




　秋深まる今日の佳き日に、衆議院議員岸信夫

先生、参議院議員江島潔先生、文部科学省高等

教育局専門教育課課長補佐山路尚武様、山口県

知事村岡嗣政様、全国都道府県議会議長会会長

山口県議会議長柳居俊学先生、山口県議会議員

星出拓也先生、国立高等専門学校機構谷口功理

事長を始め、多数のご来賓のご臨席を賜り、こ

こに大島商船高等専門学校創基120周年ならび

に高専創立50周年記念式典を挙行できますこ

とは、本校教職員ならびに在校生、保護者、同

窓生一同の大きな喜びであります。衷心より御

礼申し上げます。

　大島商船高等専門学校の歴史は、今から120

年前の明治30年(1897年)、ここ周防大島の地

に船舶士官養成のための５年制の大島郡立大島

海員学校として創設されたのが始まりです。創

設２年後の明治32年には、大島郡ならびに島

民の絶大な支援の下、当時の東京商船学校に次

ぐ甲種商船学校として、６年制の大島甲種商船

学校となりました。

　商船学校の創設と維持のため、当時の大島郡

と島民の物資両面に亘る支援は膨大なものでし

た。そして明治34年には、大島郡から山口県

に移管され山口県立大島商船学校に、昭和14

年には山口県から国に移管され官立大島商船学

校となり、長く船舶士官養成の商船教育機関と

して発展してきました。そして戦後の学制改革

に伴って国立大島商船高等学校となり、座学の

３年と海技免状取得のための乗船実習を含む専

攻科２年の、通算５年制の商船教育の体制が取

られました。

　その後、昭和42年には修業年限５年６か月

の国立大島商船高等専門学校に昇格し、平成

16年、独立行政法人国立高等専門学校機構大

島商船高等専門学校に移行しました。このよう

に、国ならびに地方自治体、地域社会の関係各

位の絶大なるご支援の下、幾多の大きな変遷を

経て、現在では本科に旧航海学科と機関学科の

２コースを擁する商船学科と、電子機械工学

科、情報工学科の３学科、専攻科には海洋交通

システム学専攻と電子・情報システム工学専攻

の２専攻を擁する高等教育機関として発展しま

した。そして、我が国の海事ならびに工学の高

等教育機関として、多くの卒業生・修了生を社

会に送り出し広く社会に貢献して参りました。

　さて、近年の世界を取り巻くグローバル化

は、予想を遥かに越え急速に進行し、価値観の

多様性と経済活動の活性化をもたらしました。

しかしその一方、地域文化や民族間の紛争、そ

して経済摩擦や環境破壊など様々な問題が顕在

化しました。我が国においては、同時に産業構

造の大きな変化や少子化問題などの様々な問題

にも直面しています。

　これまで高等専門学校が果たしてきた中核

的、指導的技術者の育成教育は社会から高く評
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価されていますが、今後は、これらの新たな諸

問題にも取り組む事が出来る人材育成のため、

今一度教育の原点に立ち返り、確たる将来展望

を持つことが重要となるでしょう。持続的社会

発展に貢献できる人材育成教育の重要性は言を

俟ちません。確たる基礎知識と高い技術力、柔

軟な思考力、創造的で問題解決型能力を有する

技術者育成が、今後はより一層必要とされるで

しょう。地域社会ならびに関連産業界との連携

をより深め、広く社会が求める有為な人材育成

の教育に全力を注ぐ所存でございます。

　最後になりましたが、本日ご臨席賜りました

皆様に厚く御礼申し上げますと共に、ここに大

島商船高等専門学校創基120周年・高専創立50

周年記念式典を挙行できましたことに衷心より

御礼申し上げ式辞と致します。

平成29年11月18日

大島商船高等専門学校長

石田　廣史

校長式辞
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　平成29年度の高専体育大会は、中国地区大会が

米子工業高専を主管校として、松江工業高専が協

力校として、７月７日（金）～９日（日）にかけ

て、米子会場、松江会場で開催されました。全国

大会は８～９月にかけて、関東・信越地区の会場

において開催されました。また、冬季大会が11月

10日（金）～12日（日）にかけて、松江会場で開

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、クラブ代表者のレポートを掲載いたし

ます。

サッカー部

　私たちサッカー部は，昨年の中国地区大会で敗

れた悔しさを胸に，「応援されるチーム作り」を

テーマの一つとして日々練習に励んでいます。応

援されるチーム作りの一つとして，地域のサッ

カー大会の手伝いなども積極的に行っています。

例年に比べて部員数が減ってきている状態です

が，一人一人が組織を作っているという責任感を

もち，全国大会ベスト４を目標におき，これから

も努力を続けていきたいと考えています。

水泳部

　平成29年３月に水泳部の中核を担っていた選手

が卒業し，その穴を埋める努力を５年生が中心と

なってチーム全体で行ってきました。その努力が

実り，リレー２種目，個人でも３名４種目で全国

高専大会に出場することができました。また，高

校の部では１年生２名が県大会で８位以内に入賞

し，中国大会（インターハイ予選）に出場しました。

高校の部でも今後の活躍が期待されます。秋冬の

練習形態は選手によって異なりますが，春になれ

ばまた全国高専大会を目標にチーム一丸となって

がんばります。

柔道部

　今年度は団体と３名の個人選手が全国高専大会

に出場しました。そして２名の選手が入賞するこ

とができました。団体は惜しくも負けてしまいま

したが力の差を感じることはそれほどありません

でした。ほとんどの選手が初めての全国大会だっ

たのでとても緊張していました。緊張がなければ

もう少し良い試合ができたと思います。

　今年度の結果に納得することなく，来年度も団

体と個人で全国高専大会に出場できるよう，日々

の練習を怠ることなく精進したいと思います。

ソフトテニス部

　今年度の中国地区高専大会は４年生以下のチー

ムで臨みましたが，団体戦で決勝トーナメント進

出という結果を残しました。

　来年度はさらにチーム全体のレベルアップをす

るために，日々の練習で一人一人が声を出し，練

習の質を上げ，常に結果を出せるチームにしてい

きたいと思います。

卓球部

　私たち卓球部は今年度の高専大会では団体戦，

個人戦とも一，二回戦敗退に終わりました。その

結果から反省点や課題も多く挙がりました。これ

らを改善できるように日々の練習を取り組んでい

きます。今年度は，個人戦で３回戦進出，団体戦

で公式戦勝利を目標とし，卓球部一同頑張りたい

と思います。

バスケットボール（男子）部

　私たち男子バスケットボール部は,１学年から

５学年までマネージャーも含め22人で活動してい

ます。部員の中には，小中でバスケを経験してい

る者や，高専に入ってから始めた初心者もいます。

高専体育大会

クラブ活動

イベント・レポート

2017　高専体育大会　　　　　　　

　　　　　 ・ クラブ活動 ・ 漕艇大会

学年主事　増　山　新　二 
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ですが，部員皆仲がよく，いい雰囲気で日々部活

動に取り組むことができます。確立した指導者（顧

問）はいないものの，代わりに外部コーチが定期

的に指導を行っており，互いに教え合いながら，

皆で勝利を目指しています。去年は中国地区高専

大会の予選で敗退し，全国大会に出場することは

できませんでした。来年度はこの悔しさをバネに

して，全国高専大会出場を目指し，リベンジした

いと思っています。

バドミントン部

　私たち大島商船バドミントン部は学生を中心と

して練習メニューを考えて自分たちの実力を高め

ることができるよう心掛けてきました。自分たち

に今どのような力が足りていないのかを学生間で

相談し，行き詰った時には顧問教員とも話しあい，

質のいい練習ができるようになりました。その成

果もあって2017年の中国地区高専大会では,４年

生ペアがベスト４に入るなど結果も現れてきまし

た。

　これからも部活内で協力し合い,2018年の中国

地区高専大会では団体，個人とともに全国高専大

会に出場できるよう精進していきます。これから

も応援よろしくお願いします。

バレー（男子）部

　男子バレー部の今年の目標は全国高専大会出場

です。そのために日々チーム全員で練習に励んで

います。部活中は年の差など関係なくチームメイ

ト同士でも競い合い，良い雰囲気で練習ができて

いると思います。それでもまだまだ足りない部分

が多いと思うのでこれかも意識し，考えながら毎

日の部活動を行っていきたいと思います。これか

らも支えてくださっている方々への感謝の気持ち

を忘れずに頑張っていきます。

バレー（女子）部

　私達女子バレー部は，部員が７人と少ない部活

動ですが，個々のレベルアップのために日々練習

に励んでいます。そして，チームの団結力を深め，

どこよりも粘り強いプレーで勝負します。

　昨年は決勝リーグに残る事ができず悔しい思い

をしたので，来年度の高専大会はチーム一丸と

なって優勝目指して頑張ります。

陸上競技部

　部全体の雰囲気がよく，先輩と後輩の仲が良い

部活動です。練習は毎日行っており，それぞれが

自分の競技の自己ベストを目指して頑張っていま

す。個人競技が多いですが，リレーや駅伝などの

団体競技もあり，みんなで協力し合うこともあり

ます。陸上競技の魅力は，自分本来の持っている

力を伸ばせることです。そのため，日々の努力の

積み重ねが重要になってきます。大会で自分たち

の実力を十分に発揮できるように，これからも努

力を怠らず，練習に取り組んでいきたいと思いま

す。応援よろしくお願いします。

空手道・少林寺拳法同好会

　11月の県高校空手道新人大会では，男子団体組

手第３位，男子個人組手68ｋｇ超級で藤林（商船

２年）が第２位に入賞，翌年１月の中国高校選抜

大会出場が決まった。

　また,11月の県体育大会少林寺拳法競技（高校

の部）の男子規定単独演武で濱田（商船１年）が

第６位入賞，また男子規定組演武で國本（同１年）・

濱田組が第３位に入賞し，翌年３月の全国高校選

抜大会出場が決まった。

カッター部

　平成29年７月17日に鳥羽商船高専にて，今年で

第52回となる全国高専漕艇大会が開催されまし

た。前年度は32年ぶりに本大会を制覇し，本年度

は連覇を狙い，部員一同，気合を入れて練習に励

みました。覇者として追われる立場で臨んだ本大

会は，両チーム３位とあと一歩，及ばず，悔し涙

を流しました。次年度の第53回大会は，本校が主

幹校で行われます。応援学生や保護者，OB・OGの

方々の声援を力に変えて，再び優勝旗を奪還すべ

く，部員一同，日々邁進して参ります。

イベント・レポート

漕艇大会
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　今年度の高専ロボコン中国地区大会は、10月15日に

山口県周南市キリンビバレッジ周南総合スポーツセン

ターで行われました。

　今大会で30回目という節目を迎えた高専ロボコン。

今年の競技課題は「大江戸ロボット忍法帳」でした。

ロボットに付いている風船や決められた場所に取り付

けられた風船をお互いのロボットで割り合い、より多

くの風船を割ったチームが勝利となる競技です。５月

の初め頃に競技課題が発表されてから、どのように風

船を割るのかチーム内でアイデアを出し合いました。

　今大会では風船を割るために特化した、秘密道具と

呼ばれるものを装備する必要があり、風船の割り方に

おいてアイデア性が勝敗を分ける重要なポイントとな

りました。またロボットの移動経路などの戦略も重要

でチーム内で意見を出し合いました。秘密道具の試作、

車体の製作を行っているうちに夏季休業に入り、チー

ムの仲間と共にロボットの完成度を高めていく作業を

しました。

　そして中国地区大会を迎え、試合では何個か風船を

割ることができましたが初戦敗退という結果になって

しまいました。しかし、約半年間チームの仲間と共に

一生懸命創り上げてきたロボットを会場の多くの方に

見ていただけたほか、木製にこだわったロボットが評

価され特別賞を頂くことができました。

　ロボコンを通じて、何度も繰り返し試行錯誤するこ

とで理想のものに近づくといった、ものづくりにおけ

る基本を学んだほか、仲間と共に一つの目標に向かっ

て挑戦するといった、ものづくりの楽しさも教わるこ

とができました。

　様々なアドバイスをしてくださった顧問の先生、

レーザー加工によるロボット部品の製作や、いつも

部室を和やかな雰囲気にしてくださった技術支援セン

ターの先生、大会当日たくさんの応援をしてくださっ

た皆様、一緒にロボット製作をしてくれたロボット研

究部のみなさんに深く、お礼申し上げます。　

　平成29年10月７日から10月９日まで周南市文化会館

において第28回全国高等専門学校プログラミングコン

テストを本校主管で開催いたしました。

　テーマは、「IT志士たち,よーけ集まるであります．」

で、全国の国公私立高専から予選を通過した課題部門

20チーム、自由部門20チーム（国際チームを含む）、競

技部門57チームが参加しました。このほかに海外から

数多くのチームが参加しました。

　課題部門は、「スポーツで切り拓く明るい社会」を

テーマに、スポーツに関連するシステムが紹介されま

した。自由部門は、各高専が自由なテーマで独創的な

作品を数多く出品しました。競技部門は、昨年度のテー

マを引き継ぎ、パズル競技「おいでませ、ホントの魅

力へ」で、各高専が開発したシステムを用いて、実際

のパズルの組み立てに取り組みました。

　本校からは、予選を通過した課題部門、自由部門、

競技部門に各１チームが参加しました。競技部門は、

惜しくも１回戦で敗退しましたが、課題部門に参加し

た「AirRider-没入型パラグライディング体感システ

ム－」と自由部門に参加した「Angel　Fishing-HMDを

用いた新感覚VRゲーム到来－」は、特別賞を受賞しま

した。

　最後になりましたが、全国高等専門学校プログラミ

ングコンテストを開催するに際して、本校教職員、お

よび学生の多大なご協力に感謝いたします。

イベント・レポート

高専ロボコン中国地区大会

電子機械工学科４年　野　坂　優　介

全国高専プログラミングコンテスト

情報工学科　教授　石　原　良　晃
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　私は昨年の秋に、スピーチコンテストのプレゼ

ン部門に参加しました。題材は、情報工学科らし

いものにしようと考えていたので、人工知能の学

習を選びました。一年次にもコンテストへの経験

がありましたが、経験したのはスピーチ部門で、

プレゼン部門が大会に追加される前のものでし

た。なので、原稿を自分で作成するといった過程

は同じだったのですが、発表においてPowerPoint

を用いて発表を行うというのが前回と異なりまし

た。このプレゼン部門は今年できたばかりで、こ

の部門に参加したことのある方がおられないとい

うのもありかなり緊張しました。

　原稿の作成では、教官に協力していただくこと

が多く、自力で原稿を作成することができなかっ

たのは自分の反省点の一つでもあります。またど

ういった内容だと周りの受けが良いのか、どの程

度の文章量が適切なのか全くわからない状態だっ

たので、これらを決めるのに非常に悩まされまし

た。原稿ができた後は発表用にPowerPointを作成

し、ひたすら発表の練習をしました。

　発表時には、会場にぴりぴりとした空気が漂っ

ておりかなりプレッシャーになりましたが、練習

していた成果もあり、無事に発表をすることがで

きました。しかしながら質疑応答に関する練習が

不十分で、十分に答えることができませんでした。

　今回の経験は、成功したことや失敗したことす

べてが自分にとって、とても良い経験となりまし

た。この経験を糧に、英語の勉強は勿論のこと、

様々なことに挑戦することを恐れないようにしよ

うと思います。また、自分の発表を支えてくださっ

た教官方、応援してくださった方々に心よりお礼

申し上げます。

　第49回商船祭が11/２(木)、11/３(金)に開催

されました。今年度の商船祭のテーマは「NO�

SHOSEN�NO�LIFE～僕は商船に恋をする～」です。

　テーマである“NO� SHOSEN� NO� LIFE”には、こ

の商船祭を皆さんの商船生活の最高の思い出にし

てほしいという願い、サブテーマである“僕は商

船に恋をする”には一般の方々、学生の皆さんに

商船をもっと好きになってほしいという願いが込

められています。私たち商船祭実行委員は商船祭

を企画するうえで、どうしたら皆さんの心に残る

ものになるか、どうしたら商船をもっと好きに

なってもらえるかを考え、１年間準備に取り組ん

できました。できることからコツコツと準備をし

ていき、小さな積み重ねを繰り返してきました。

　その結果、第49回商船祭は大成功を手にするこ

とができました。きっと皆さんの心に残る最高の

商船祭になったと思います。

　商船祭を終えて、実行委員長をやって本当に良

かった、本当に楽しかったと思いました。私がこ

のように思えるのも商船祭に関わる全ての皆さん

のおかげです。感謝の気持ちでいっぱいです。

　この歴史ある商船祭で実行委員長という役職に

就けたことに誇りと自覚をもち、ここで学んだこ

とをこれからに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

『英語弁論大会に参加して』

情報工学科４年　前　田　拓　己

商船祭を終えて

商船祭実行委員長

商船学科３年　福　嶋　晴　紀
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使命感を持って働くということ 将来へ向けて

インターンシップ

受　入　先　中国電力株式会社

学 生 氏 名　電子機械工学科４年　大　道　恭　之

　私は、中国電力株式会社のインターンシップに参加

しました。参加を希望した理由はこの会社が生活には

欠かせない電気を作っている会社だからです。私は、

電力が供給されていない地域での、電力供給システム

構築のための業務職務に携わりたいと考えています。

　自己紹介のとき、「このインターンシップに参加し

た理由も述べてください」と言われました。私は、緊

張で頭が真っ白になり、とっさにでてきた答えが、「中

国電力さんがどのようなことをされておられるのか知

りたいと思い、参加させていただきました」です。考

えてきたことが、一番言わなければいけないときに出

てきませんでした。やはり丸暗記などではなく、いつ

でも自分の言葉で言えなければ本当に自らが思ってい

ることを言うことができません。今後の就職の面接な

どで、自らの志望動機や学校で学んできたことなどを

言わなければいけないときが来ます。そのときに暗記

してきたことを言うのではなく、その場で自分が思っ

ていることを率直に言うことができるように日々練習

していきたいと思いました。

　今回のインターンシップに参加して一番印象に残っ

たことは、質の高い電力を安全に供給することを使命

として全うしておられた方々の姿です。山口営業所の

方々が共通しておっしゃっていたことは、お客さまの

ご要望に対して満足していただける対応ができるかが

最も大変であるが、満足していただけたときの達成感

は何事にも代えがたいとのことでした。人の生活に欠

かすことができない電力であり、常に気を引き締めて

業務に当たらなければいけない厳しさもありますが、

お客さまの活動を電力で後押しする、地域の発展に貢

献するという大きなやりがいのある仕事であると思い

ました。

受　入　先　キッショウ株式会社

学 生 氏 名　情報工学科３年　坂　本　唯　那

　私はインターンをするなら自分の興味あることが体験でき

るような場所にしようと思っていました。そこで昨年のイン

ターン報告会を思い出し、商品のパッケージやカタログの作

成を行っている会社があることを知り、キッショウ株式会社で

インターンをすることに決めました。

　企画部に配属された私の課題は、実際にあるゼリーの商品

のネーミングから包装のデザイン、販促物の作成、そしてそ

の企画書を作成するものでした。使用するソフトのPhotoshop

とillustratorはほとんど使ったことがありませんでしたが、

社員の方々に丁寧に教えていただいたりアドバイスをいただ

いたりして進めていくことができました。私は普段自分で解決

してしまうことが多く、今回のインターンは積極的に社員さん

と話すことを目標にしていました。会話が絶えず和気あいあい

とした雰囲気の環境であったこともあり、自分から沢山質問し

たり話をしたりすることが出来ました。休み時間、私はどうし

ても聞きたいを思っていたことがありました。それは、「学生

のうちに何をしておくべきか」です。数人の社員さんから、色

んな職業を知っておくこと、挑戦してみて自分に向いている・

向いていないを知ること、長期の旅行に行くことなどが挙げら

れ、どれも時間的にも体力的にも余裕がある学生のうちにしか

できないことだと思いました。自分の将来もはっきり想像でき

ていませんでしたが、それはまだ自分が知らないことが多い

からだと分かりました。挑戦することでモノの見方も変われば

自分自身も知ることができるので、どんなこともまずは積極的

に取り組まなければならないと強く感じました。

　課題は大変でしたが、その分楽しさややりがいを感じること

ができました。この達成感ややりがいは働くうえで大事なこと

だとも教えていただき、働くことについてプラスのイメージが

持てました。これから就職活動も近づいていくので、もっと色

んな職種を知って自分の将来を見直すとともに有意義な学生生

活を送ろうと思いました。
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　留学を予定している私にとって、49期生のみんなと過ごす最後のイベントが、このスキー合宿でした。

　スキーなんて物心つく前に行った以来で、大事な学年末試験や国家試験を控えていて、怪我してはならない

とネガティブな思いもあったのですが、インストラクターの名田さんが丁寧かつユーモラスに教えてくださり、

すっかりスキーの虜になってしまいました。

　２日目のリクリエーションでは、Ｓ科、Ｍ科の女子が合同で出し物をしたのですが、見事準優勝することが

できました。観てくれた学生、教員方も温かい声援を送ってくれました。

　宿舎では久しぶりにカメムシと同居する羽目になりましたが、みんなで（※カメムシ込み）初めて掘りごた

つに入って、定員オーバーだねって笑いあったりして、本当に幸せなひと時を過ごすことができました。

　もうみんなでどこかへ行ったり、こんな風に小さなことで笑い転げたりなんてできないのだと思うとすごく

寂しいですが、また同窓会なんかで集まった時に、この日のことを思い出して笑い合えたらと思います。

　引率してくださった教員の皆様も、お世話をしてくださった施設の皆様も、同じクラス、学年として一緒に

いてくれた友達も、最高の３日間をありがとうございました！

　合宿に行く前、私は嫌だった。最高気温が氷点下という世界を想像すると「あぁ私は死ぬのか」と悟ってしまっ

たからである。バスから降りて私は思った「意外と寒くない」。服を重ね着して寒さ対策をしていたことで寒さ

とは無縁になっていた。そこからは、フィーバータイムである。膝まで積もった新雪にダイブして、以前から

やって見たかったレオナルド・ダ・ヴィンチの「ウィトルウィウス的人体図」のように雪をかき分けた。新雪

は、ほこりを払っているのかと思うぐらい軽かった。その後、スキーウエアに着がえて、スキーの練習をした。

ほんの１時間程度。ロッジに帰り、夕飯を食べ、風呂に入ろうとしたとき私は気づいた「氷点下で裸は死ぬん

じゃ・・・」。

　意を決して風呂に入ると、体中が寒さで痛かった。すぐに、こたつに入った。

　２日目、スキーを本格的にした。講師の方にコツを教わりながら４時間程度やると、なかなか様になってきた。

友人とゲレンデをひたすら滑るのは、とても楽しかった。

　３日目、前日のスキーで足を痛めた私は、友人たちと“かまくら”を作った。

　３日間を通して感じたことは、スキーが意外と楽しかったということだ。やる前から決めつけるのは良くな

いと思った。これからは、やってから色々と意見を言おう。

　あっという間にスキー合宿当日。１年生の時以来の学年全体の合宿でとてもわくわくしていた。行く前から

スキー合宿の日はとても寒いと聞いていたが想像以上の寒さで、移動中気がついたらものすごい雪が降ってい

て、外一面が真っ白になっていた。テレビでしかみたことない雪の積もり様にとてもはしゃいでいた。

　スキー合宿の前の週に友達とスキーをしに行っていたので私は経験者の方でスキーをした。感覚を忘れてい

て最初はこけたりしたが、次第に慣れてきて、２日目には上の方まで行った。今まで滑ったことのない急な斜

面にこけながらも滑り降りることができ、とても楽しかったし、達成感も感じた。それから自信がつき、リフ

トに乗っては滑るのを繰り返していた。男女関係なく本気で雪合戦もしてとても楽しかった。

　合宿所ではみんなでこたつに入ってお菓子を食べたり雑談をしたりした。慣れない雪道を歩くのは大変でと

ても苦労した。お風呂の帰り道には髪の毛が寒さで凍って驚いた。２日目の夜のレクリエーションではダンス

や漫才、クイズやマジックなど面白くて完成度の高いものばかりだった。自分たちの班はダンスを踊って見事

一位になることができた。朝の時間や放課後を使って練習したのでとても嬉しかった。

　１年生の時とは違って仲が深まった関係での合宿で、とても楽しかったし、これまで話したこともない人と

も話すことができた。今回のスキー合宿では寒い地域で暮らす大変さを感じたし、クラスの良さを再確認した

充実した３日間だった。とてもいい経験になったし、忘れられない思い出になりそうだ。

商船学科３年　小　西　　　凪

電子機械工学科３年　松　村　彪　吾

情報工学科３年　古　六　沙耶香

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

カウアイ研修を終えて

� 電子機械工学科４年　　久　保　蓮太郎　

　今回のカウアイ研修に参加したのは僕とI４の舛井君の２

人だけで、いままでのカウアイ研修では人数が８人くらい

いたために宿泊先がホテルでしたが今回は２人ということ

で３週間ホームステイとなりました。

　ホームステイと決まったとき、正直最初は“ホテルで

自由にすごしたかった”と思いました。しかし実際にホー

ムステイでの生活が始まるとホストファミリーの方が車で

色々なところに連れて行ってくれたり、僕たちが“あそこ

に行きたい”とお願いするとその要望を聞いてくれました。

　ホームステイ先での生活が始まったころはミスコミュニ

ケーションが目立ち、僕たちが学校に行っている間は携帯

電話で連絡をしていたのですが、携帯電話での会話は難し

く、相手のジェスチャーなどがわからないためとても苦戦

しました。

　そのため朝家を出る前にホストファミリーと予定を何度

も確認するようにしました。これを機にミスコミュニケー

ションが少なくなり、僕の英語力も少しずつ伸ばすことが

できました。改めてホームステイで良かったと思えました。

KCCでの学生生活もとても楽しく、学生もとてもフレンド

リーでした。

　カウアイ研修で僕が意識したことは聞き取りづらかった

り、わからない単語があると必ず聞き返すようにしていま

した。日本では流れでそのまま分かったふりをすることが

あるのでそこを直したいと思ったからです。KCCに留学した

いとすごく思ったけど、それはできそうにないのでまた今

年の夏にホストファミリーのところに訪れてみようと思い

ます。

　ホストファミリーをはじめ引率してくださった中村教官、

田口教官、それから２人という少人数にも関わらずプログラ

ムを組んでくださった、朴教官、きょうこさん本当にありが

とうございました。みなさんもぜひ一度行ってみてください。

人生で１番濃い３週間。

� 情報工学科４年　　舛　井　琢　哉　

　カウアイ島で過ごした３週間は自分の人生の中で１

番濃い３週間でした。初めての連続であっという間で

した。

　僕が１番印象に残っているのは、ホームステイです。

３週間もの間、外国の家に泊まるのはとても心配でし

たが１番いい経験だったと思いました。１日中、英語

を話さなければいけない状況だったので英語力に関し

ても上達したと思います。

　ホストファミリーがすごくいい人たちで自分たちが

行きたいと思っていたところは全部連れて行ってもら

いました。僕たちが日本語で会話していると「practice�

English」と言い、少しでも僕たちの英語力を上達する

ように尽くしてくれました。家にはプールやビリヤー

ドがあり一緒に泳いだりビリヤードをしたりもしまし

た。猫や犬も飼っていてとても可愛かったです。ほん

とに優しくしてもらい感謝でいっぱいです。

　カウアイ島では日本とは違う文化がありとても驚き

ました。島の人みんなが笑顔で溢れていて和気あいあ

いとしていました。特に僕が１番日本と違うなと思っ

たところは紳士的なところです。レディーファースト

で老若男女だれにでも優しいなと思いました。懐が深

いなという印象が強かったです。

　カウアイ島ではたくさん人と触れ合うことができま

した。英語を使ってコミュニケーションをとり自分の

伝えたかったことが伝わった瞬間が１番嬉しいと思っ

た時でした。カウアイ島で過ごした３週間でよりもっ

と英語を喋れるようになりたいと思いました。将来、

絶対もう一度カウアイ島に行き、お世話になった人達

にお礼をしに行かなければならないと思いました。

　カウアイ島で学んだ経験を将来に活かせるようにし

ていきたいと思いました。

国際交流室より
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　私は、留学生と日本人学生達と一緒に、高知県

の見学旅行に行きました。その旅行は、一泊二日

でした。

　私達は、バスで行って、６時間ぐらいかかって

高知県に着きました。着いてから荷物をホテルに

置いて、みんな一緒に高知の城に行きました。私

は日本の城を初めて見たわけではないですが、高

知県の城と他の城を比べて、一つ一つの城には別々

の歴史があって、とてもすばらしいと思いました。

　二日目は、私達は桂浜に行きました。そこでちょ

うど龍馬まつりがあってよかったです。坂本龍馬

は、高知県でとても有名なので、彼がどんな人な

のかとても知りたくなりました。そのまつりから

見て、彼がとてもえらい人だなと思いました。

　この見学旅行から、色々な日本の文化を学んで、

とてもよかったと思います。来年の見学旅行も楽

しみにしています。

　僕は今回、留学生と高知県の見学旅行に行って

きました。終えてみて僕は、留学生との仲もより

深まり、高知の文化にも触れることができたので、

とてもよい経験になりました。

　一日目は、高知城で昔の日本の文化に触れまし

た。留学生達は、お城の構造や昔使われていた駕

籠などに興味を持っていて、とても楽しそうでし

た。また留学生だけでなく、僕も知らないことが

学べて、留学生と一緒に楽しむことができました。

　二日目は、桂浜に行き、太平洋を一望しました。

天気が良く、瀬戸内海では見ることができない水

平線を見ることができ、とても新鮮でした。現地

では龍馬まつりが行われており、留学生に坂本龍

馬について説明してほしいと言われました。いざ

説明するとなると幕末の人としか答えられなくて、

僕もまだまだ日本の歴史や文化について知る必要

があるなと思いました。

　次回もまた行きたいと思える旅行でした。

留学生見学旅行

留学生見学旅行の感想
� 商船学科３年　　エディ

留学生見学旅行を終えて
�電子機械工学科３年�　清　水　泰　智

国際交流室より
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　昨年度の４月から１月にかけて高専機構の内地研

究員制度を利用し、広島大学総合科学研究科で研究活

動を行いました。その間の成果として、３回の研究会

発表、３回の学会発表、２本の論文を学会誌に投稿す

ることができました。また発表だけでなく、最新の研

究の知見を学ぶために言語学（英語学）や英語教育に

関連する学会にもできるだけ多く参加し、その中でも

特に８月の後半に大阪大学で開催された日本言語学

会主催の夏期講座のいくつかの講義が深く印象に残

りました。

　さて、私の現在の研究テーマですが、「英語軽動詞

構文の研究」で、典型的な事例として“have�a�walk”,

“take�a�look”などがあります。この構文は「ちょっ

と…する」という意味で用いられる口語的な表現で、

例えば”Let’s�take�a�look”だと「ちょっと見て」と

いう意味になります。この構文のおもしろいところは、

haveやtakeなどの主動詞の後に来るwalkやlookは不定

冠詞のaが先行しているため、文の構成要素（＝形式）

としては名詞になりますが、意味は動詞であり、形式

と意味が一致していないことです。アメリカの著名な

言語学者の一人であるエドワード・サピアも指摘して

いるように、英語には動詞か名詞か判別の付きにくい

事例が多く見られます。文法は数学の公式のようなも

のではなく、文を分析するために後から考えられた理

屈にすぎないので、全ての事例が過不足なく説明でき

るわけではありません。

�文法が万能でないのは仕方のないところですが、多

くの典型的な事例について体系的な説明ができるよ

うに組み立てられています。確かに不備はありますが、

効率的に外国語を学習するための必要不可欠な道具

として活用することはできます。まだまだ「ことばの

仕組み」についてはわかっていないことも多く、私の

研究が少しでもその謎に迫ることができればと考え、

取り組んでいるところです。究極の目標として、ある

言語を母語として生まれながらに使用している人（ネ

イティブスピーカー、母語話者）がどのような仕組み

に基づいてその言語を使用しているのか、その内在的

な仕組みの解明を目指しています。この仕組みが解明

できれば、文法を単なる規則の集合ではなく、意味的

な説明もできるようになります。そこから教育への応

用も視野に入れた、応用言語学的な研究も平行して進

めているところです。

　広島大学での日々は図書館での資料集めや、ゼミや

フォーラムでの発表、研究テーマに関する言語データ

の収集と分析といった、非常に地味なものでした。基

本的に言語学のような人文系の研究は一人で行うも

ので、高額な実験設備などが必要なわけではありませ

ん。最近では、言語の研究はコーパスと呼ばれる大容

量のデータベースを用いており、技術発展の恩恵は享

受していることは否定できません。しかし、端から見

ると、机の前に座って作業をしているだけですから、

あまり面白みは感じられないかもしれません。大学に

いることで、同じ共同研究室にいる大学院生の方と議

論したり、研究科の先生方からコメントをいただいた

りといった研究を進める上での、有益なフィードバッ

クを日常的に得ることができます。せっかくの機会で

もあるので、研究領域に関連する内容の講義もいくつ

か聴講しました。長期に亘りまとまった時間が取れた

こともあり、以前から気になっていた英語の形容詞と

副詞に関する文献に目を通すこともできました。そこ

で得られた知見を研究テーマに結びつける試みに着

手することができたのは大きな収穫だったように思

われます。

　最後になりましたが、今回の内地研修に関してご支

援、ご協力をいただいた多くの方々に感謝とお礼を申

し上げて、結びのことばに代えさせていただきます。

高専機構内地研究員報告

ことばの｢不思議｣の解明を目指して

一般科目　准教授　井　口　智　彰
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5年間の思い出♡Ｓ5

石丸　貴博
大島に永住したい

岡山　悠靖

帰省の喜びを教えてくれた

金重　凌太
キノコ狩りしたい

清田　悦崇

長い間お世話になりました。沢山の出

会いと思い出に感謝しています。大島

丸専任教官にしてください。

重冨　太伽

価値観の違いの中で生きていく術

を学ぶことが出来て良かった。皆

違って皆良い。

田﨑　　優

量より質。２本のツーベース

より一本のホームラン！

平野　杏馬

空腹

山本　祐生

ポプラ。

岡　　秀亮

意外と短い5年間。思い出作りした

方が良かった。ORZ，でも楽しかった。

川下　光哉案外イベント楽しかった！

長島　健太

S1の長島健太です。Tシャツのサ

イズはXLでお願いします。

野見　勇貴

通学生も割と有り

犬伏　　凌

オラ、強くなったぞ

小川　　悠

ここで出会った全ての人に感謝。有難う

ございました。

川西　晶大

楽しかったです。ピギィ～～卍

河野　裕介

人生イージーモード卍

篠崎　秀人

精神が鍛えられた五年間でした♡

辻　今吹生

楽に就職できてよかった！

古谷　　暢

笑い♪

赤塚　智洋
みんなありがとう!!!

川上　拓也最後の商船祭。めっちゃ楽し
かった。河野の新宝島が下手い。

木村　駿介

木村正義と書いてジャスティス!!

田中　柾至

これからもキノコ栽培頑張ります。

シマン

ありがとうございました。

奈須　康起

５年間楽しかった！

福畑　晴也

森と川下と18年間一緒でした卍

山中　勇人

体が大きくなりました。

小田　康介

とても充実した学生生活でした！！

堺屋　　純

部活が１番頑張れました。ありがとう

新宅　杏理

とてもながーい学校生活でしたが，良

い仲間に恵まれ楽しかったです

西山　大喬

宇○興 海●に来てください

山﨑　　諒

船の学校かと思ったら動物

園でした。

峯　　竜一

良き出会いに感謝です！いつ

かみんなで呑みましょう

内田　幹

水泳部でホントに良かった！！

河繁　悠人

寮生活楽しかったです

佐藤　耀海

最高に楽しい毎日でした。

中島　将貴

男臭いクラスやったけど

楽しかった

野口　啄椰

寮生活が楽しかった

丸井　崇暢

良い仲間に恵まれました。

ありがとう。溝越　尚杜

色々あったので，卒業させてください。

宮田　航英

怠惰の２年，実をとった３年

森　信一郎

他の学校では経験出来ない事

を経験して人として成長でき

たと思います
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青木　悠汰Congrats! We did it! Best wishes for your career ahead!（卒業おめでとう！俺たちはやったよ！今後の成功を祈ります！）

岡村　泰宏

５年間お世話になりました。

ありがとうございました。

國次　洋平
先生方，長い間お世話になりました。教えていただいた多くのことを胸に卒業後も精進します。

砂本　綾香

５年間お世話になりました。

德永　　諒

いい仲間と出会えてよかったです。

中山　祥彰

５年間楽しかったです！ 

ありがとうございました！

西本　萌加

このクラスで５年間楽しく過ごせました。 

ありがとうございました。

弘永　海人

5年間ありがとうございました。いい

人ばかりで楽しかったです！

正木　　駿
５年間楽しい思い出をありがとうご
ざいました！ 
またみんなで集まりましょう！

村尾　天地

長いようで短かった５年間，皆さんあ

りがとうございました！

山田　真司
５年間楽しかったです！あり
がとうございました！

石原　　明

今までありがとう。

川口　凌平

ありがとうございました。

小栁　啓祐

商船に入学できたおかげでぶっ

飛 ん だ 友 達 が 増 え て よ か っ た 

みんな大好き

諏訪薗春樹

お世話になりました。

冨川　雄史

５年間お世話になりました

西本　悠人
５年間ありがとうございました！

藤澤　将伍

お世話になりました。

松村　晃助卍女癖悪くてすみませんでした卍

森重　晴太

最高のクラスでした！ラブ

吉岡　　陸

僕は、これからも欲望のままに生きる。 

さらば、ド田舎代表 大島商船。

出口　碧惟

５年間ありがとう，気が向いたら

遊ぼうね。

樹下　　馨

充実した５年間でした。関わって下さっ

た全ての方に感謝しています。ありが

とうございました。

杉村　勇太

５年間お世話になりました。良い仲

間に巡り会えて本当に幸せでした。

田坂　壽志

改めて高専の凄さを知った５年

間でした。５年間お世話になり

ました。

中西　　聖

お世話になりました。

畠山　和音

今までありがとう！

藤中　大雅

長い間おつかれでした。

道田　竜一

卍勉強の虫になってすみませんでした卍

宮﨑　智也

５年間ありがとうございました。

楊井　将太

５ 年 間 あ り が と う ご ざ い ま し た。 

これからもお願いします

芳﨑　大我

５ 年 間 あ り が と う ご ざ い ま し た。 

充実した５年間を過ごせて良かったです。

5年間の思い出♡Ｍ5
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青木　雛子みんなでちゃんこなべしよー！！卒業してもちゃんこファミリー♡

礒本　真維

５年間楽しかったです！みんな

ありがとう(^o^)

井堀　水晶
おしとやかにはなれませんでした。あおきひなこファンクラブ→@hinakoFC

海田　佳奈

５年間楽しかった！幸せだった！ずっ

と一緒にいたかった！大好き！

米本　匡希

楽しい５年間だった!大学も

がんばる

白井ひかり

あっという間の５年間，楽しかったぁ～！次み

んな出会えるのはあみたんと高木の式…？

高田　真郷

卒業したくないです

友森なつ海

いろんなイベントも楽しむことができ

て充実した５年間でした！ありがとう

ございます！

西村　惟吹世界を笑顔にできたと思う。ハッピー！ラッキー！スマイル！イエーイ！！

前田　瑞帆

５年間でポンコツになりました。シ

ティーガールになりたいです，東京は

庭と言いたい。

真野　亮佑

５年間あっという間に過ぎてしま

いましたが楽しかったです。５年

間ありがとう！

康田進太郎

５年間楽しかったです！ありがとう！！

山本　浩史

５年間楽しかったです！働きたくない

秋山　誠賀

社会人になりたくない!!

伊藤　直人

大学行って隠キャになる。

今津　拓哉

楽しい５年間をありがとう！

坂田　知聡

楽しかった５年間でした！ありがとう！

野村　玖実

今までお世話になりました。

とても楽しい５年間でした。

蔭谷　竜吾

たのしかった

白石　　諒

５年間楽しくてあっという間でし

た。何かあればいつでも山口に

帰ってきてください。

高林　悠衣濃い５年間でした。みんな地元に帰ってきてね！

中西　亜美みんなに出会えて良かった。み
んなのアイドルになれて良かっ
た。みんなのMs商船になれて
良かった。大好き

前原　綾香

５年間充実してました．都会行き

たくない！

邑上　香穂

あっという間の５年間でした。楽しい

思い出と友達をありがとう！

楊井　啓太

楽しかった！！！

山本　美聡

５年間ありがとう！　このクラスで

良かったです。
吉原　蓮人

ほんと楽しかった！ありがとう

石隈　大輝

５年間楽しい毎日をありがと

う！これからも笑ってこうぜ

伊東　萌樹

プログラミング楽しい

岡田　静香

様々な経験ができ，とても楽しく充実した

５年間でした！ありがとう！

木村　亮裕

留年留年言われてきたけど，みん

なと卒業できました。長いようで

短かった５年間を忘れません。あ

りがとう！！！

佐藤　　瞳

５年間忙しかったけど，楽しい思い出がた

くさんできました!!

高木　啓登

まぁ悪ない５年間でした

田中　美優

５年間いろいろな思い出できま

した！楽しかったですみんなと

過ごせてよかった！

中村　　駆

５年間を通して様々な行事があり

飽きが来ませんでした

藤山　朔矢

５年間ありがとうございま

した。

松嶋　大雅みんないい思い出をたくさんありがとう！総理大臣目指して頑張ります！！。

森重　一馬

５年間ありがとう！専攻科組は来

年度もよろしく！

山根　　達

５年間いろいろあったけどなんだかん

だで楽しかったです！ありがとうござ

いました！あと痩せます(大嘘)

5年間の思い出♡Ｉ5

－14－



　　　　　　　　　　　「力」について

� 一般科目　准教授　神田　哲典　　

　高専に入学して、物理の授業で最初に学ぶ分野

が、物体の運動に関する法則を主に取り扱う「力」

学です。ニュートンの運動法則によれば、「力」は

質量と加速度の積で表されます。およそ300年前に

見いだされたこの法則は、電子等の量子力学が支

配するミクロな世界を除く目に見える物体の運動

を予測することができ、工学を支える基盤になっ

ています。ややとっつきづらい科目ですがじっく

りと取り組んで少数の物理原理が様々な現象を支

配していることを理解すると、面白さや有用さを

感じることができると思います。

　ところで、ご存知のように「力」という言葉は

物理だけで無く、様々な熟語で用いられ、我々人

間の心や肉体の能力・状態を表す際にも用います。

「力」を身につける上で最も大切と考えていること

を私の経験に基づいてお話します。私は文系科目

全般、特に英語が苦手でした。そのまま学生時代

を過ごしていたのですが、所属していた研究室で、

ある日、突然、外国の研究者と組んで研究をする

ことになったのです。相手が日本語を全く話せな

かったこともあり、実験で使う装置の使い方、説

明、研究に関係する議論から日常生活のことまで、

全て英語でこなさないといけない状況に追い込ま

れました。英語でしゃべる機会がそれまで皆無だっ

たこともありますが、元々の苦手意識もあって、

その当時、「英語でコミュニケーションをとるなど

できるわけがない」と思い込んでいました。しか

し、そういう状況に追い込まれると文法云々をい

ちいち考える時間もないので、とにかく英語で伝

え続ける日々を過ごしました。すると、最初はと

ても大変でしたが、２週間もすると頭のなかで日

本語から英語に訳さずに直接英語が口から出始め、

コミュニケーションが問題なく取れるようになっ

たのです（今思うと文法は不正確でしたが。）。そ

の急激な変化に指導教員もそうでしたが、自分自

身が最も驚いたことを今でも鮮明に覚えています。

　この経験を通じて痛感したのが、自分がいかに

不得意なことに対して壁を作っていたかというこ

とでした。学生のみなさんに伝えたいのは、自分

の好きなこと、得意なことを伸ばすことはもちろ

ん必要で是非頑張って欲しいのですが、それと同

時に、自分ができないと思っていることにチャレ

ンジしてみてください。対象は苦手な授業でも資

格でもなんでも構いません。「壁」を感じたとして

もそれは誰かが作り上げたものではなく、自分が

勝手に作っているものが多いのです。チャレンジ

して目標を達成すると同時にそのプロセスを通じ

て得られる経験は必ず皆さんの「力」になります。

　私は、人が社会で生き抜くための「力」で特に

必要なのは「気力」、「知力」、「体力」と常々思っ

ています。授業でしっかり頭を使い「知力」を養っ

てください。体育や部活動などでしっかりと体を

動かし「体力」をつけてください。そして、これ

らを支えるのが「気力」です。「気力」とは「困難

や障害に負けずに物事をやり通す強い精神力」で

す。「気力」を養うための最善の方法は先程述べた

高い目標を作り、それに向かって努力することで

す。困難な状況を克服し、成し遂げていく過程が

「気力」を養います。学生のみなさんが高専での学

生生活を充実させ、その後の就職、進学につなげ

ていくための日常生活を過ごしてください。期待

しています。
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保健室からこんにちは

「私、失敗しないので！」を目標に・・・� 保健室　看護師　稗田典子　

　こんにちは。復職をして早５ヶ月が過ぎようとしています。また、元号が平成となって30年目に突入

しました。このような状況のなか、新たな気持ちで学生と向き合っている毎日です。

　新たな気持ちで・・・と表現はしましたが、実際は学生の皆さんとの向き合い方について改めて考え

させられている日々です。私なりに、保健室は学生の皆さんにとって癒しや休息をもたらす場所であり、

励まし背中を押せる場所でもありたいという矛盾かつ欲張りな場所でありたいと思っています。そして

そのためには保健室は学生が遠慮せずに利用できる場所でなければならず、傍から見ると看護師は暇そ

うに見えるくらいがちょうどいいと考えています。しかし、ある学生から「最近、保健室は不在のこと

が多く忙しそうなので・・・」と言われてしまいました。前後の会話の内容やこの発言をした学生の

表情から気を遣って発してくれた言葉のようでした。しかしそのこと(学生が気を遣ってくれたという

こと)で私はさらに申し訳なくまた情けない思いになり大失敗だと落胆しました。ちょうどこの時期に

「私、失敗しないので！」のフレーズをTVでよく耳にしていたこともあり、自分自身の失敗に落ちこみ

ました。しかし落ち込んでばかりはいられないので、平成30年の目標として「学生に忙しそうと(出来

るだけ)思われない保健室の雰囲気作りに努める」を掲げたいと思います。出来るだけという言葉が括

弧付けでついているところが弱気ではありますがそこは大目に見ていただいて・・・。保健室の状況や

私を取り巻く環境がすぐに変わるわけではないと思いますが、出来るだけ学生の皆さんとゆとりを持っ

て関わるなかで今以上に色々な話が出来たらと思っています。そしてその積み重ねでいつか「保健室っ

て暇そう」と言われた暁(あかつき)には言ってもいいですか？「私、失敗しないので！」と。

　こんな保健室ですが、今後ともよろしくおねがいいたします。
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各種国家資格試験等合格者
（平成 29 年４月～ 12 月）

●二級海技士（平成28年７月実施）

� S5� 小田　康介(航海)

� S5� 川西　晶大(航海)

� S5� 山本　祐生(航海)

� S5� 岡　　秀亮(機関)

� S5� 河繁　悠人(機関)

� S5� 木村　駿介(機関)

� S5� 福畑　晴也(機関)

●一級海技士（平成28年10月実施）

� S5� 清田　悦崇(航海)

� S5� 峯　　竜一(航海)

� S5� 山﨑　　諒(航海)

� S5� 河繁　悠人(機関)

●ＣＧエンジニア検定（平成29年７月実施）

　エキスパート

� I4� 髙橋　陽明

　ベーシック

� I4� 篠田　泰志

� I4� 山田　智大

●ＣＧクリエイター検定（平成29年７月実施）

　ベーシック

� I4� 勝野　聖也

� I4� 中谷　圭吾

●ＷＥＢデザイナー検定（平成29年７月実施）

　ベーシック

� I4� 坂本　唯那

●マルチメディア検定（平成29年７月実施）

　ベーシック

� I4� 永易　克彰

� I4� 花井　俊介

� I4� 前田　拓己

� I4� 宮本　譲司

●画像処理エンジニア検定（平成29年７月実施）

　ベーシック

� I4� 岡部　蒼太

� I4� 小林　圭太

� I4� 橋本　有未

� M3� 長谷川瑛一

� M3� 堀田　秋桜

� M4� 大道　恭之

� M4� 河野　星希

� M4� 清水　亮平

� M4� 玉井　直輝

� M4� 藤本　都和

� M4� 宮田悠乃介

（平成29年7月実施）

� S3� 増田　　翼

� M3� 岡村　太貴

� M3� 感王寺瑞貴

� M3� 栗田　大輝

� M3� 坂本　浩基

� M3� 佐村　　凌

� M3� 中田　悠斗

� M3� 中本　達也

� M3� 引地　幹太

� M3� 平本　哲也

� M3� 福田　寿弥

� M3� 堀本　大希

� M3� 山根　直暉

� M4� 木下　敢太

　� M4� 河野　剛拡

� M4� 齊田　七海

� M4� 棚田謙太郎

� M4� 豊島以知朗

� M4� 西前　洸貴

� M5� 西本　悠人

� M5� 弘永　海人

� M5� 藤中　大雅

（平成29年12月実施）

●第二種電気工事士

●危険物取扱者（平成29年11／12月実施）

　乙種４類

� M1� 神代　彪瑠

　乙種３類

� M5� 正木　　駿

　乙種６類

� M5� 正木　　駿
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各種大会等成績 （平成 29 年４月～ 12 月）

月　日 大　会　名 競　技 成　績 記録 選手

★ヨット部
6月16日 第57回中国高等学校ヨット選手権大会

～18日 男子420級 5位

女子420級 4位

男子FJ級 4位

女子FJ級 2位

11月11日 山口県体育大会

男子総合 2位

男子FJ級 1位 S2宇藤・S1野崎

2位 M1伊東・一山

女子総合 1位

女子420級 1位 S2藤本・I2藤田

3位 S1山本・M1遠山

★ラグビー部
11月11日 第53回中国地区高等専門学校体育大会

1回戦敗退 本校�5-79�松江高専

★サッカー部
4月8日 平成29年度前期山口県学生サッカーリーグ

～5月20日 通算2勝3敗

本校�2-9�徳山大学

本校�4-5�山口大学

本校�4-3�徳山高専

本校�2-1�山口大学医学部

本校�1-2�宇部高専

4月16日 平成29年度春季岩柳地区体育大会サッカー競技

1回戦 本校�4-0�高森

4月23日 準決勝 本校�0-1�岩国

3位決定戦 本校�2-0�高水

5月27日 平成29年度第68回山口県高校総体サッカー競技

1回戦敗退 本校�1-2�宇部鴻城

7月7日 第53回中国地区高等専門学校体育大会

　～9日 Bパート1回戦敗退

本校�1-2�宇部高専

9月14日 平成29年度後期山口県学生サッカーリーグ

～12月2日 通算0勝4敗1分

本校�1-8�徳山大学

本校�1-1�徳山高専

本校�0-1�山口大学

本校�1-3�宇部高専

本校�2-4�山口大学医学部

12月16日 平成29年度秋季岩柳地区体育大会サッカー競技

�～17日 総合5位

　 予選リーグ

本校�0-2�岩国工業

本校�0-0�田布施農工(PK3-4)

5・6位決定戦

本校�13-0�熊毛南・岩国総合

★バスケット部（男子）
4月15日 第61回中国高等学校バスケットボール選手権大会山口県予選会

　～16日 2回戦敗退 本校�92-41�香川

本校�30-98�宇部工業

5月27日 2017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

　～28日 本校�70-45�山口県立大学

本校�63-87�梅光学院

本校�66-56�徳山高専

本校�59-82�宇部高専

6月3日 第68回山口県高等学校総合体育大会バスケットボール競技

2回戦敗退 本校�54-52�野田学園

本校�42-94�豊浦

7月7日 第53回中国地区高等専門学校体育大会

　～9日 予選リーグBパート3位

本校�56-59�広島商船

本校�40-76�宇部高専

本校�56-52�津山高専

8月27日 第29回大島郡近郊バスケットボール大会

準優勝 本校�51-48�徳山高専

本校�71-46�田布施農工

本校�55-75�大島クラブ

9月16日 平成29年度山口県学生バスケットボール秋季大会

リーグ戦 2勝2敗

本校�42-96�徳山大学

月　日 大　会　名 競　技 成　績 記録 選手

本校�48-85�水産大学校

9月30日 本校�67-53�梅光学院大学

本校�81-51�徳山高専

9月18日 平成29年度佐浦杯

2回戦敗退 本校�19-9�岩国坂上

本校�25-55�柳井

10月28日 第70回全国高等学校バスケットボール選手権山口県予選会

1回戦敗退 本校�63-101�宇部西

11月11日 平成29年度秋季岩柳地区高等学校バスケットボール大会

2回戦敗退 本校�65-31�熊毛南

本校�30-72�岩国工業

★バスケット部（女子）
6月3日 第68回山口県高等学校総合体育大会バスケットボール競技

1回戦敗退 本校�38-69�聖光

7月7日 第53回中国地区高等専門学校体育大会

　～9日 予選リーグBパート3位

本校�29-55�徳山高専

本校�26-80�宇部高専

9月9日 2017年度山口県バスケットボール選手権秋季大会

　～10日 秋季7位 本校�45-79�山口県立大学

本校�63-61�梅光学院大学

本校�40-73�山口大学�

10月28日 第70回全国高等学校バスケットボール選手権大会山口県予選会

1回戦敗退 本校�32-61�防府商工

★バレー部（男子）
4月15日 平成29年度第69回中国高等学校バレーボール選手権大会山口県予選会

2回戦敗退 本校�2-0�野田学園

本校�0-2�防府商工

6月3日 第68回山口県高等学校総合体育大会バレーボール競技

1回戦敗退 本校�0-2�豊浦

7月7日 第53回中国地区高等専門学校体育大会

　～9日 予選リーグ敗退

本校�0-2�呉高専

本校�0-2�松江高専

本校�1-2�津山高専

7月22日 春季山口県大学高専学生バレーボール選手権大会

Cリーグ1位

本校�2-0�山口東京理科大学

本校�2-0�梅光学院大学

11月11日 第70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�2-1�下関西

本校�0-2�防府商工

★バレー部（女子）
7月7日 第53回中国地区高等専門学校体育大会

　～9日 予選敗退 本校�2-0�広島商船

本校�0-2�呉高専

本校�1-2�広島商船

7月23日 春季山口県大学高専学生バレーボール選手権大会

リーグ戦 本校�2-0�宇部高専

本校�1-2�東亜大学

本校�0-2�山口県立大学

9月24日 平成29年度�第13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�久賀中

本校�2-0�柳井

★硬式野球部
4月16日 平成29年度春季県高校野球大会岩柳地区予選

2回戦敗退 本校�1-10�岩国商業

7月7日 第53回中国地区高等専門学校体育大会

　～9日 1回戦敗退 本校�0-10�松江高専

8月19日 岩柳地区新人高等学校野球大会

　～20日 2回戦敗退 本校�9-4�高森

本校�1-5�柳井

9月23日 山口県体育大会高校野球競技 1回戦敗退 本校�4-7�防府

★ソフトテニス部
4月8日 春季岩柳地区高校ソフトテニス大会

男子個人戦 2回戦敗退 M3堀本・S3橋本

3回戦敗退 M3大隣・M2古磯
S2塩田・M2江草

女子個人戦 2回戦敗退 I3三戸・M2奥永
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月　日 大　会　名 競　技 成　績 記録 選手

4月22日 山口県高等学校春季ソフトテニス選手権大会

　～23日 男子個人戦 2回戦敗退 M3堀本・S3橋本，I3嶋末・
S2中島，M2三原・I2長尾

ベスト32 M3大隣・M2古磯

女子個人戦 2回戦敗退 M2奥永・M1大庭

4月29日 山口県高校ソフトテニスシングルス大会

女子個人戦 2回戦敗退 M2奥永

5月7日 柳井市広域ソフトテニス大会

男子個人戦 2回戦敗退 M4木下･竹塚

3回戦敗退 M3大隣・M2古磯

女子個人戦 3回戦敗退 I5礒本・I4小島
I3三戸・M2奥永

5月20日 東山口オープンソフトテニス選手権大会

男子個人戦 予選リーグ敗退

M3堀本・S3橋本
S2塩田・M2江草

M2三原・I2長尾
M2榎本・S1佐藤

決勝トーナメント1回戦敗退

I3嶋末・S2中島

ベスト8 M3大隣・M2古磯

女子個人戦 予選リーグ敗退

M2奥永・M1大庭，I3三戸・
I1田中

6月3日 山口県高等学校ソフトテニス選手権大会

　～5日 男子団体戦 2回戦敗退 本校�0-3�豊浦

男子個人戦 2回戦敗退 M2榎本・S1佐藤

3回戦敗退 M3大隣・M2古磯

女子個人戦 2回戦敗退 I3三戸・I1田中

3回戦敗退 M2奥永・M1大庭

7月7日 第53回中国地区高等専門学校体育大会

　～9日 男子団体戦 4位

男子個人戦 ベスト8 M3大隣・M2古磯

2回戦敗退 M3堀本・S3橋本

1回戦敗退 M4木下･I2長尾，S2塩田・
M2江草

女子個人戦 2回戦敗退 I4小島・M1大庭，I3三戸・
M2奥永

7月15日 大島郡近郷ソフトテニス大会

男子個人戦 準優勝 M3大隣・M2古磯

3位 M3堀本・S3橋本，M2榎本・
S1佐藤

女子個人戦 優勝 I4小島・M1大庭

9月9日 秋季岩柳地区高校ソフトテニス大会

男子個人戦 ベスト8 S2塩田・S1佐藤

決勝トーナメント1回戦敗退

M2古磯・I2長尾

予選リーグ敗退

S2細川・I2髙橋，S2中島・
M2江草，I1石津・山加，

M1寺中・美坂，I2村重・
M1井上

女子個人戦 決勝トーナメント1回戦敗退

M2奥永・I1田中

11月4日 山口県体育大会ソフトテニス競技

　～5日 男子団体戦 2回戦敗退 本校�0-3�岩国工業

男子個人戦 ベスト32 S2塩田・S1佐藤

2回戦敗退 M3大隣・M2古磯，I1石津・
山加

女子個人戦 ベスト32 M2奥永・M1大庭

11月12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

予選リーグ敗退

大島商船B，大島商船C

女子団体戦 3位

12月25日 岩柳地区男子シングルス県予選

男子個人戦 予選トーナメント敗退

M2榎本，I1山加

決勝トーナメント1回戦敗退

M2古磯，I2長尾，I1石津

★卓球部
7月7日 第53回中国地区高等専門学校体育大会

　～9日 男子団体戦 予選リーグ敗退

本校�0-3�津山高専

本校�0-3�宇部高専

本校�0-3�広島商船

男子シングルス 2回戦敗退 S4大町，M3秀野

1回戦敗退 S4山縣，M4川野，北野
宮田

男子ダブルス 1回戦敗退 S2加木・森，S2下迫・吉原

月　日 大　会　名 競　技 成　績 記録 選手

11月11 平成29年度山口県高等学校総合体育大会

　～12日 男子団体戦 2回戦敗退 本校�3-0�宇部鴻城

本校�0-3�早鞆

男子個人戦 3回戦敗退 S2吉原，M1椿

2回戦敗退 S2加木

1回戦敗退 S2森

12月17日 第79回柳井市近郊卓球大会

一般男子シングルス 2回戦敗退 M3秀野，M1椿

★陸上競技部
5月27日 第68回山口県高等学校総合体育大会

　～29日 男子100m 予選組6位 11''70 S1上村

　

男子110H 予選組8位 20''62 S3濱野

男子4×100mリレー 予選組6位 48''64 M3佐村，I3池田
I2岩本，S1上村

女子800m 予選組6位 2'40''62 I3藤本

女子3000m タイムレース総合24位

11'48''29 I3古六

7月2日 H29年度�大島郡陸上競技大会

男子100m 11''3 I4青木

12''6 I4篠田

男子1500m 4'31''1 M1五島

4'47''6 S1芦刈

5'02''9 M3松下

5'07''3 I1柴田

男子3000m 9'56''0 M4西村

男子走幅跳 4m75 M4堂原

女子走幅跳 4m43 M4齊田

女子砲丸投げ 7m77 I1藤井

女子円盤投 16m22 I1藤井

7月7日 第53回中国地区高等専門学校体育大会

　～8日 男子100m 6位 11''50 I4青木

7位 11''54 S1上村

男子200m 5位 23''51 I4青木

予選14位 25''29 I2岩村

男子800m 予選9位 2'09''58 M1五島

予選15位 2'30''46 I3内山

男子1500m 13位 4'37''56 M3松下

14位 4'41''06 S1芦刈

男子5000m 8位 16'53''87 M4西村

14位 18'46''23 I2熊野

男子4×100mリレー 5位 44''93 I4青木，M3佐村
I2岩本，S1上村

男子走幅跳 7位 6m00 S1山本

12位 5m69 M1児島

男子三段跳 5位 11m76 M1児島

男子砲丸投(6kg) 3位 11m03 M5岡村

女子800m 4位 2'39''60 I3藤本

5位 2'40''81 I3古六

オープン女子4×100mリレー 5位 58''90 M5砂本，M4齊田
I3藤本，I3古六

女子走幅跳 3位 4m46 M4齊田

女子砲丸投(4kg) 3位 7m71 I1藤井

8月22日 平成29年度岩柳・徳山地区秋季体育大会

男子100m 組1着 12''4 M2大藪

組5着 12''4 I2岩本

組4着 12''8 M1赤松

男子800m 組3着 2'10''7 M1五島

男子1500m 組3着 4'36''2 I2熊野

組7着 4'53''9 I1柴田

男子走幅跳 10位 5m71 M1児島

女子砲丸投 　 7m77 I1藤井

8月26日 第52回全国高等専門学校体育大会

　～27日 男子砲丸投(6,000kg) 14位 10m83 M5岡村

女子3000m 12位 11'58''11 I3古六

9月15日 第62回山口県高等学校新人陸上競技大会

　～16日 男子100m 12''39 M2大藪

12''96 M1赤松

兼第26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

男子400m 54''98 M1五島

男子800m 2'09''73 M1五島

男子走幅跳 5m76 M1児島

12月24日 第22回西日本地区高等専門学校駅伝競走大会

　～25日 42.195km駅伝 14位�躍進賞受賞

2時間30分32秒 M1五島，M1河村

M4西村，I3内山

I2熊野，M3松下

I1柴田
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月　日 大　会　名 競　技 成　績 記録 選手

★柔道部
4月23日 第64回中国高等学校柔道大会山口県予選会

男子個人戦�66kg級 2回戦敗退 M2石橋

5月6日 平成29年度春季岩柳地区高等学校柔道大会

男子個人戦�66kg級 4位 M2石橋

女子個人戦無差別級 2位 S3椙原

6月3日 第68回山口県高等学校総合体育大会柔道競技

　～4日 男子個人戦�66kg級 2回戦敗退 M2石橋

7月7日 第53回中国地区高等専門学校体育大会

　～8日 男子団体戦 優勝

男子個人戦�73kg級 3位 M4竹村

4位 M2石橋

1回戦敗退 S2石井，中里

男子個人戦�90kg級 優勝 S4牧野

男子個人戦�90kg超級 優勝 S4田中

女子個人戦�52kg級 優勝 S3椙原

女子個人戦�63kg級 2位 S4松尾

8月26日 第52回全国高等専門学校体育大会

　～27日 男子団体戦 予選リーグ敗退　0勝2敗

男子個人戦�90kg級 1回戦敗退 S4牧野

男子個人戦�90kg超級 1回戦敗退 S4田中

女子個人戦52kg級 2位 S3椙原

女子個人戦63kg級 2位 S4松尾

★剣道部
4月16日 春季岩柳大会剣道競技

男子個人戦 2回戦敗退 M2西依，M1岡本

4月22日 中国高等学校剣道選手権大会　山口県予選会

2回戦敗退 M2西依

6月3日 山口県高等学校総合体育大会剣道競技

　～4日 男子個人戦 3回戦敗退 M1藤本

1回戦敗退 M2西依

男子団体戦 1回戦敗退 1勝4敗

7月7日 第53回中国地区高等専門学校体育大会

　～9日 男子団体戦 6位 2勝5敗

男子個人戦 準優勝 I4坪井

2回戦敗退 S5中島，M2西依

1回戦敗退 S5溝越，S4伊熊
S1芹田
M1岡本，M1藤本

女子個人戦 1回戦敗退 I2村中

8月19日 第52回全国高等専門学校体育大会

　～20日 男子個人戦 1回戦敗退 I4坪井

10月29日 秋季岩柳大会剣道競技

男子団体戦 準優勝

1回戦 2勝1敗2分

準決勝 2勝2敗1分（代表決定戦勝利）

決勝 1勝3敗1分

男子個人戦 2回戦敗退 M2西依

女子個人戦 2回戦敗退 I2村中

★水泳部
5月20日 第68回山口県高等学校総合体育大会

　～21日

男子200m自由形 7位 2'08''32 S1磯本

男子100m平泳ぎ 6位 1'10''73 M1小川

男子200m平泳ぎ 5位 2'35''80 M1小川

男子200m個人メドレー 5位 2'23''08 S1磯本

7月7日 第53回中国地区高等専門学校体育大会 総合3位

　～8日 男子100m自由形 2位 57''79 S5石丸

男子200m自由形 1位 2'10''58 S1磯本

6位 2'22''34 S1内村

男子400m自由形タイム決勝 5位 4'52''69 S4岩崎

男子100m平泳ぎ 3位 1'10''58 M1小川

男子200m平泳ぎ 3位 2'37''11 M1小川

4位 2'47''38 I5康田

男子200mバタフライタイム決勝 6位 2'37''28 S5内田

男子200m個人メドレー 4位 2'36''57 S1磯本

6位 2'54''83 S3N山本

男子400mリレータイム決勝 2位 3'52''23 S5石丸，S1磯本
S5内田，S4岩崎

男子400mメドレーリレータイム決勝

2位 4'19''88 S1磯本，M1小川
S5石丸，S4岩崎

女子100m自由形タイム決勝 4位 1'14''79 M3堀田

女子50m背泳ぎタイム決勝 6位 38''84 M3堀田

女子100m平泳ぎタイム決勝 6位 1'39''67 S4好野

女子200mリレータイム決勝 4位 2'23''60 M3堀田，S4齋藤
S4好野，I4橋本

月　日 大　会　名 競　技 成　績 記録 選手

7月21日 第65回中国高等学校選手権水泳競技大会

兼�平成29年度全国高等学校総合体育大会中国予選会

男子100m背泳ぎ 34位 1'09''39 S1磯本

男子200m背泳ぎ 28位 2'27''53 S1磯本

男子100m平泳ぎ 34位 1'11''39 M1小川

男子200m平泳ぎ 32位 2'38''15 M1小川

8月26日 第52回全国高等専門学校体育大会

男子100m自由形予選 13位 57''69 S5石丸

男子100m平泳ぎ予選 13位 1'11''91 M1小川

男子200m平泳ぎ予選 11位 2'39''07 M1小川

男子200m自由形決勝 8位 2'08''73 S1磯本

男子400mメドレーリレータイム決勝

13位 5'03''88 M3好野，S1内村
S4岩崎，S3N山本

男子400mリレータイム決勝 12位 4'03''03 S5石丸，I5康田
S5長島，S5内田

10月20日 第5回中国高等学校新人水泳競技選手権大会

　～22日 男子200m自由形 19位 2'07''49 S1礒本

男子200m平泳ぎ 23位 2'41''68 M1小川

男子200m個人メドレー 14位 2'22''55 S1礒本

男子100m平泳ぎ 23位 1'12''37 M1小川

★バドミントン部
4月15日 平成29年度岩柳地区春季高校バドミントン大会

男子シングルスB級 準優勝 I3大下

3位 I3加藤

7月7日 第53回中国地区高等専門学校体育大会

　～9日 男子ダブルス 3位 M4西前・藤本

10月28日 平成29年度秋季岩柳地区バドミントン競技大会

男子シングルスB級 優勝 I2西山

女子シングルスB級 優勝 M2若林

準優勝 I2山本

★詩吟部
12月10日 光風流吟道大会�審査会 5名参加し

全員合格
M5出口，S3田原
S2岡本，S2下迫
S2松村

★コンピュータ部
11月10日 KOSENハッカソン@函館 アプレッソ企業賞受賞

　～13日 I4岡部，I3領家

★ロボット研究部
10月15日 高専ロボコン2017中国地区大会 1回戦敗退 Aチーム：勝利する獣(ウイ

ニングビースト)

1回戦敗退、特別賞受賞

Bチーム：おかPと愉快な仲
間たち

★空手道・少林寺拳法同好会
4月30日 中国高等学校空手道選手権大会　県予選

男子個人組手 1回戦敗退 S2松村，山口

5月28日 第68回山口県高校総体少林寺拳法競技大会

男子単独演武 7位 S2田原

予選敗退 S1國本，濱田

7月8日 第23回西日本地区高等専門学校空手道大会

　～9日 男子個人組手 2回戦敗退 S2岡本

1回戦敗退 S2山口

11月4日 山口県高校空手道新人大会

男子個人組手68kg超 第2位 S2藤林

男子団体組手 第3位 S2岡本，S2松村
S2山口，S2藤林

11月5日 山口県体育大会少林寺拳法競技

規定組演武 第3位 S1國本，S1濱田

－20－



去る去るにあたり去るにあたり
　大島商船高専を去るにあたり
� 校長　石　田　廣　史　

　平成29年度末をもちまして５年間の校長の職務を終

えることになりました。教育と学校運営にご協力頂い

た保護者と教職員の皆様、そして教えるより教わる事

と元気付けられる事の方が多かった学生職君に心から

感謝致します。

　平成25年４月に本校に着任する前には、関係学会や

研究活動などで何度か本校を訪問する機会があり、ま

た、前任校の神戸商船大学・神戸大学で本校卒業生を

何人も教えていたこともあり、親しみのある学校でし

た。周辺の海や野山がとてもきれいで、学生の元気な

声がすがすがしく、自然豊かな教育研究環境のとても

良い学校だという印象を持っていました。しかし、そ

の時には将来、本校に着任するとは思いもしませんで

した。

　本校着任後、学生ならびに保護者、教職員の皆様と

過ごした時間はあっという間に過ぎました。15歳～22

歳の成長著しい、そして若くはつらつとした学生たち

と過ごすことができた時間は、私にとってはとても得

難い新鮮で貴重な経験でした。

　学生の皆さんは、本校を卒業・修了して新しい社会

に飛び立ちますが、本校で学んだ事や身に着けた技術、

そして学ぶ姿勢を忘れず、これからも①学んだことを

単に鵜呑みするのではなく、自分で考え理解し自分の

ものにして下さい。②自分だけの考えに固守せず、多

くの人々から幅広い知識を学び広い視野を持って下さ

い。③学んだことを何度も練習・実践し、それらを自

分のものにすることを楽しんで下さい。そして④個々

の垣根を越えて多くの生涯の良き友を得て下さい。

　最後になりましたが、本校の益々の発展と皆様のご

健勝とご多幸をお祈り致します。皆様、本当にありが

とうございました。

　船の生活
� 練習船大島丸　船長　前　田　幸　男　

　５年前、母校の練習船大島丸船長に着任しました。

乗組員の顔ぶれをよく見て、案ずることはなさそうだ、

安全航海において危ういところは見当たらない、ただ

自分の操船をしっかりやればうまくいきそうだと思い

ました。

　授業はもっぱら安全運航に関する事が主で、中身は

自分が実社会で覚えたこと、経験したこと、中でも失

敗談などで、学生たちはそんなに退屈してなかったと

思います。

　５年間の学校生活で一番思い出深いのはやはりカッ

ター巡航だったと思います。１年生から５年生まで主

に商船学科の学生を連れて巡航に行き、自炊し、野営し、

砂交じりのご飯を食べ、軍手で濾したコーヒーを海岸

で飲んだ記憶が生々しく思い出されます。学生がカモ

を捕まえてきたこともあり、地元の人に巡航に行くか

らとイノシシの肉を差し入れしてもらったり、岩ガキ

を取って生で食べ、焼いて食べ、あの味は忘れられな

いと思います。驚いたことは、学生が薪に火をつけて、

ご飯を炊くことを１から10まで分からなかったことで

す。かまどの作り方を教えて火のつけ方、薪のくべ方

などを教えながらずいぶんうれしかったのです。味噌

汁を作るのに水を多く入れすぎて、薄味のため醤油を

足したこともありました。

　実習で思い出深かったのが、やはり鹿児島５日間と

長崎５日間の実習です。特に鹿児島実習航海では、旧

鹿児島商船学校練習船霧島丸慰霊祭に学生を伴い鹿児

島県の同窓会とともに慰霊ができ、安全運航に対して

の心構えを、私もそうですが、学生たちも新たにでき

たことです。

　学生は両実習も商船学科５年生でした。大げさに言

うつもりはありませんがすぐに第一線で活躍出来そう

なくらい素晴らしかったと思いました。

　鹿児島航海では、東洋一とも言われている石油備蓄

を誇る、ＪＸ喜入基地を見学し、船の大きさと日本経

済のエネルギーはここに蓄えられているが、これだけ

あってもひと月と持たないことを知り、毎日毎日中東

から原油が運ばれていること、そして近い将来、その

大役を担うのが自分たち船員であることを自覚しても

らいました。
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　長崎航海では超大型ＬＮＧガス船の建造風景を三菱

長崎造船所で見学させてもらい、学生たちの心はどん

なに大きく羽ばたいたのだろうかと嬉しい限りでした。

両方とも先輩各位のご支援とご協力のたまものです。

有難うございました。

　話は変わりますが、少ないですが、人生経験上社会

生活をうまくできる秘訣を自分なりにまとめましたの

で参考にしてください。一つは、人と一緒にいるときは、

人と同じようにふるまってください。また、人がいな

いときや一人のときはよく考え、よく学び、努力して

ください。

　船の中では同じものを食べ、同じものを飲み、同じ

だけ働き、同じだけ寝る。簡単そうで難しいです。船

の中では特に食べ物、飲み物の類は、嫉妬や妬みを生

じさせますので、十分注意してください。人にできる

ことが自分にできないわけがないという、気概を持っ

て豊かな人生を送ってください。

　退職にあたりまして
� 練習船大島丸�一等航海士�本 木 久 也　

　本校には平成19年より勤務しまして,11年間在職しま

した。この11年間を振り返りますと、大島丸運航・実習・

保守・整備、授業、研究活動、クラブ活動等多くの記

憶が脳裏に焼き付いています。母校を退職することと

なりましたこと残念に思っています。また、お支え頂

いた皆様に心より御礼申し上げます。

　特に心に残っておりますのは、大島丸の運航につき

臨時に船長を約１年間行ったことにあります。それま

では航海士として航海当直・実習生の指導を行ってお

り、航海当直業務も瀬戸内での船舶輻輳海域ではある

ものの比較的余裕がありました。しかし、船長ともな

ると航路の要衝の強潮流での狭水道操船・離着岸操船

は特に緊張しました。58名生命と、大島丸が命令一つ

に影響される重責を感じておりました。しかし、船を

一丸となって動かすのはとてもやりがいを感じた時で

した。先生方の航海士へ臨時雇入のご協力、大島丸を

支える皆様の協力の賜物で幸いにして無事故で新船長

をお迎えすることができました。

　クラブ活動では、ヨット部の顧問を担当しました。

ヨット競技は山口県のお家芸と言われ、県内の他２校

は昔から全国でも強豪校であり、商船高専として船専

門の学校が負けてたまるかという思いで、猪突猛進で

２校に追従していました。その中でも全国５商船高専

の漕艇大会で私が学生の時から始まった15連覇を達成

できたことや、学生が国体４位に入賞したとき、イン

ターハイに出場して思い出を持ち帰るときは顧問とし

て達成感を感じた時でした。ヨット部には皆様にご支

援頂いたこと感謝に絶えません。

　また、赴任して直ぐの年に商船学科の入学定員を割

る事態が発生し、大島丸を使ったPR、同窓会を挙げて

のPR、南九州への中学校訪問、など無我夢中で行って

いました。気が付けばいつの間にか10年が経過してい

ました。

　学生の皆様には、途中で学校を退職することとなっ

たこと申し訳なく思いますが、次のC/O(一等航海士)

にバトンタッチしたいと思います。

　最後になりますが、学生の皆様の今後のご活躍、大

島商船の今後の益々のご発展を祈ります。同窓会でお

会いしましょう。有難う御座いました。
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　去るにあたり
� 商船学科　助手　跡部　幸　

　１年間という短い任期でしたが、とうとう終わりを

迎えます。人にものを教えた経験のない私は、おおよ

そ教員らしくなかったのではないでしょうか。本校卒

業後、北海道の観光船船長をはじめ、事務、受付、営業、

介護職等あらゆる仕事に就きましたし海外放浪もしま

した。学生を指導する立場になることに不安もありま

したが、人生は楽しいし、自由だと伝えることもでき

るのではと思い、本校に来ました。

　１年過ごすと、学生がみんな可愛くて、大好きにな

りました。社会に送り出すまで一緒に居られないのは

寂しいですが、みんな素敵な大人になると思いますの

で安心しています。でも生きていると、ぶつかる壁は

たくさんあります。頑張って乗り越えるのが人生の醍

醐味ですが、他人との問題は、自分が頑張るだけでは

どうにもならないことが多いです。

　人は、持っている考えも、歩んでいる人生も本当に

様々です。マイナスの影響を自分にもたらす人にも必

ず出会います。その時、すごく悩むかもしれないけど、

負けてほしくない。でも、なんでもかんでも真面目に

受けて一人で頑張る必要だって全くないことを知って

いてほしい。だから、気張って努力する時、人に頼る時、

逃げる時、を見極められるようになって下さい。そして、

楽しい事ばかりでも、苦しい事ばかりでも、人はだめ

になりますので、色々な事に挑戦して色々な事を感じ

て下さい。そしたら、人生を思いきり楽しめると思い

ます。

　楽しいことは、人から与えられるのを待たず、自分

で動いて見つけてください。そして、周りを巻き込ん

であげましょう。あと、友達を大事にしてください。

一緒に頑張った仲間は何よりも宝物です。社会に出て

からも、人の出会いで色んな事が変わっていきますの

で、いい人に囲まれて、みんなが幸せになることを祈っ

ています。

　以上、去るにあたり、みんなに伝えたい言葉でした。

　また いずれ
� 情報工学科　助教　印南　聡志　

　私は2017年の４月に赴任し,１年間という短い期間

ではありましたが、諸先生方や学生の皆さんに支えら

れ、やってこられたように思います。最初に御礼申し

上げます。本当にありがとうございました。

　私は教員となる前から、皆さんに伝えたい言葉が沢

山ありました。「情報工学って面白いんだよ」、「失敗し

てもいいから、とにかく色んなことをやってみよう」、

「視野を広く持って、自分の可能性を広げる挑戦をして

みよう」、そんな言葉を伝えたいと思い教員となりまし

た。

　しかし、皆さんと毎日を過ごしていく中で、皆さん

はきっと私が何を言うかではなく、私が何をしている

かを見ているのだと感じるようになりました。私がど

のように物事に向き合うのか、あるいは、どのように

周囲の人と接するのか、そういったことを私の発する

言葉以上に強く感じ取っているのではないかと思いま

す。

　そう感じてから、私は、誰よりも自身が情報工学の

面白さを実感し、誰よりも自身が沢山のことをして、

誰よりも自身の可能性を広げる挑戦をしたいと思うよ

うになりました。

　これから、私は情報工学という分野でまた新しい挑

戦をします。まだまだやりたいことが沢山あります。

勿論楽しいことだけでなく、沢山失敗して、辛い思い

もするでしょうが、それでも挫けずに前に進んでいこ

うと思っています。

　既にやりたことが見つかっている人は、そこに向かっ

て全力で進んでみてください。まだやりたいことが見

つかっていない人は、目の前のことで楽しいと思える

小さなことを大切にして、コツコツとやってみてくだ

さい。またいずれお互いが成長し、笑顔で会える日が

来ることを楽しみにしています。
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　新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

　２月中旬の終業日まであと１カ月余りとぼんやり思っていましたら、（寒波のためか？）

柳井市から周防大島町への送水管が破損して、町内全域が断水となる不測の事態が起こりま

した。役場に問い合わせても、「復旧の見込みは不明（給水がいつ始まるか分からない）」と

しか返事がなく、学生たちの学校生活に多大な影響が出ることが危惧され、とりあえず週明

け月曜日を休校とする措置が取られました。しかし、数日後に給水が開始されたことで、翌

火曜日からは授業が通常通り再開でき、終業日が１日繰り下げられる程度の影響で終わり、

安堵しているところです。

　この小冊子には、学生の皆さんがクラブ活動や商船祭などで活躍した記事が掲載されてい

ます。これが励みとなって、若い皆さんが日々の勉学や課外活動に挑戦し、最後まで「大島魂」

を存分に発揮してくれることを期待しています。

　最後に、原稿を寄せてくれた学生、教職員、そして発行に携わっていただいたすべての関

係者に感謝の意を表します。

� （図書館長　野本　敏生）

編　集　後　記
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