




校長　　石　田　廣　史

　爽やかな春の今日の佳き日に，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29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

一同にとってこの上もない慶びであります。

　新入生の皆さん，ご入学おめでとうございま

す。これまでの弛まない努力の結果，難関の入

学試験に合格し，ここに目出度く入学されたこ

とに敬意を表します。ご家族の皆様，ご入学誠

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。

　今日の喜びの日を迎えることが出来たのは，

新入生皆さんのこれまでの努力は言うまでもあ

りませんが，ご家族や先生方，そして友人など

周りの多くの方々の支えがあっての事でもあり

ます。改めてお世話になった方々に心から感謝

して下さい。

　本日，本科１年生に入学致しましたのは，商

船学科40名，電子機械工学科45名，情報工学

科42名の計127名,3学年に編入致しましたの

は，マレーシア，カメルーン，モンゴルから各

１名の計３名の留学生，そして専攻科電子・情

報システム工学専攻に８名，総計138名の新入

生と編入生が入学致しました。

　大島商船高等専門学校は，今から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，八千数百名の卒業生

ならびに修了生を社会に送り出してまいりまし

た。そして11月には，創基120周年・高専創立

50周年記念式典を予定しています。

　本校は現在，本科に商船学科，電子機械工学

科，情報工学科の３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

２専攻を擁し，高度で実践的な科学技術者を養

成する高等教育機関として，我が国の科学技術

ならびに関連産業，そして地域社会の発展に大

きく貢献して参りました。今後もその役割はよ

り一層強く要望され，皆さんの活躍が大いに期

待されています。

　新入生の皆さんは本日の入学式を迎え，将来

の夢や希望，そしてこれからの新しい生活への

不安が胸中入り混じっている事と思います。皆

さんは是非，次の三つの事を心に留め置き，実

践して下さい。

　一つ目は，海外からはマレーシア，カメルー

ン，モンゴル，そしてわが国では，北は埼玉県，

南は鹿児島県から総計138名の新入生と編入生

が入学致しました。皆さんはほとんどが初めて

顔を合わす同級生だと思います。しかし，お互

い恥ずかしがらずに挨拶を交わし，言葉を交わ

し，そして多くの良き友人を作って下さい。今
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日からここ大島商船高等専門学校において多く

の新しい友人が出来たという事を忘れないで下

さい。

　二つ目は，これから皆さんが本校で勉学する

際の姿勢についてです。本校では，皆さんを自

主性のある学生として接します。本校における

これからの勉学では，受け身の姿勢ではなく，

自らが問題意識を持って下さい。人から物事を

学ぶだけではなく，自分で考えて理解し，自分

の身に付けて下さい。また，自分だけで物事を

考えるのではなく，人からも多くを学び，決し

て独断に陥らないようにして下さい。

　三つ目は，本日入学しました138名の新入生

と編入学生の皆さんに対し，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，また，それらを解決せずに放置

したりせず，迷わず我々に相談して下さい。一

緒に問題解決に取り組みましょう。

　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，皆さんが勉学や課外活動，学生

生活を通じて，多くのことを学び，多くの友を

作り，そして有意義で豊かな，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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　新入生の皆さん，ご入学おめで

とうございます。少なからず不安

を感じながらの学校生活，寮生活

や中学より遠距離の通学の始まり

であったと思いますが，もう２ヶ月が経とうとし

ています。入学式，実力テスト，各主事講話，大

島丸オリエンテーション，新入生合宿研修，クラ

スマッチ，そして各科目の通常授業，小テストな

ど，多くの行事を有意義に行ってきました。今は

中間試験が迫ってきており，寮では自習室で遅く

まで勉強したり，学校では疑問解決のため教員に

分かるまで尋ねたりで，もう本校の学生らしい自

主性を少しずつ身につけはじめています。別の面

では，高専独得の自由な雰囲気を謳歌しているよ

うです。

　忘れないでいて欲しいことは，自由な校風があ

　新入生の皆さん，入学おめでと

うございます。入学式に臨まれ，

これから先の５年間（５年半）に

思いを馳せていると思います。

　高等専門学校は,5年間一貫教育を行い，実践的

な技術者を養成する高等教育機関です。みなさん

は，中学校を卒業する前，進路として大島商船高

等専門学校を選択し，それぞれ何か目標を持って

入学されてきたと思います。この５年間でその目

標を達成できるよう努力していただきたいと思い

ます。５年間の学生生活は，考えている以上に短

いものです。目標を持って入学してきたにもかか

わらず，日々なんとなく過ごしているとあっとい

う間に過ぎてしまいます。自分の目標を達成する

ために必要な資格を取得することをおすすめしま

す。たとえば，将来国際的に活躍できるような技

術者を目指すのであれば，英語検定やTOEICに挑

戦してみてください。

　もうひとつお願いしておきたいことがありま

す。それは，コミュニケーション能力の向上です。

これは，将来必要になってくる能力で，自分の意

思を正確に相手に伝えるためのものです。友人同

士であれば，会話で多少良くわからない部分が

あってもなんとなく通じるのであまり意識してい

ないかもしれません。しかし，友人同士でもメー

ルやLINEで話していると，文字だけの情報交換で

すので誤解を生み，喧嘩に発展することもありま

す。５年後，皆さんは，大学進学や就職というよ

うにまた新たな進路の選択に迫られます。その時，

役に立つ能力のひとつがコミュニケーション能力

です。日頃から意識して，自分の意思を正確に伝

えるよう努力してみてください。

　５年後の自分がどうなっているか楽しみにしな

がら，学校生活を楽しんでください。

新入生を迎えて

教務主事

石　原　良　晃
新入生の皆さんへのお願い

商船学科１学年　担任

清　水　聖　治

「士官候補生」cadetとなった
君たちへ
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　「ご入学，おめでとうございま

す。」

　入学式を始めとし，幾度かこの

祝辞を耳にしたことと思います。

ただ，みなさんの中で，この言葉に特別の意味合

いを感じとった人は，ほとんどいないのではない

でしょうか。入学して一月以上が経ち，この言葉

は一定期間繰り返された遠い過去の記憶として，

呼び起さねば想いにのぼることのないありふれた

言葉のひとつとなって，心の片隅に仕舞われてい

ることでしょう。

　本稿を起こす際，この言葉をあえて文頭に据え

たことには理由があります。それは，高専を選択

した学生の大多数において，この言葉が自らに向

けられるのは，人生の中で今回が最後になるから

です。将来的に就職，あるいは大学編入を選択し

たとしても，もはや「入学」が祝されることはあ

りません。みなさんは，この〈最後の入学〉の意

味を問わねばなりません。〈最後の入学〉を意識

すること―。その意識こそが，始まったばかりの

高専生活の羅針盤です。

　高度な技術・学問を習得し，希望の将来像を現

実にすべく，〈最後の入学〉意識を手に，学びの日々

を慈しみ育ててください。高専生活の中で，授業，

クラブ活動などを通じ，二度とない学生としての

本分を全うすることに意識的であってください。

またこの入学は，仕事上の利害を伴わない人間関

係を作り上げる機会においても〈最後の入学〉と

なります。切磋琢磨できる友人関係という楼閣を，

一層大切に意識的に築き上げてください。

　みなさんの，業（＝学問）を卒（＝おわる）す

る，五年後の卒業式での，凛とした立ち姿を想像

しながら，もうひとたび心より声にします。

　「（最後の）ご入学，おめでとうございます。」

新入生を迎えて

電子機械工学科１年　担任

大久保　健　治
「ご入学，おめでとうございます。」

る代わりに，君たちに課せられる自己責任は重い

ということです。それは，君たちは本校に入学し

たその日から，普通高校の「生徒」ではなく，高

専の「学生」と呼ばれる立場になったのに表れて

います。また，加えて，将来，日本の海運界を

背負うofficerと呼ばれる地位に就く「士官候補

生」，つまり，卒業後の活躍をとても期待されて

いるcadetという立場になったということです。

実習服の帽子にはcadetとあります。最近，大切

な時間である授業中にのんびりしてしまっている

様で少々心配しています。この帽子を見て入学当

初の「頑張るぞ！」という気持ちを持ち続けて欲

しいと思います。そして，期待にしっかり応える

ため，計画的に効率よく勉強して欲しいと思いま

す。皆で決めた学級スローガンは，「結束」です。

校歌の二番の歌詞に「未見の我を磨きだす。」と

あるように，皆で立派に成長できるよう頑張りま

しょう。
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新入生を迎えて

　新入生の皆さん，ご入学おめで

とうございます。

　合宿研修，クラスマッチも終わ

り，そろそろ学校生活にも慣れて

きた頃かと思います。中には，入学時の緊張感が

薄れてきた人もいるかもしれません。漠然と一日

を過ごしていると，あっという間に５年間が過ぎ

去ってしまいます。

　人生は旅に喩えられることがあります。アメリ

カ合衆国の詩人ロバート・フロストの『選ばれざ

る道』(“The Road Not Taken”)という詩の中に

登場する旅人は，二つに枝分かれする道の前に立

ちつくしています。人が通った形跡があり，遠く

まで見渡せる道と，草が生えていて人が歩いた跡

がない道の二つです。旅人は迷った末に，人に踏

まれた形跡のない道を選びました。

…Two roads diverged in a wood， and I― 

I took the one less traveled by，And that 

has made all the difference．

 （森の中で道が二つに分かれていて，私は，人が

歩いた形跡の少ない道を選んだ。それが大きな違

いを生み出したのです。）

　この詩にはいくつかの解釈があり，旅人が選ん

だ道が必ずしも人生の成功を意味しているという

わけではないようです。どちらの道を選んだとし

ても，その先には行く手を阻む困難や試練が立ち

はだかっていることでしょう。しかし，どちらか

の道を選んだ以上は，その道を突き進んで行くし

かありません。

　皆さんは，本校に入学するという道を既に選択

ました。選んだ以上はその結果に後悔しないよう，

覚悟を持って自分の人生を切り開いていってくだ

さい。皆さんにはそれができると信じています。

今後の健闘を祈ります。

情報工学科１年　担任

井　口　智　彰
人生を旅に喩えると…
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大島丸体験航海（Ｈ29.４.７～10）

 商船学科１年　岡本　　愛　

　４月10日月曜日，私達，商船学科40名は，大島丸に乗船した。あいにくの雨でとても残念だったが，

これからも実習などで乗船する機会は多くあるので景色はお預けだと思った。私は，私の祖父の影響を

受けて商船学科に入った。私の祖父はガソリンなどの危険物を載せて輸送するタンカー船の機関士だっ

た。私は，幼い頃から祖父の思い出話を聞いており，いつしか私も祖父と同じ船乗りになりたいと思い

始めた。そして，大島商船に入学したのだ。祖父が，実際どのような仕事をしていたのかなどの好奇心

や初めての本格的な船に乗れるという喜びなどの気持ちを抱えて乗船した。中は，通路が狭くて驚いた。

今までフェリーなどの客専用の船にしか乗っていなかったこともあるかもしれないが，中に入った時，

狭いなと感じた。その後，大島丸の乗組員の紹介，船長の講話などがあった。話を聞いていくうちに祖

父はこんな大変な仕事をしていたのだということに気付いた。それと同時に私にこのようなことができ

るのかと思ってしまったが，商船学科に入った以上，腹をくくって頑張ろうと思う。船長の話もすごく

興味深いもので聞いているだけでもタメになったと思う。その後，船内を乗組員の方に案内してもらっ

た。やはり，通路が狭かったので部屋も狭いと感じたが，男子の寝る部屋は思っていたよりも大きく大

島丸は案外，大きな船だったんだなと気付いた。また，レーダや海図のある部屋に案内してもらった時，

難しそうだと感じた。船は一歩間違えると命にかかわる大きな事故になってしまうので，この部屋には

緊張感が漂っていた。

　これから,５年半いろいろなことがあると思う。つらいこともあると思うし，楽しいこともあるはずだ。

でも，途中で投げ出さず最後まで向き合いたい。

 電子機械工学科１年　東　　克樹　

　今回の大島丸体験航海で，私は初めて大島丸に乗船するので，どんな航海になるかとても楽しみにし

ていました。

　当日は，少し曇り空で絶好の航海日和ではなかったのですが，雨が降ってなかったので良かったと思

いました。

　授業が終わり教室を出て，停泊している大島丸を見ると私が想像していた大きさより大きく，最初に

見た時はとても驚きました。

　大島丸に乗船する前に乗船中の注意事項等を聞き乗船しました。出航してすぐに船長の授業を受けて

色々なタメになることを教えていただきました。その後，各班に分かれて，それぞれが担当の教官に連

れられて，船橋，船内案内，機関制御室，学生ホールを周りました。私は様々な機械があった船橋や機

関制御室に特に興味が湧きました。

　それぞれの場所でその場所の役割等の説明を聞き終わると，自由時間になったので，風が良く当たる

船外に行き，ゆっくりと過ごしました。船でゆっくりと過ごす事はあまりない経験で，涼しかったので

とても気持ち良かったです。

　今回の体験航海で船にも色々な機械が積んであるということを改めて知りました。いつか，あそこに

あった機械やその他の機械も扱えるような技術者になるためにこれからの勉強を頑張っていきたいと思

います。
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大島丸体験航海（Ｈ29.４.７～10）

 情報工学科１年　石井　　陽　

　大島丸に乗ったのは３回目くらいなので，何かに驚いたとか感心したなどということはあまりありま

せんでした。初めて乗った時の感想を言えば，船の中の構造や，レーダーがくるくる回っているのが何

かおもしろいと思いました。

　大島丸は他の商船の船と比べると，小さい方だと聞いたことがありますが，それでもしっかりした造

りになっているなと思いました。逆にしっかりしていなかったら，欠陥であるということになりますが。

　それと，大島丸に乗ったときに，かなり船酔いをしてしまいました。そのため，あまり長時間乗りた

いとは思えないのが正直なところです。

新入生合宿研修（Ｈ29.４.17～18）

 商船学科１年　西村　光生　

　平成29年４月17日から18日までの２日間，国立

山口徳地青少年自然の家で，新入生を対象に，合

宿研修がありました。

　今回の合宿の主な内容は，焼き板細工やレク

レーション，野外炊飯などがありました。ここに

くるのは小学５年生，中学１年生と今回で３度目

であったけれども，この合宿ではとても時間に余

裕があるように思えました。

　焼板細工はそこそこ上手くできたものの，問題

は野外炊飯で，これがなかなか上手くいかず，科

学技術の素晴らしさを改めて思い知らされること

になりました。特に難しかったのは米と野菜の調

理で，水加減や火を通す時間などはキッチンとは

わけがちがいました。そして片付けに入ったと思

うと実はこれが一番大変で，むしろこれがメイン

といっても過言ではないと思います。これは調理

よりも時間がかかりました。

　レクレーションは大縄跳びをしました。合宿の

目的として友愛と協調の精神を養うというのがあ

りましたが，縄跳びはこれが生きる競技だと思い

ます。商船学科のチームは二つとも良い結果を残

すことができ，クラス目標である「結束」に近づ

けたのではないかなと思います。これからこのメ

ンバーで練習船での実習など共に過ごす機会が増

えていくので，絆を深める事ができる様に努めた

いと思います。

　活動する時間は実質１日でしたが，とても内容

の濃いものだったと思います。この経験を忘れず

に大事にしていきたいです。
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新入生合宿研修（Ｈ29.４.17～18）

 電子機械工学科１年　感王寺優香　

 情報工学科１年　石津　龍真　

　私は，国立山口徳地青少年自然の家に行くまで

は，焼板作りではなく，山登りをすると思ってい

ました。焼板作りについては，ほとんど考えてい

なかったので，焼板作りをするといわれたときは，

驚いたし，どんなものを作るのだろうと思いまし

た。木を好きな形に切って焼き，磨くという作業

をすると説明されたときは，やったことがなかっ

たのでとまどいましたが，実際にやってみると，

とても楽しかったです。

　木を焼くときは，どれくらい焼いたらいいのか

や，班の人全員が同じところで焼くので，どれが

自分のなのかわからなくなったりしました。火か

らとりだして木についている炭をおとすときに，

煙がすごくて目やのどがいたくなりましたが，布

でみがいていくと木目がきれいにできてきたの

で，すごいと思いました。みがいた木に金具をと

りつけるときは，自分ではできなかったので，他

の人にやってもらいました。班の代表の人が木を

わったりして準備をしました。

　私は焼板作りを通して，人と協力するために

は，たくさんの人とコミュニケーションをとるこ

とや，安全に気をつけながら作業を進めていくこ

との大切さを学びました。焼板作りをしたことで，

話したことのない人とも話せたり，仲良くなるこ

とができました。この経験を，これからの学校生

活に生かしていきたいと思いました。

　平成29年度新入生合宿を終えて，私が特に感じ

たことは「コミュニケーション」と「協力」の２

つの重要性です。

　初めに，「コミュニケーション」です。なぜな

ら，商船には様々な中学校からの人が来ているた

め，ほとんどの人と初めて話すことになるからで

す。夕べのつどいの時に，野外炊事の班決めがあ

りました。野外炊事は２日目の１番大切なイベン

トだと思います。しかし，班のメンバーは全く知

らない人たちばかりです。けれども，野外炊事の

時にはそれぞれの役割に分かれて行動する際には

「具材取ってくるね」や「野菜切るね」などの会

話が聞こえました。そのおかげかカレーは美味し

く，楽しく調理することができました。

　次に「協力」です。合宿初日の夜に長縄大会が

ありました。科別で知っている人もいたため，み

んなで相談し，どうやったらたくさん跳べるか話

しましたが，私たちの班は最下位でした。それで

も，練習の時と比べるとかなり回数が伸びていま

した。

　これらのことから私は「コミュニケーション」

や「協力」を以後の学校生活を充実したものにす

るために生かせるように頑張っていきたいと思い

ました。
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　今年度より寮務主事を拝命する

こととなりました。どうぞよろし

くお願いします。寮の運営に関し

ては，昨年度までの方針を引き継

ぎ，寮生会の自主性を尊重した運営を行っていき

たいと思います。４月には寮生会役員も大きく交

代し，男子寮は山中勇人君，女子寮は青木雛子さ

んを中心に，新しい体制で運営されています。

　ところでこの２年間で，本校の学生寮の住環境

は大幅に改善されました。念願であった学生寮の

全居室にエアコンが設置され，浴室を始めとする

共通スペースの整備も進み，セキュリティーシス

テムの導入によって防犯面での改善もなされてい

ます。このような中，今春は52名の新入寮生を迎

え，現総員数も246名となりました。４月12日の

新入寮生歓迎会では豪華な景品を用意したビンゴ

　この度，学生主事を務めること

になりました増山です。赴任して

20年目の節目に大役を務めること

になり，初めて本校の正門をく

ぐった時のようなフレッシュ，かつ緊張した気持

ちで，スタートを切りました。１年生も，このよ

うな気持ちで学校生活が始まったと思います。で

は,２年生以上は，いかがでしょうか。すばらし

いモチベーションを心の中に秘めて，新学年を迎

えたものと期待しております。

　皆さんは，「年を取ると１日の時間が経つのが

早い」という言葉を聞いたことがあると思います。

この感覚は，どちらかというとマイナスのイメー

ジがありますが，私の中では，むしろプラスとし

て捉えています。その考え方を紹介しましょう。

　私たち教員の仕事の１つに，論文の執筆があり

ます。この仕事，私の場合，とにかく時間を必要

とします。全体の分量は図表も含め５～６ページ

ですが,1日に数文しか進まないことも多々ありま

す。最終段階でも，全体を見渡しながら何度も修

正し，必要であれば書き換えを行い，ようやく仕

上がります。この仕事に取り掛かると,１日が終

わるのも早いです。しかし，それは充実している

結果です。後日，論文が発行されると，とても嬉

しいですが，それだけではありません。この仕事

を１つ,２つと積み重ねて行くことで，それらが

大きな進展につながります。

　さて，皆さんの学生生活を楽しくさせるのも，

つまらなくさせるのも，すべては自分の行動で

す。願望だけでは何も起こりません。目的に応じ

た行動を継続することよって効果が現れます。学

生生活では，様々なことにChallengeできますし，

それを実施するChanceもあります。さらに，それ

らを目指して行った行動は体の中にChargeされ，

今後，さらに多様化する社会に，きっちりと対応

できる財産になることでしょう。日々の短さは，

Challenge， Chance， Chargeした分量に比例する

ことをお忘れなく。

新任役職あいさつ

学生主事

増　山　新　二
Challenge Chance Charge

寮務主事

川　原　秀　夫
寮生の皆さんへ
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新任役職あいさつ

大会を開催しました。留学生や新入寮生を交えて，

寮生間の親睦を深めてもらえたことと思います。

寮生活に関する要望や改善点など必要なことがあ

れば，寮生会を通じてどんどん提案してください。

全ての要望が叶うわけではありませんが，寮生の

皆さんと一緒により良い環境の寮を作っていきた

いと思います。ただし，学生寮はホテルのような

快適なサービスを提供する場ではなく，あくまで

も共同生活を送る場ですので，規則を守った生活

が求められます。毎日の点呼，清掃，門限など決

められた日課があります。規則が守れないと処罰

もあります。

　堅苦しい話になってきましたが，これから夏に

向けて，バーベキュー大会やクリスマス会，外国

人留学生との交流会など楽しい行事もあります。

遊ぶ時は思い切り遊び，やるべき時はしっかりや

る。学生寮を通じて，メリハリのある高専生活を

満喫していただきたいと思います。

　今年の４月から専攻科長という

重責を担うことになりました。母

校に赴任して24年目ではあります

が，これまでは寮務主事室，学生

主事室に関わる業務が多かったため，教務に関連

する業務には多少の戸惑いもあります。教務主事

室，学生課などとしっかり連携し，母校の教育シ

ステムをより充実することに尽力したいと考えて

います。

　さて，専攻科という教育システムは，私が本校

を卒業した平成２年３月にはまだ存在しませんで

した。大学卒（学士）になるには，大学に編入学

するしかなかった訳です。平成17年度に専攻科が

設立され，学位授与機構の審査に合格すれば，大

学に編入学しなくても学士になることができるよ

うになりました。さらに，平成27年度には特例適

用専攻科の認定を受け，学生が簡単な手続きで，

学士になることができるようになりました。

　こうした変化を重ねてきた専攻科ですが，専攻

科に進学することには，専攻科長の立場から見て

もメリットとデメリットがあります。メリットは，

経済的な負担を軽減して学士になれること，環境

を変えないで研究を続けられることなどがありま

す。さらに近年は，大学院に進学する専攻科生が

増えており，今年度は大学院への進学率が50％に

達する見通しです。一方，デメリットは，大学に

比べて研究費が少ないこと，慣れた環境だと刺激

が少ないことです。目標を明確に持たないまま専

攻科に進学すると，慣れた環境はぬるま湯のよう

になり，デメリットにもなり得ます。

　任期中は，教育理念・教育目標・養成すべき人

材を再確認し，社会の要求水準を満たして専攻科

を修了できるようにサポートしたいと思います。

教職員だけでなく保護者や地域の方々にもサポー

トをお願いすることがあると思いますが，ご理解

とご協力をよろしくお願い致します。

専攻科長

藤　井　雅　之
専攻科

－10－



　本年度よりキャリア支援室長の任を受けました

商船学科の久保田です。宜しくお願いします。さ

て近年，労働環境や労働者の職業意識の変化に伴

い，職業能力開発促進法が改正され，「キャリア

形成」促進が掲げられています。しかし「キャリア」

や「キャリア形成」という言葉は，浸透してきま

したが，その意味や広がり，さらには，「キャリ

ア支援」を中心とする対策，展開の有り方につい

ては明確にされていないのが現状です。私自身も，

「キャリア支援」の手段については模索している

状態です。「キャリア」とは，一般的に「経歴」，「経

験」，「発展」という連続的な意味を持っています。

「職業能力」で例えると，「職業能力」は「キャリ

ア」を積んだ結果として蓄積されるものであるの

に対し，「キャリア」は職業経験を通して，「職業

能力」を蓄積していくプロセスです。つまり「キャ

リア形成」とは，このような「キャリア」の概念

を前提として，個人がその職業に必要な能力を作

り上げていくこと，らしいです。堅苦しい表現に

なりましたが，「キャリア形成」は，動機，価値

観，能力を学生自ら問いながら，希望進路への自

己実現を図っていくプロセスであり，「キャリア

支援」とは皆さんの希望進路への自己実現のお手

伝いをすることです。具体的に本校においては，

最終的な出口として就職と進学の二つの進路があ

ります。しかし入学したての１年生にとっては，

就職や進学と言われても遠い未来のことである様

だと思います。キャリア支援室では，低学年にお

いては，出来るだけ早い段階で，将来への目標を

定めることを支援する活動を行っています。また

高学年については具体的な就職や進学に関するサ

ポートをしています。学生の皆さん，どうかお気

軽にお声をお掛けください。

新任役職あいさつ

キャリア支援室長

久保田　　　崇
キャリア形成に向けて
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（平成 28 年 12 月～平成 29 年３月まで）各種国家資格試験合格者

●第二種電気工事士試験（平成28年12月実施）

 M5 岡村　泰宏 樹下　馨

  德永　諒

 M4 青木　温武 井上　匡人

  片山　廉太郎 斉藤　修平

  関光　正輝 竹村　尚悟

  田代　海斗 田中　天太

  堂原　健次郎 西本　明矢

  野坂　優介 宮尾　康平

  吉永　直樹

●一級海技士（機関）（平成29年２月実施）

 S5 川上　拓也

●二級海技士（機関）（平成29年２月実施）

 S5 河繁　悠人

●日本漢字能力検定（平成29年１月実施）

 I4 下坂　美紅

★サッカー部

１月８～９日 第３回サザンセト大島・周防大島町杯

 　　サッカーフェスティバル 優勝

３月８～９日 山口県サッカー選手権大会 ４位

★バスケットボール部（男子）

１月14日 山口県高等学校新人大会 １回戦敗退

３月５日 第50回山口県会長杯争奪バスケットボール大会 ２回戦敗退

★バレーボール部（男子）

１月14日 山口県大会兼新人大会（第25回中国新人予選） ２回戦敗退

１月22日 秋季岩柳地区体育大会 １回戦敗退

３月24～27日 第５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 総合17位

★バレーボール部（女子）

３月19～20日 四国地区高専バレーボール春季リーグ戦 リーグ４位

３月24～27日 第５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 総合５位

★コンピュータ部

３月12～13日 コンピュータフェスティバル　競技部門 １位

 　　　〃　　　メディアコンテンツ部門 ２位

  企業賞

（平成 29 年１月～平成 29 年３月）各 種 大 会 成 績
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一言コメント☆

　数年前，私は日本のことSONY，MITSUBISHI，

TOYOTAしか知りませんでした。子供のころから日

本に留学するなんて全然思わなかったです。高校

が終わった後，私は色々な奨学金を申請しまし

た。日本に留学する奨学金を政府から支給された

ので，日本に来ることができました。日本に行く

前にマレーシアで２年間日本語を勉強しなければ

ならなかったです。その頃から日本語を勉強し始

め，日本のこと，文化，歴史，アニメなどについ

て知り，ますますこの国のことが好きになってい

きました。

　初めて日本に来た時，私は日本人がとても時間

を守っていることに驚きました。マレーシアで

は，電車は時間通り走っていますが，バスはあま

り時間を守っていませんので，とても不思議に思

いました。今までに私がマレーシアでバスに乗っ

た時，時間通りに走ったバスは一台もありません

でした。また，エスカレーターでみんなが同じ側

に列を作って並ぶこと，電車の中に静かでいるこ

となどに驚きました。

　日本に来て勉強し始めてからまだ一年も経って

いません。ですから，いろいろな日本の文化を勉

強したり日本全国の有名な観光地を訪ねてみたり

したいです。

商船学科　３学年

ムハマッド　ルシャイデイ　ビン　ロスラン

Muhammad Rusyaidi bin Roslan

エディ（通称）

　　　　　国籍☆マレーシア

　好きな食べ物☆バナナ，羊肉

　嫌いな食べ物☆ブルーベリー，まずい食べ物

　　　　　趣味☆サッカー，運動，料理，寝る

　　話せる言語☆マレー語，英語，アラビア語
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　　　　　国籍☆モンゴル

　好きな食べ物☆アイスクリーム，肉

　嫌いな食べ物☆あんこ

　　　　　趣味☆旅行，音楽

好きなスポーツ☆バスケットボール

　　話せる言語☆モンゴル語

一言コメント☆

　こんにちは！私はアナルと申します。モンゴル

のセレングからきました。

　モンゴルで一年半日本語や他の科目を勉強し

て，EJU（留学に必要な国家試験）という試験を

受けました。そして日本へ留学することになりま

した。

　私は，14歳のころからアニメをみて日本のこと

に興味を持ちました。そのころから日本へ留学し

たいと思うようになりました。大学に入学する前

に高専という学校についてはじめて聞きました。

そして日本へ留学できることが決まって本当にう

れしかったです。

　ここに来てからみなさんに色々なことを教えて

もらって楽しかったです。しかし，日本語や勉強

がまだまだ苦手なので，みなさんと一緒に頑張り

たいです。この学校を卒業するまでの３年間でい

い友達をたくさん作り，しっかり楽しく勉強をし

たいと思っています。宜しくお願い致します。

情報工学科　３学年

オルギルバートル・アナル

Orgilbaatar Anar

アナル（通称）

　　　　　国籍☆カメルーン

　好きな食べ物☆牛丼，焼き肉，お寿司

　嫌いな食べ物☆わさび，納豆

　　　　　趣味☆音楽，ゲーム，

　　　　　　　　サッカーを見ること

　　話せる言語☆フランス語，英語，日本語

一言コメント☆

　私はロンツィーと申します。子供のとき，自動

車を見て，それを動かすためにエンジンが必要だ

ということが分かりました。それで，エンジンの

構造や仕組みについて知りたいと思うようになり

ました。なので，夢を実現するために日本に留学

することを決めました。それから日本で機械を学

びたいと思っています。エンジンに興味があるの

で，ぜひ専門の授業を受けたいです。

　まだまだ分からないことがたくさんあって，ご

迷惑をおかけすると思いますが，皆さんと一緒に

勉強ができるのを楽しみにしています。どうぞよ

ろしくお願いいたします。

電子機械工学科　３学年

ロンツィー　クリスコ　ジュール　ビダル

LONTSI CHRISKO JULES VIDAL

ロンツィー（通称）
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　皆さん，こんにちは。本年度より情報工学科に着任しました印南です。私が

受け持っている情報工学概論では，情報技術者としての基礎を習得するための

授業が行われています。情報技術者という言葉が出ましたが，みなさんは情報

技術者に対してどんな印象を持っているでしょうか？体調が悪そう，深夜まで

仕事をしている，パソコンが友達，エナジードリンクが常に机に置いてある，

といったようにあまり良い印象はないかもしれません。

　一方で，世の中の情報技術者が生み出しているものにはどんなものがあるで

しょうか？皆さんのスマートフォンにもLINEやtwitterといったSNSのアプリが

入っていますよね？これらは，私達のコミュニケーションの方法を変えました。

これまで電話やメールが主流だった一対一のコミュニケーションを変えただけでなく，一対多のコミュ

ニケーションが可能となり，より多くの人に情報発信ができるようになり，また，多くの人の情報を受

信できるようになりました。

　また，私達の移動の手段では，自動車の自動運転の技術への取り組みも進んでいます。自動ブレーキ

の技術は追突事故を未然に防ぐことができる可能性があります。さらに，国と民間企業で策定している

官民ITS構想ロードマップでは，2020年を目標に高速道路での準自動パイロットの導入を定めています。

これは，高速道路では車線変更を含む運転動作を自動で行うというものです。これらの技術がさらに発

展すれば，将来的には私たち自身が車を運転する必要がなくなる日が来るはずです。

　その他にも，VR（仮想現実）やAR（拡張現実）を使うことで，身体が不自由な人が仮想的に観光でき

るようにする取り組みや，長距離移動が難しい学生に対しても歴史的な遺産の社会科見学を仮想的にで

きるような取り組みも始まっています。

　このように，情報技術者は様々な分野で，世の中の人が困っていることや，まだ世の中の人は気付い

ていないけれど重要な問題を見つけ，解決するために日夜必死に働いています。

　皆さんのイメージの通り，彼らは体調を崩すほど長時間仕事をしたり，パソコンと寝食を共にしたり，

地味な不具合の修正に追われたり，華やかではない部分が多いことも事実です。本当に大きな問題を解

決するために必要な努力の量は私達の想像を超えるもので，本当の意味で骨身を削るような作業が必要

になるのだと思います。

　ただ，そうやって生み出されたものが世の中に出て，世の中の人を少しだけ幸福にしたなら彼らはど

う思うでしょう？彼らは本気で全力でやっているからこそ，本気で嬉しいはずです。本当に声を上げて

喜ぶはずです。

　情報技術者に限らず，世の中に価値のあるものを提供することは生半可な覚悟では難しい。しかし，

その先にある本気で喜べる瞬間のために彼らは日夜全力で取り組んでいるのだと私は感じてきました。

その作業自体がどれだけ地味だったとしても，そういう生き方を私は「かっこいい」と思っています。

　私は一教師として，皆さんの中にそういう志を持って困難に挑戦し，世の中の人を幸福にしてくれる

人が現れることを願っています。また，その時には，親御さんは不安な気持ちをグッとこらえて，挑戦

しようとする子どもの背中をそっと押してあげてほしいです。

　その時に力を発揮できるようになるために，私たちは今ここで自分にできる努力を一つ一つ積み重ね

ていく必要があるのだと思います。

情報工学科　　印　南　聡　志

情報技術者の可能性
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　「私は人の笑顔を見ることが大好きです。だ

から笑顔あふれる学校を創りたい。楽しさを提

供し，誰からも頼られる，at homeな学生会に

していきたい。」これは，私が学生会選挙の際

に述べた宣言の一部です。この思いをモットー

に，只今，学生会の司令塔として励んでおりま

す。平成29年度の学生会会長を務めさせていた

だきます，商船学科３年福喜碧海です。就任し

てから間もなく２カ月が経とうとしています。

そんな中，私は今，先輩方が通ってきた道の困

難さや責任の重大さを身にしみて感じています。

　学生会活動をするにあたって，一人でできる

ようなことは何一つとしてありません。そこで

何よりの支えとなるのが仲間です。就任してす

ぐに頭を抱えた悩みは，指揮の執り方でした。

しかし，そんな悩みも副会長をはじめ学生会メ

ンバーが解決してくれ，今では自分なりのやり

方で学生会を引っ張って行くことが出来ていま

す。私たちが３年生であるということに不安を

抱いている人も多くいるとは思いますが，それ

を吹き飛ばせるような力が私たちにはありま

す。ユーモアにあふれた考えの人もいれば，冷

静に物事をとらえることが出来る人，他にも個

性豊かな人がたくさんいます。そんな人たちば

かりが集まった学生会は団結すると思わぬ力を

発揮することがあります。また，私は学生会メ

ンバーのその各々の個性を自由に生かした学生

会を創りたいと考えています。そこから学校全

体に目を向け，学生会メンバーを手本に学生自

身の個性を見いだせるような学校を創っていき

たいのです。この学生会を築き上げていただい

た先輩方の礎を基に，良さを残しつつ枠にとら

われない私たちのカラーで新生学生会を築き上

げていきたいと思っています。

　先日，学生会が主体となって運営する一大イ

ベント，クラスマッチが行われました。準備を

念入りに行っていましたが，やはりミスは発生

しました。そんな時，みんなが一気に臨機応変

に動き出す。一人一人が縁の下の力持ちとなっ

てクラスマッチの運営がスムーズに進むよう支

えあう。各々にその意識があったため，クラス

マッチは成功し且つ盛り上げることができまし

た。学生会として当然の事と思われるかもしれ

ません。しかし，その当然のことが信頼を得る

第一歩につながると私は思うのです。

　みんなの心に残るような学生会。そんな学生

会を目指しています。この大役に就任するまで，

私は２年間，学生会をサポートするひよこ隊と

して学生会の活動を傍で見てきました。その間，

もっとこうしたら…，こんな行事をしたら楽し

いだろうな，等々。様々なアイデアや意見を思

い浮かべていました。しかし，前までは客観的

に見えていたものも，いざ指揮を執る立場に立

つとそれは以前にも増して困難に感じます。主

観的なままでは，学生会のみの考えとなってし

まします。だからこそ私たちはもっと視野を広

くし，客観的に学生会の活動を見ていかなけれ

ばなりません。そのためにも，学生の意見を取

り入れやすいよう目安箱を昨年に引き続き設置

し，また，どうすると学生が意見を投函しやす

いか策を考えているところです。一人一人が殻

を破り，自分のカラーを出していけるような学

校にしていくためには，みなさんの力が必要で

す。私たちは，何事も恐れず初志貫徹の精神で

学生会を運営し，より良い学校を創り上げてい

くことを約束します。

　最後になりましたがこれから１年間，暖かな

ご声援とご協力よろしくお願いいたします。

学生会会長　商船学科３年　　福　喜　碧　海

私たちのカラーで
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　私たちバドミントン部は男子26名，女子16名の

計42名が在籍しています。

　バドミントン部のチームの運営の方針は，「学

生主体の運営」です。そのため，練習メニューの

作成は基本的に４年生が作り，大会に出るメン

バーの決定は部長が中心となって部員たち自身で

行っています。メンバーを決定する際には，実力

だけでなく，日々の練習態度（参加状況，取り組

み姿勢，後輩への指導など）も含めて総合的に決

めています。そうすることにより部員の積極性の

向上，自分の行動に対する責任感，部全体のため

に自分に何ができるかを判断し行動するコミュニ

ケーション能力を身に付けることができると思っ

ています。特に，部員の多くは，高専からバドミ

ントンを始めた人がほとんどのため，初心者の１

年生は上級生が練習の休憩中にローテーションを

して教えています。また，近年，部員の人数が増

えてコートの数が足りない状態ですが，部員みん

なで練習内容を工夫してよりよい練習ができるよ

う工夫をしています。

　出場している主な大会は，高等専門学校体育大

会，岩柳大会，山口県体育大会と地元で開催され

ているＢ＆Ｇバドミントン大会です。近年の大会

成績は高等専門学校体育大会では男子女子共に２

回戦出場，山口県大会は男子ダブルス，シングル

ス共に３回戦まで出場しています。良い成績を残

せてはいないのですが，その悔しさをばねにして

次の大会で前の年の成績より上にいけるように練

習にも力を入れて，一つ一つの大会で常に上を目

部活動
紹　介

指し日々練習に励んでいます。

　今後もバドミントンの技術向上だけでなく，バ

ドミントン部での活動を通して，部活動以外の面

においても自分自身を成長させ，人のために行動

できる人に成長していけるチームになることを目

標としてこれからも活動をしていきます。

バドミントン部

電子機械工学科　５年　　西　本　萌　加
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４月に学校が始まり早くも２ヶ月近くたちましたが，学校の生活はどうでしょうか？「楽しくやって

います」や「普通に生活しています」と言ってくれる学生さん達も多くいて，教員の目から見ても，学

生生活を本人なりにやってくれているのだと思ってみています。

私自身も何十年前は，中学生，高校生，・・・・と生きてきました。その頃の記憶は，ちょっとはあ

るのですが，詳細な記憶は思い出すことが出来ません。ただ，その頃のことを，あるきっかけがあり，

思い出してみました。

中学校時代，どちらかというと，教室という閉ざされた空間から逃げ出したいという気持ちが強く，

教室の椅子に何故座っているのだろうかと疑問に感じる日々でした。ですが，小心者の私は教室から飛

び出すこともせず，ただ座っていました。なにか分からないモヤモヤとした感覚があったのですが，そ

の感覚は思い出せません。私自身の気持ちはその教室に無かったことだけは事実だと思います。今，思

うとダメな中学生ですね。

それから，数年して，なにかのきっかけで４次元空間について勉強をしました。そのとき，仮に４次

元星人がいたとするなら，教室から自由に出入りすることができると知り，中学時代の自分を懐かしく

思いました。またまた数年して今，教員として教える立場にあるのですが，教室には私みたいな４次元

星人が多いのに気が付きます。あの時私は悩みを誰にも相談できませんでしたが，誰かに話せていたら

少しは楽になれたかなと思います。

４次元星人も４次元星人でない人も気軽にお話をしましょう。どんな話でも構いません。気軽に声を

かけてください。

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）看護師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
橘

（情報）
野本

（一般）

13：00～17：00
カウンセラー

篠　田
カウンセラー

山口弘美

８：30～17：00 重本（看護師）

16：00～17：00
堤

（一般）
堤

（一般）
山口伸弥
（商船）

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。

４次元星人時代
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平成２９年度公開講座等のお知らせ

開催日 講座名 講師
募集
人数

講習料
（円）

対象

7/29(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

8/9(水) フリーソフトで３次元CG作成 杉野　直規 10人 無料
小学校高学年

～中学生

8/17(木)
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 無料 小中学生

8/25(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

9/2(土)
水上バイクで人命救助

（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

10/13(金)～

毎週金曜日
基礎から学ぶ韓国語講座＜中級＞ 朴　　鐘徳 ６人 9,400 一般の方

◇公開講座

No. テーマ 担当者 対象

１

サバイバルレッスン

 幸田三広，行平真也

 渡邊　武，松村　遼

 跡部　幸

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。

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，次頁問合せ先にご連絡ください。

◇出前授業
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開催日 講座名 講師
募集
人数

対象

7/13(木)

11/16(木)
パソコンカフェ２０１７ 印南　聡志 20人 地域の高齢者

8/4(金)
船上の女性たち

　～灯台守から女海賊まで
石田　依子 10人 一般の方

8/4(金) 明治150年講座「王政復古と木戸孝允」 田口　由香 50人 一般の方

8/10(木) シーケンス制御の基礎の基礎 浅川　貴史 10人 中学生以上

8/11(金) ＰＬＣの基礎の基礎 浅川　貴史 10人 中学生以上

9/3(日)
近代造船の先駆者・渡辺蒿蔵－師・吉田松陰の

海事意識を踏まえて－
牛見　真博 10人 一般の方

12/14(木)
高齢者のためのスマホ、

ＰＡＤ（android）の楽しみ方

櫛田　直規

岡崎　秀俊
10人

高齢者の方

初心者の方

12/15(金)
映画で学ぶアメリカ文学

　～カサブランカ
石田　依子 10人 一般の方

◇教養セミナー

問い合わせ先　〒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　

　　　　　　　ＴＥＬ0820-74-5521
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　新任教職員紹介

出身：島根県

大島商船の印象：素直で真面目な学生が多いと思

いました。みんな夢を持っていて素晴らし

いです。

担当：実験実習・海事実務

趣味：旅行

抱負：本校を卒業後，短期間ではありましたが，

観光船に就職いたしました。一般企業に身

を置いていたこともありますので，それら

の経験を生かして，学生が社会に飛び立つ

前に，できる限りのことを教えることがで

きればと思っております。１年という任期

付きではありますが，どうぞ宜しくお願い

いたします。

出身：山口県

大島商船の印象：私が学生だった頃から学生の明

るい笑顔や挨拶，温暖で学びやすい環境の

印象があります。

担当：情報工学概論，コンピュータリテラシ

趣味：読書，ドライブ，釣り（したいだけ）

抱負：学生に情報工学の楽しさや難しさ，将来の

可能性を伝えられるように努力します。ま

た，これからも沢山挑戦して，沢山失敗し

ます。そして，より良い教師になるために

精進していきます。

出身：兵庫県

大島商船の印象：校舎から見える海がとてもきれ

いで印象的です。

担当：電気電子工学，電気機器学，応用数学

趣味：サッカー，読書

抱負：理工系分野で長く学んできました。数式を

用いた物事の見方を伝えられたらと考えて

います。学生の皆さんが学ぶことを大切に

できるように手助けをしていきたいと思い

ます。

出身：山口県

大島商船の印象：学生がよく挨拶してくれて活気

があると感じています。

担当：物理，応用物理，応用物理科学

趣味：釣り，スキー，

　　　バスケットボール（最近は観るだけです）

抱負：物理は工学の土台となる学問です。専門科

目との関連性を意識してもらえるように教

育・研究を行っていきたいと思います。

商船学科

　跡部　　幸

情報工学科

　印南　聡志

商船学科

　小林孝一朗

一般科目

　神田　哲典

ＮＥ
Ｗ
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出身：大分県

大島商船の印象：みなさんが挨拶をしてくれるこ

と，学校から海が見えることが印象的でし

た。

担当：制御工学，システム制御

趣味：ギター，プログラミング，電子工作

抱負：私自身の経験や知見などを少しでも多く皆

さんに還元でき，また，それらが皆さんの

これからに役立ててもらえるように，努め

ていきたいと考えています。

出身：新潟県

大島商船の印象：瀬戸内海を望む非常に景色の良

い立地で，気持ちよく研究できそうだと感

じました。

担当：電子回路，電磁気学，センサ画像工学

趣味：ドライブ

抱負：大学院を修了したばかりですので，まだま

だ至らないところが多いかと思います。一

刻も早く信頼して頂けるような教員となれ

るよう，伸び盛りの学生の皆さんと一緒に

成長して参りたいと考えています。

出身：島根県

大島商船の印象：周囲の景観もよく，学生の方も

元気で素敵な学校だと思いました。

趣味：旅行

抱負：新社会人で分からないことだらけですが，

早く仕事を覚えられるように頑張ります。

また，学生の方と接する機会は少ないです

が，学校で働いているということを第一に

考えて仕事をしたいと思います。

出身：山口県

大島商船の印象：海が大きく見える学校は初めて

なので，とても新鮮です。学生たちも元気

で，活気のある学校だと思います。

趣味：散歩，手芸

抱負：この４月から新しく採用になりました。社

会に出て働くのは初めてで，まだまだ未熟

な部分も多いですが，早く皆さんに頼られ

る職員になれるよう頑張りたいです。これ

からよろしくお願いします。

電子機械工学科

　平田　拓也

電子機械工学科

　増井詠一郎

総務課　財務係

　安部　友美

学生課　教務係

　石田めぐみ
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【退　職】（３／ 12）

 一 般 科 目 講　師 山縣　淳子

【退　職】（３／ 31）

 商 船 学 科 教　授 古藤　泰美 ※４/１より嘱託教授として再雇用

 練習船大島丸 機関長 浦田　　清 ※４/１より嘱託准教授として再雇用

【転　出】（４／１）

 情報工学科 教　授 浦上美佐子

教員の退職・転出のお知らせ

出身：山口県

大島商船の印象：学生が挨拶をしてくれ，活気の

ある学校だと感じました。

趣味：サッカー

抱負：働き始めたばかりで，まだ分からないこと

も多く，至らない点が多いとは思いますが，

精一杯がんばりますのでよろしくお願いし

ます。

出身：山口県

大島商船の印象：海，山と豊かな自然に囲まれ，

とても恵まれた環境だと感じました。

趣味：野球観戦，お菓子作り

抱負：学生のみなさんが充実した学生生活を送れ

るよう，しっかり仕事に取り組みたいと思

います。

学生課　教務係

　岩本　拓郎

学生課　学生係

　岡藤　陽子

－23－



　新年度のスタート。今年は例年に比べ桜の開花が遅かったため，入学式当日はもとより，

それ以降も周防大島周辺のお花見を楽しむことができました。

　勤続２５年目にして初めて図書館の運営に携わることになった私が，この１年間の仕事

内容を確認し，本誌の編集作業に取り掛かると，はや図書館前のツツジが満開となり，新

緑の季節が到来です。

　前例の通りに同じことをやっていれば余分な労力を使わなくてすむ（＝楽ができる）と

思う反面，同じ作るならより良いものを作りたいという「ものづくり魂」（＝日本人の美徳

かなあ？）が顔をのぞかせてしまい，関係者の皆さんには大変にお世話になりました。謹

んで感謝申し上げます。

　この小冊子により読者がひと時の憩いを感じていただければ，望外の幸せです。

� （図書館長　野本　敏生）

編 集 後 記

主　　　要　　　行　　　事　　　表

（平成29年度４～12月）
４月５日(水) 入学式

４月６日(木) 始業日

４月17日(月)～18日(火) １年生合宿研修

５月16日(火) クラスマッチ

５月27日(土) ブックハンティング

６月９日(金)～15日(木) 前期中間試験

７月７日(金)～９日(日) 第53回中国地区高専体育大会（松江，米子）

７月31日(月)～８月４日(金) 前期末試験

８月８日(火) 終業日

９月21日(木) 商船学科卒業式

専攻科海洋交通システム学専攻修了式

９月25日(月) 始業日

10月８日(日)～９日(月) 全国高専第28回プログラミングコンテスト（周南）

10月15日(日) 高専ロボットコンテスト中国地区大会（周南）

11月３日(金) 商船祭

11月10日(金)～12日(日) 第53回中国地区高専体育大会（冬季）（松江）

11月18日(土) 創基120周年・高専創立50周年記念式典

11月24日(金)～30日(木) 後期中間試験

12月22日(金) 校内マラソン大会
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