哉

 I4 田中　美優

　ベーシック

 I4 青木　雛子

 I4 石隈　大輝

 I4 礒本　真維

 I4 井堀　水晶

 I4 木村　亮裕

 I4 佐藤　　瞳

 I4 高林　悠衣

 I4 中西　亜美

 I4 野村　玖実

 I4 藤山　朔矢

 I4 前原　綾香

 I4 邑上　香穂

 I4 康田進太郎

 I4 山根　　達

 I4 山本　美聡

●ＣＧクリエイター検定（平成28年７月実施）

　エキスパート

 I4 真野　亮佑

　ベーシック

 I3 坂本　唯那

●マルチメディア検定（平成28年７月実施）

　ベーシック

 I4 礒本　真維

●画像処理エンジニア検定（平成28年７月実施）

　ベーシック

 I4 石隈　大輝

 I4 井堀　水晶

 I4 田中　美優

●２次元ＣＡＤ利用技術者試験（平成28年12月実施）

　２級

 M2 長谷川瑛一

●第二種電気工事士（平成28年12月実施）

 M3 青木　温武

 M3 井上　匡人

 M3 片山廉太郎

 M3 斉藤　修平

 M3 関光　正輝

 M3 竹村　尚悟

 M3 田代　海斗

 M3 田中　天太

 M3 堂原健次郎

 M3 西本　明矢

 M3 野坂　優介

 M3 宮尾　康平

 M3 吉永　直樹

 M4 岡村　泰宏

 M4 樹下　　馨

 M4 徳永　　諒

●二級海技士（航海）（平成28年４月／７月実施）

 S4 篠崎　秀人

 S4 峯　　竜一

●日本語検定（平成28年11月実施）

　３級

 I4 木村　亮裕

 I3 矢野　彩花

 I3 鈴木古都乃

 I3 下坂　美紅

 I3 永易　克彰

 I3 倉光　裕介

 I3 花井　俊介

 I3 長廣　海璃

 I3 重本さくら
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各種大会等成績 （平成 28 年４月～ 12 月）

月　日 大　会　名 競　技 成　績 記録 選手

★カッター部

10月15日 第39回周南市カッターレース 準優勝 2分18秒40

11月19日 第31回瀬戸内３商船新人漕艇大会 1位 9分17秒65 Ａチーム

3位 10分40秒96 Ｂチーム

★ヨット部

5月28日 第67回山口県高校総体ヨット競技

　～29日 男子420級 4位 S3櫻木･岡松

5位 M3永嶋･S1伊藤

女子420級 1位 S2平石･小西

女子FJ級 1位 S2椙原･今川

男子レーザーラジアル級 5位 M3豊島

7位 S2高橋

総合成績　男子 3位

　　　　　女子 1位

9月9日 西日本セーリングカップ2016

　～11日 420級 13位 S2平石･小西

15位 S2髙橋･伊藤

18位 S1宇藤･廣中

FJ級 4位 S1寺西･S2今川

6位 S1藤本･I1藤田

7位 M1大上･S1藤林

8位 M1益野･浅原

★ラグビー部

11月12日 第52回中国地区高等専門学校体育大会

1回戦敗退 本校 0-143 松江

★サッカー部

4月9日 平成28年度前期山口県学生サッカーリーグ

　～5月21日 通算2勝3敗

本校 0-17 徳山大学

本校 2-5 山口大学

本校 3-2 徳山高専

本校 1-5 山大医学部

本校 4-2 宇部高専

5月28日 平成28年度第67回山口県高校総体サッカー競技

　～29日 2回戦敗退 本校 1-1 下関商業（PK5-4）

本校 1-3 防府

7月2日 第52回中国地区高等専門学校体育大会

　～3日 Aパート優勝

本校 4-0 広島商船

本校 5-0 津山高専

8月20日 第51回全国高等専門学校体育大会サッカー競技

　～21日 2回戦敗退 本校 3-2 豊田高専

（2-2、延長1-0）

本校 0-3 八戸高専

★バスケット部（男子）

5月8日 2016年度山口県学生バスケットボール選手権春季大会

リーグ戦 本校 38-68 山大医学部

本校 62-88 山大工学部

7月2日 第52回中国地区高等専門学校体育大会

　～3日 3位 本校 64-65 津山高専

本校 49-48 米子高専

9月10日 平成28年度山口県学生バスケットボール秋季大会

　～11日 3勝1敗 本校 71-45 山口県立大学 

本校 98-43 徳山高専

本校 79-53 宇部高専

本校 47-97 山口大学本部

月　日 大　会　名 競　技 成　績 記録 選手

★バスケット部（女子）

7月2日 第52回中国地区高等専門学校体育大会

　～3日 ベスト4 本校 39-65 徳山高専

★バレー部（男子）

4月17日 平成28年度第68回中国高校バレーボール選手権大会県予選会

　～23日 2回戦敗退 本校 2-0 下松工業

本校 0-2 徳山高専

7月17日 春季山口県大学高専学生バレーボール選手権大会

Ｂリーグ3位

本校 1-2 宇部工高専

本校 0-2 水産大学校

本校 2-0 梅光学院

11月12日 第69回全日本バレーボール高等学校選手権大会山口県代表決定戦

2回戦敗退 本校 2-0 山口農業

本校 0-2 宇部商業

★バレー部（女子）

7月2日 第52回中国地区高等専門学校体育大会 本校 2-0 津山高専

　～3日 本校 2-0 呉高専

本校 2-0 宇部高専

準優勝 本校 0-2 松江高専

7月16日 春季山口県大学高専学生バレーボール選手権大会

リーグ4位 本校 0-2 宇部高専

本校 0-2 宇部フロンティア

本校 0-2 梅光学院

9月25日 平成28年度 第12回B＆G財団会長杯大島オープンバレーボール大会

リーグ3位 本校 0-2 柳井学園

本校 0-2 柳井商工

★硬式野球部

5月21日 第14回北九州･山口高専野球大会 2回戦敗退 本校 4-11 北九州高専

★ソフトテニス部

4月3日 近県中島杯ソフトテニス大会

男子個人戦 2回戦敗退 M4森重･K1諏訪、

I5河本･山内

5月21日 東山口ソフトテニスオープン

男子本戦 2回戦敗退 M1江草･S1塩田

男子コンソレーション 2回戦敗退 S1中島･I3中村、

M2堀本･大隣

3回戦敗退 M3木下･竹塚

女子コンソレーション ベスト8 I3小島･I2三戸

6月4日 山口県高校ソフトテニス選手権大会

男子個人戦 2回戦敗退 M3木下･竹塚、M2堀本･大隣

女子個人戦 2回戦敗退 I3小島･I2三戸

7月2日 第52回中国地区高等専門学校体育大会

　～3日 男子団体戦 予選リーグ3位

1勝2敗

男子個人戦 2回戦敗退 I5河本･M2大隣

女子個人戦シングルス 準優勝 I3小島

女子個人戦ダブルス ベスト4 I5相原･I4礒本

2回戦敗退 I3小島･I2三戸

8月17日 第51回全国高等専門学校体育大会

　～19日 女子シングルス 3位 I3小島

11月5日 山口県体育大会ソフトテニス競技

　～6日 男子団体戦 2回戦敗退 本校 0-3 長門

男子個人戦 2回戦敗退 M1古磯･M2大隣

M2堀本･S2橋本

M1江草･S1塩田
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月　日 大　会　名 競　技 成　績 記録 選手

11月13日 柳井市近郊クラブ対抗ソフトテニス大会

男子団体戦 3位 大島商船A

2回戦敗退 大島商船B

3回戦敗退 大島商船C

女子団体戦 1回戦敗退、敗者戦優勝

大島商船女子

★卓球部

7月2日 第52回中国地区高等専門学校体育大会

　～3日

男子シングルス 2回戦敗退 S3大町

女子シングルス 2回戦敗退 I4海田

10月8日 第25回エネルギアふれあい卓球大会

フリーダブルス Dリーグ2位

1勝1敗 S1加木･S1森

Bグループトーナメント2位

★陸上競技部

5月28日 平成28年度第67回山口県高等学校総合体育大会

　～30日 女子走高跳 7位 1m45 M3斎田

7月1日 第52回中国地区高等専門学校体育大会

　～2日 男子100ｍ 7位 12.00 I3青木

男子200ｍ 4位 23.34 I3青木

男子1500ｍ 5位 4:20.24 M3西村

男子110ｍハードル 8位 20.51 S2濱野

男子４×100ｍリレー 7位 46.52 S2濱野･I3青木

･M2佐村･I2池田

砲丸投 3位 11m42 M4岡村

女子100ｍ 5位 14.50 I2廣田

女子800ｍ 3位 2:39.87 I2古六

5位 2:47.52 I2藤本

女子４×100ｍリレー 4位 58.32 M4砂本･M3斎田

･I2藤本･I2古六

8月23日 第51回全国高等専門学校体育大会

　～25日 男子200ｍ 予選5位 23.57 I3青木

男子砲丸投（6,000kg） 8位 11m81 I4岡村

女子走高跳 4位 1m45 M3斎田

9月16日 第61回山口県高等学校新人陸上競技大会

　～18日 兼第25回中国高等学校新人陸上競技対校選手権大会山口県予選会

女子800ｍ 組4着 2:43.00 I2藤本

女子1500ｍ 組9着 5:28.03 I2古六

10月28日 山口県体育大会陸上競技 高等学校の部

　～29日 男子100ｍ 組1着 11.91 I3青木

組4着 12.38 I2池田

男子200ｍ 組8着 26.36 I1岩本

男子400ｍ 組3着 56.62 M2佐村

男子800ｍ 組5着 2:15.03 I1熊野

組7着 2:27.59 I2内山

男子1500ｍ 組11着 4:47.79 M2松下

組12着 4:23.71 M3西村

女子走高跳 4位 1m45 M3斎田

女子800ｍ 組3着 2:38.01 I2藤本

女子1500ｍ 組13着 5:28.21 I2古六

11月5日 山口県高等学校駅伝競走大会 29位 2時間40分12秒

　～6日 区間20位 34.31 M3西村

区間30位 11.08 I2内山

区間21位 29.17 I1熊野

区間26位 30.30 M2松下

区間30位 13.58 I3中谷

区間29位 19.27 I1竹原

区間30位 21.21 M2山本

12月25日 2016年 西日本高専駅伝大会

42.196km駅伝 17位 2時間38分48秒

月　日 大　会　名 競　技 成　績 記録 選手

M3西村

I3青木

I1熊野

I2内山

M2松下

I4森重

I4蔭谷

３kmロードレース 8位 11.54 I2古六

10位 12.05 I2藤本

★柔道部

6月4日 平成28年度第67回山口県高等学校総合体育大会柔道競技

　～5日 男子個人戦 66kg級 ベスト8 M3竹村

男子個人戦 100kg超級 3位 S3田中

7月2日 第52回中国地区高等専門学校体育大会

男子団体戦 ベスト4

男子個人戦 60kg級 準優勝 S5藤井

男子個人戦 73kg級 3位 M1石橋

　 2回戦敗退 S1石井

男子個人戦 90kg級 3位 S3牧野

男子個人戦 90kg超級 優勝 S3田中

女子個人戦 63kg級 優勝 S3松尾

8月26日 第51回全国高等専門学校体育大会

　～28日 男子個人戦 60kg級 2回戦敗退 S5藤井

男子個人戦 90kg超級 2回戦敗退 S3田中

女子個人戦63kg級 2位 S3松尾

★剣道部

4月23日 中国高等学校剣道選手権大会　山口県予選会

男子個人戦 2回戦敗退 S3伊熊

5回戦敗退、ベスト16 I3坪井

6月18日 高体連中国大会剣道競技

男子個人戦 2回戦敗退 I3坪井

7月2日 第52回中国地区高等専門学校体育大会

　～3日 男子団体戦 4位

男子個人戦 3回戦敗退 I3坪井

S3伊熊

M1西依

2回戦敗退 S4溝越

女子個人戦 予選トーナメント2回戦敗退

I1村中

11月5日 平成28年度山口県体育大会剣道競技兼新人大会

男子個人戦 2回戦敗退 M1西依

女子個人戦 2回戦敗退 I1村中

★空手道

11月5日 山口県高等学校空手道新人大会

男子個人組手 2回戦敗退 S1岡本竜真

男子個人形 2回戦敗退 S1岡本竜真

★水泳部

5月8日 第64回山口県都市対抗水泳競技大会

兼 第68回中国五県対抗水泳競技大会山口県選手選考会

男子50ｍ自由形 5位 31.87 M2好野

男子50ｍバタフライ 4位 29.22 S3岩崎

男子100ｍ背泳ぎ 4位 1:16.31 S4内田

男子100ｍ自由形 7位 57.91 S4石丸

男子100ｍバタフライ 7位 1:04.66 S3岩崎

10位 1:05.52 S4石丸

男子100ｍ平泳ぎ 8位 1:22.97 S4内田

5月21日 平成28年度第67回山口県高校総体水泳競技

　～22日 男子200ｍ個人メドレー　　決勝 8位 2:31.75 S3岩崎

女子200ｍリレータイム決勝 2:34.48 M2堀田･S3齋藤
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月　日 大　会　名 競　技 成　績 記録 選手

･S3好野･M1村本

7月2日 第52回中国地区高等専門学校体育大会

男子50ｍ自由形 予選敗退 29.56 S4長島

予選敗退 29.37 S5岩本

男子100ｍ自由形 1位 55.94 M5砂田

4位 58.74 S4石丸

男子200ｍ自由形 2位 2:13.32 S4石丸

6位 2:25.26 M5藤井

男子400ｍ自由形タイム決勝 3位 4:52.15 S5水中

4位 4:56.31 S4内田

男子100ｍ背泳ぎ 5位 1:15.74 M5印藤

8位 1:26.17 M2好野

男子200ｍ背泳ぎ 4位 2:46.40 I4康田

7位 3:01.71 S2山本

男子100ｍ平泳ぎ 7位 1:23.34 S5岩本

予選敗退 1:28.25 S2山本

男子200ｍ平泳ぎ 3位 2:42.96 I4康田

男子200ｍバタフライ 3位 2:32.87 S4内田

男子200ｍ個人メドレー 1位 2:09.66 M5砂田

4位 2:27.67 S3岩崎

男子400ｍリレータイム決勝 2位 3:52.58 M5砂田･S4石丸

･S3岩崎･S4内田

男子400ｍメドレーリレータイム決勝

2位 4:21.09 I4康田･M5砂田

･S4石丸･S5水中

女子100ｍ自由形タイム決勝 6位 1:21.35 S3齋藤

　 7位 1:37.81 M1村本

女子50ｍ背泳ぎタイム決勝 5位 39.73 M2堀田

6位 45.91 I3橋本

女子100ｍ平泳ぎタイム決勝 5位 1:38.48 S3好野

6位 1:43.10 M2堀田

女子50ｍバタフライタイム決勝 7位 40.30 S3好野

8位 50.52 S3齋藤

女子200ｍリレータイム決勝 4位 2:23.80 M2堀田･I3橋本

･S3好野･S3齋藤

8月10日 第63回全国国公立大学選手権水泳競技大会

　～12日 男子200ｍ平泳ぎ予選 20位 2:25.19 M5砂田

男子200ｍ個人メドレー予選 5位 2:09.01 M5砂田

同　　　決勝 6位 2:08.70 M5砂田

8月19日 全国高等専門学校水泳競技大会

　～22日 男子200ｍ自由形予選 17位 2:15.18 S4石丸

男子200ｍ平泳ぎ予選 12位 2:47.12 I4康田

男子200ｍバタフライ予選 18位 2:40.78 S4内田

男子400ｍ自由形タイム決勝 18位 4:57.43 S5水中

男子200ｍ個人メドレー決勝 1位 2:09.53 M5砂田

男子100ｍ自由形決勝　 1位 53.90 M5砂田

男子400ｍメドレーリレータイム決勝

10位 4:28.42 S4石丸･I4康田

･S3岩崎･S4内田 

男子400ｍフリーリレータイム決勝 14位 4:03.54 M5砂田･S5岩本

･M5藤井･S5水中

9月2日 第92回日本学生選手権水泳競技大会（インカレ）

　～3日 男子200ｍ個人メドレー予選 66位 2:09.75 M5砂田

9月24日 第91回山口県体育大会水泳競技大会

　～25日 一般男子100ｍ自由形 1位 59.03 S4石丸

一般男子200ｍ個人メドレー 4位 2:28.35 S4石丸

一般男子200ｍ自由形 3位 2:26.42 S4内田

一般男子100ｍバタフライ 2位 1:09.98 S4内田

一般男子50ｍ自由形 2位 26.99 S5水中

一般男子100ｍ背泳ぎ 2位 1:12.60 S5水中

高校女子100ｍ背泳ぎ 9位 1:30.61 M2堀田

月　日 大　会　名 競　技 成　績 記録 選手

★バドミントン部

7月2日 第52回中国地区高等専門学校体育大会

　～3日 男子団体戦 Ａパート4位

男子ダブルス 2回戦敗退 M3西前･M3藤本

M3関光･I2向田

S4西山･M4弘永

女子ダブルス 2回戦敗退 M4西本･I4田中

11月5日 山口県体育大会（高校の部）バドミントン競技

　～7日 男子ダブルス 3回戦敗退 I2向田･I1西山

2回戦敗退 I2梅本･加藤

男子シングルス 3回戦敗退 I2加藤

I2向田

2回戦敗退 I2大下

I1西山

★詩吟部

12月11日 光風流審査会 ６名参加し全員昇段

S5南郷、M4出口、S2田原、

S1岡本、S1下迫、S1松村

★コンピュータ部

10月8日 第27回全国高等専門学校プログラミングコンテスト

　～9日 競技部門 準決勝敗退

ピース数36

回答終了時間13分58秒

I5藤川･I3岡部･I3星出

自由部門 敢闘賞 D1北川･I4伊東･I4友森

･I3永易･I2藤川

パテント審査 自由部門 優秀賞 D1北川･I4伊東･I4友森

･I3永易･I3藤川

12月11日 日本情報オリンピック（ウェブ予選）

予選敗退 600点中200点 ランクB

I2藤川

予選敗退 600点中100点 ランクC

I2領家

★少林寺拳法

9月25日 第9回山口県高等学校秋季少林寺拳法大会

男子単独演武 8位 S1岡本

9位 S2田原

男子組演武 4位 S2田原･S1岡本

10月30日 山口県大会少林寺拳法競技

男子規定単独演武 3位 S1岡本

4位 S2田原

男子規定組演武 1位 S2田原･S1岡本
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去るにあたり去るにあたり
　去るにあたり

 商船学科　准教授（大島丸　機関長）　浦　田　　　清　

　平成27年４月に赴任して２年、はや退職の時を迎えよう

としています。

　わずか２年間ではありましたが、この間多くの体験をさ

せてもらい、有意義な毎日を過ごすことができました。

　大島丸の実習航海中は学生の将来の希望や不安など率直

な思いを聞くことができ、私自身も考えさせられ、得られ

たものが多かったように思います。丸亀への実習で若い船

乗りの卵である商船学科の２年生と一緒に785段の長い階

段を大汗をかきながら登って、海上安全の守り神である金

刀比羅宮に参拝したことが楽しい思い出として残っていま

す。

　商船学科以外の学生と接することがあまりできなかった

ことが、大変残念です。

　私は本校卒業後、船員、工務監督、広島商船高専の教官、

船舶検査員といった船舶関係の仕事の経験しかありません

ので、偏った見方かもしれませんが、学生の皆さんも卒業

後就職すると、人命・財産を預かるという、非常に大きな

責任のある仕事に就くことが多いと思います。特に船員は

乗組員・積荷・船体等の安全の全てが当直者に委ねられて

います。失敗は許されません。事故を起こさないように普

段から準備をし、適度な緊張感を持つことが必要です。ま

た、他の仕事でも同様だと思いますが、特に船員の仕事に

就くと即部下がいます。しかもほとんど年上です。自分の

仕事ばかりでなく、上司として彼らの能力が十分発揮でき

る環境を整えることも重要な仕事です。

　大島商船高等専門学校はそれらのことを学ぶのに最適の

学校です。学生のうちから、このことを頭の片隅に入れて

勉強・部活等の学校生活でスキルを高めリーダーシップを

養ってほしいと願っています。

　最後になりましたが、教職員、学生、関係者の皆さん、

本当にありがとうございました。

　退職後も雇用延長でしばらく学校に残ります、今後もよ

ろしくお願いいたします。

　４６年を振り返って

 商船学科　教授　　古　藤　泰　美　

　私は昭和46年（1971年）４月に、高専５期生として本校

の航海学科に入学しました。高専１期生と２期生は、航海

学科１クラス（40名）と機関学科１クラス（40名）、高専

３期生からは、航海学科１クラス（40名）と機関学科２ク

ラス（80名）でした。高専３期生からは機関学科は２クラ

スでしたので、機関学科Ａ組と機関学科Ｂ組と呼んでいて、

卒業までクラス替えはありませんでした。１年生から５年

生まで全員が寮生で、１年生から３年生まで南寮（現・男

子寮）で４人部屋の縦割制度で１年・２年・３年生が合部

屋、４年生と５年生が北寮（現・女子寮）の２人部屋で横

割制度（同学年が同室）でした。昭和60年（1985年）に機

関学科１クラスが電子機械工学科に改組されるまで、学生

の全員が男子で女子学生はいませんでした。学生が全員男

子で全員寮生活という環境でしたので、先輩と後輩の絆は、

良い意味でも悪い意味でも強かったと思います。

　昭和51年（1976年）10月に、卒業と同時に本校の航海学

科の教員として採用されました。昭和48年（1973）の第１

次オイルショックの影響で、外航海運は大きなダメージを

負い、外航船員の新卒採用を相次いで取りやめ、ほとんど

の同期生は陸上の海運関連や物流企業に就職先を求めざる

を得ない状況でした。以来40年間本校で教育に携わること

ができました。

　本校の創基80周年・高専創立10周年（昭和52年・1977年）、

創基90周年・高専創立20周年（昭和62年・1987年）、創基

100周年・高専創立30周年（平成９年・1997年）、創基110周

年・高専創立40周年（平成19年・2007年）の記念事業を本

校の教員と同窓生の立場から貢献させて頂きました。

　その間、昭和60年（1985年）の第１次学科改組と女子学

生の入学、昭和63年（1988年）の第２次学科改組により、

商船学科・電子機械工学科・情報工学科の３学科体制への

移行がありました。今年、平成29年（2017年）には、創基

120周年・高専創立50周年の節目を迎えます。

　私の人生の46年は瀬戸内海の風光明媚な周防大島で、大
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　楽しい学校生活を

 一般科目　　山　縣　淳　子　

　平成27年４月に赴任し、およそ２年間過ごさ

せていただきました。赴任した当初、学生の皆

さんを前に「楽しい授業をしたい」ということ

を伝えました。物理の授業を受けた皆さん、ど

うでしたか？少しでも楽しさを感じられました

か？最初は授業に向かうたびにドキドキしてい

ましたが、次第に皆さんの色々な反応が楽しみ

になってきました。毎回のグループ学習では、

皆さん自身で考えて、質問して、説明すること

で理解を深めていきましたよね。周りと協力す

ることは、これからの学校生活、社会人になっ

ても大切なことです。ぜひ、生かしてもらいた

いと思います。

　大島商船高等専門学校で、多くのことを学ば

せていただきました。これまでは大学の研究所

で、朝から晩まで自分の研究にだけ時間を使っ

て過ごしていましたが、赴任後は、出来るだけ

学生の皆さんが考えていることを知りたいと思

い、コミュニケーションをとることを心がけま

した。その結果、授業に関する質問はもちろん

ですが、世間話をして笑いあえることが出来た

のはとてもよかったです。

　これから私は、大学の理学部に所属し物理学

科の大学生と過ごすことになります。この大島

商船高等専門学校での経験を生かして、今後も

学生と向き合いながら物理の楽しさを少しでも

伝えていきたいと思います。また、ハドロン原

子核分野の研究において国内外で活躍していき

たいと思います。

　最後に、皆さんに伝えたいことがあります。

いつも笑顔で楽しい毎日を過ごしてください。

２年間、とても楽しかったです。ありがとうご

ざいました。

島商船高専の学生として教員として教育に携わることがで

きて感謝しています。退職後も周防大島で生活しながら、

本校の発展を見守りつつ、微力ながら応援していきたいと

思います。本当にありがとうございました。
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　今年の正月も昨年と同様に暖冬で、３月上旬の気候でした。学校だより第94号が配布され

るのは、寒さも和らぎ春の訪れも近い３月の頃になります。

　周防大島は、瀬戸内海のハワイと言われ、気候は温暖で四季の移り変わりも肌で感じるこ

とができます。空気が澄んで夜空が綺麗です。冬の代表的な星座はオリオン座とおおいぬ座

のシリウスが有名です。M45プレアデス星団（日本では昴と呼ばれています）は、帆船時代

の航海士の視力を図る目的もありました。肉眼でキラキラ輝く昴星を見てはどうでしょう。

冬の澄んだ夜空では私達の銀河系に似た、アンドロメダ銀河も見ることができます。北極星

とカシオペア座を結んだ延長線状にあり、肉眼でも見ることができます。

　学校だよりの編集後記を書くのは４回目で、今回が最後になります。学校だよりは、６月

と３月の年２回発行です。保護者の皆さま、学生、オープンキャンパス等で配布して、学校

の情報を伝えています。これからも、区切りの第100号、さらに第101号、・ ・ ・ ・第200号

と大島商船高専と共に歩み、未来へ向けて前進していきます。

  （図書館長　古藤　泰美）

編　集　後　記
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