




　新校長に就任致しました福田勝哉です。４月

２日東京において谷口高等専門学校機構理事長

より４月１日付辞令を受けました。心の準備は

していたものの，実際は何もわからぬまま,３

日本校での着任式，運営委員会及び教員会議,

４日入学式,５日始業式と続きました。また，

これまでの校長同様,４月中旬までかけ，周辺

地方自治体と関係教育機関等への挨拶周りや他

教育機関等からの来客の対応など，新校長とし

て，緊張の連続でした。

　私は，鹿児島県阿久根市で生まれ育ちまし

た。そこは，周防大島町ともよく似て，漁業と

農業の町で，大きなみかんのような「ぼんたん

（文旦）」の産地で，日本伝来の地と言われてい

るそうです。阿久根大島という風光明媚な海水

浴場やキャンプ場があり，春夏秋にはよく遊び

にいきました。今では，人口も当時の半分以下

の２万人まで減少してしまいました。私の初め

ての人生の選択は，中学校３年生の時です。国

立鹿児島工業高等専門学校と鹿児島市内の県立

高校を受験合格し，どちらへ進学するか迷いま

したが，昭和43年（1968年）県立鶴丸高等学

校に入学することになり，市内での下宿生活を

３年間送ることになりました。その高校では，

勉強に耐えることを学びました。

　第二の人生の選択は，大学受験です。どうに

か合格した大学はありましたが，自分では納得

がいかず，両親に浪人することを許してもらい

ました。

　１年後に，再び受験の時期がやって来まし

た。ある時，『神戸商船大学に将来の原子力船

の乗組員養成に応えるために，新学科「原子動

力学科（定員40名）」を新設する。また，当時

進水したばかりの原子力船「むつ」（現在の海

洋地球研究船「みらい」）で航海実習を行う予

定である』というような内容の新聞記事が，私

の目の前に飛び込んできました。これだ！と直

感しました。これが第三の人生の選択でした。

　昭和47年（1972年）神戸商船大学商船学部

原子動力学科に第一期生として入学しました。

しかしその後，原子力船「むつ」は放射線漏れ

を起こし，航海実習は夢と消え去りました。

　第四の人生の選択は，大学卒業です。４年半

のところを半年遅れの５年間で大学を卒業しま

した。九州大学大学院で原子力工学を勉強する

ことを選び，そして昭和54年（1979年）母校

の原子動力学科助手として就任しました。

　第五の人生の選択で，本校の校長として就任

することになったわけです。私の言いたいこと

は，まさに次の教訓に集約されています。

　「新しい人生への転換は苦難に耐え忍ぶ心か

ら生まれてくる。」　

　我慢することを知らない。苦しいことに耐え

ることもしない。辛抱することも知らない。そ

ういう人は，自身に降りかかったわずかな苦難

に対しても弱音をはき，くじけ，逃げようとし

ます。人はだれでもそれなりの能力を備えてい

ますが，それらは鍛えなければ伸びるものでも

ありません。苦難に遭遇した時こそ，耐え忍び

辛抱する機会であることを知り，それを機会に

自分の生き方を反省し，人生の深みを味わうこ

とができるようになれば，それが自分の新しい

人生への転換につながっていくというもので

す。しかしながら，実際は，弱い人もいます。

そういう人のことも考えながら，これまでの経

験を有効に生かし，教職員の理解と協力を得な

がら，本校の教育研究のより一層の発展と活性

化に向け尽力したいと考えています。

　最後になりましたが，保護者，後援会，同窓

会及び関係者の皆様の日頃からの本校へのご支

援に心から感謝申し上げますとともに，今後も

引き続き本校の発展にご支援下さるようお願い

申し上げます。

新校長就任挨拶

第10代校長　　福　田　勝　哉

新校長就任挨拶
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校長　　福　田　勝　哉

　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30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。これまでの弛みない努力の結果，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，

新入生の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42名，電子機械工学科47名，情報工学

科43名の計132名,３学年に編入致しましたの

は，マレーシア，カメルーンから各１名の計２

名の留学生，そして専攻科電子・情報システム

工学専攻に15名，総計149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。そして昨年11月には，創基120周年・高専

創立50周年記念式典が盛大に執り行われました。

　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，国内から総計149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で

す。

　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，人からも多くを学んで下さい。

校長のことば

平成30年度　

　大島商船高等専門学校　入学式式辞
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　三つ目は，本日入学しました新入生と編入学

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。

－3－



　この４月から，学生主事として

２年目のシーズンが始まりまし

た。これから行われる学生主事室

関連の行事など，やはり一度経験

しているためか,１年目の同時期と比較して，気

分的に大きく違うことを実感しています。

　このような中，さっそく，入学間もない新入生

と一緒に，一年生合宿研修（４月18・19日）に行っ

て参りました。研修場所は，例年通り徳地青少年

自然の家でしたが，その内容に新たに「徳地アド

ベンチャープログラム（TAP）」を取り入れました。

無事に研修を終えて自己採点してみると，事前準

備や研修中の指示など，おおむね合格であろうと

思っております。もちろん，引率された教職員の

多大な助力があったからであることは言うまでも

ございませんが，一年前の経験を活かすことがで

きました。

　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，希望学科に入学されてき

たと思います。これからの５年間で皆さんの目標

を達成できるよう努力していただきたいと思いま

す。自分の目標を達成するためには，さまざまな

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。

　また，専門技術の習得に役立つ専門的な資格に

も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,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。その努力を日頃から続けていけば，

SNSでの情報発信でも他人に誤解されるようなこ

ともなくなると思います。

　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

学生主事

増　山　新　二
百幸は一皇に如かず
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　今年度も昨年に引き続き，寮務

主事をすることになりました。ど

うぞよろしくお願いします。私事

ですが，何年も前に東欧の大学で

多くの寮生と交流を持ちました。そこでは，学業

の中，必死にアルバイトをしてお金を貯め,１学

期だけでも入寮したいという学生をよく見かけま

した。４人部屋の生活という決して快適とはいえ

ない環境なのに，何故，彼ら彼女らはそうしたい

のでしょうか？答えは，通学に時間を取られずに，

大学の図書館で夜遅くまで思う存分勉強ができる

からです。また，各階にRAと呼ばれる寮生の世話

係がいて，毎週のように寮生のためのイベントを

企画していました。勉強に対する意欲に感心した

ことや，楽しいイベントのことを思い出しますが，

我々の寮生たちにも，同じような志を持って勉学

に励み，楽しく生活をしてくれたらと願っていま

す。そのためには，学校側の環境整備はもちろん

ですが，我々の頼もしい指導寮生，寮生会役員に

多岐に渡る積極的な活動を期待しています。主事

室教員や寮務係事務職員のサポートも時には必要

と思いますので，気軽に相談してください。

　秩序を乱さない自立を寮生が身につけることは

もちろんですが，日々の生活ですので，寮生同士

が共に尊重し合うことも大切です。お互いの尊重

の上に平穏な生活があることに気づいてくださ

い。さらに，寮生と教職員が互いに尊重し合うこ

とも必要でしょう。

　最後に，小松寮が，寮生全員にとって生涯の友

人を見つけた良き青春の思い出の場になることを

願っています。

新入生を迎えて

寮務主事

川　原　秀　夫
寮生活の中で自立と尊重を目指して！

　「あのときは，こうだったな」など，その時の

記憶を振り返ることができるのは，自分の中に蓄

積されている「経験の引出し」があるからです。

引出しが開けられるということで安心感が生ま

れ，行動などにゆとり持つことができます。実は，

上記のTAPも，事前研修を受けており，その内容

を知っていたため安心して取り入れることができ

ました。

　学生時代に蓄積された経験は，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。さらに，これらの経験を組合わ

せることで，新たな取組みにも積極的にチャレン

ジできるようになると思いますので，新入生の皆

さん，いろいろなことに挑戦してください。

　最後に，私の考えとして，「経験の引出し」は，

ことわざの「百聞は一見に如かず」につながると

思っております。ただし，「見た」というだけで

安心してはだめで，つぎのステップに進むことが

大切であると考えています。このことわざの最後

のフレーズが「百幸は一皇に如かず」であるとの

ことです。私自身がここまでのステップに進むた

めには，まだ経験と挑戦が足りないようです。
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新入生を迎えて

　新入生の皆様，入学おめでとう

ございます。

　本校に入学し，皆様の生活は一

変したのではないでしょうか。中

学校のころに比べ，行動範囲は大いに広がってい

るものと思います。新しい友人も出来，新鮮な毎

日を過ごされているでしょう。今後も，ぜひ新し

い世界を拓き，視野を広げていって欲しいと思い

ます。

　さて，新しい世界が拓けてきた中で，改めて，

自宅や地域の大切さ，ありがたさを感じることも

あると思います。

　赴任した当時，ある寮生から「高専に入る前は，

夕食に残り物のおかずが出ると，嬉しくなかった

けど，帰省してみると，残り物のおかずでもこん

なに美味しかったんだと思った。やっぱり実家の

ご飯が一番美味しい。」という話を聞きました。

今まで，当たり前だと思っていたものが，環境が

変わったことで，本当に素晴らしいものだったと

気づいたという話で，強く印象に残っています。

　新しい世界が拓かれ，視野が広くなる中で忘れ

ていけないのは，この自分自身を支える根っこと

なる自宅や地域の大切さだと思います。

　商船学科１年の最初のホームルームで，感謝や

嬉しい気持ちは，まず言葉に出して伝えることが

大切だと伝えました。

　その日はちょうど入学式の日。

　仕事を休み，無理して遠くまで来て下った保護

者の方もいらっしゃったと思います。それについ

てどう思うかを聞いた場面です。

　悪口や不平不満の方が言いやすく，言葉にしや

すいと思います。また，特に身近な人には恥ずか

しくて感謝の思いを表しづらいかもしれません

が，言葉に出さなければ，気持ちはなかなか相手

に伝わらないものです。ぜひ感謝の気持ちを，ま

ずは身近な人に伝えて頂きたいと思います。その

気持ちの積み重ねが，きっと素晴らしい学生生活

をつくる一歩になると信じています。

　大きな希望と若干の不安を抱え

臨んだ入学式からおよそ一月半，

本格的な授業のスタート，部活動

への参加，合宿研修，クラスマッ

チなどを経て，一息ついた頃ではないでしょうか。

　ここであらためて，「入学」の高専での位置づ

けを問い，入学時の新鮮な気持ちを振り返ること

は大切なことです。高専への入学を選択した学生

の大多数において，この度の「入学」は人生で最

後の経験になります。将来的に就職，あるいは大

学編入を選択したとしても，それは「入学」の扱

いではありません。みなさんは，この〈最後の入

学〉であることの意味を心に持ち続けなければな

りません。修学生として最後のスタートラインに

商船学科１年　担任

行　平　真　也

電子機械工学科　1年担任

大久保　健　治

新しい世界を拓くにあたり

最後の入学
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　本校での学校生活も一ヶ月が経

ちます。徳地青少年自然の家での

合宿研修，ＧＷも終わり，少しず

つ慣れてきたところではないで

しょうか。

　高専という環境は，目の前の扉を大きく叩けば

大きな音がはね返ってくるし，叩かなければ何の

音も生まれない，といったところがあります。つ

まり，自分から目の前にある様々な扉を叩くか否

かによって，皆さんにはね返って得られる音の大

きさも，音色も違ってくると思います（実際には

人生自体がそうではないかと思います）。

　「自分探し」という言葉があります。しかし，「自

分」という存在は，探せばどこかにある，という

のは錯覚でしかありません。つまり，「自分」とは，

あくまでも自分自身がなりたい自分を意識して少

しずつ作り上げていく，というほうが実際に近い

ものです。

　これからの皆さんを応援する思いを込めて，「人

生は本のようなもの，いつも次のページをめくる

べき」（今江祥智）という言葉を贈ります。

　ただ，「人生」と「本」とで，一つ大きく違う

点があります。それは，本は読み始めた時から結

末があらかじめ決まっていますが，人生は，自分

自身のその時々の決断や選択，努力といった要素

によって，いくらでも結果が変わっていくことで

す。

　これから先，色々な悩みを前にして立ち止まる

こともあるでしょう。少し前のページに戻りたく

なることもあるかも知れません。それでも，最後

は自分の意志で次のページをめくる（前に進む）

選択を重ねてほしいと思います。自分が思うよう

なページがなかなか現れないのも人生ですが，そ

んな時も自分が「こうなりたい」と強く思いなが

ら前へ進むことで，まだ見ぬ自分や未来に出会え

る本校での５年間になることを願っています。

情報工学科　１年担任

牛　見　真　博
なりたい自分をつくる５年間に

新入生を迎えて

立ったことを意識してください。

　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。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。

　学生としての最後のスタートラインに立ってい

ることを意識し，自らを磨いてください。また，

この入学は，仕事上の利害を伴わない人間関係を

作り上げる機会といった面からも〈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，いっそう大切に意識的に築き上げ，人格形成

に努めてください。

　業（＝学問）を卒（＝おわる）する，五年後の

卒業式に，積み上げてきた学問領野の実績からく

る自信に満ちた表情を想像してみましょう。〈最

後の入学〉を意識した今この瞬間から，何を感じ，

実践に移すべきなのか，自ずと答えは見つかるは

ずです。卒業式での凛とした立ち姿を見ること，

期待しています。
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大島丸体験航海（Ｈ30.４.６と９）

	 商船学科１年　佐伯　滉史　

　４月９日，私達，商船学科42名は大島丸に乗船しました。天気に恵まれたことから，デッキから存分

に大島の海を眺めることが出来ました。

　さて，船内では興味深いものがたくさんありました。船橋や機関室に配置されている無数の機械など，

最初は「なんでこんな所にあるのかな？」と思いましたが，船長や一等航海士が丁寧に教えてくださり

理解することが出来ました。

　また，驚いたこともたくさんありました。一つ目は機関室に設置されたモニターからエンジンルーム

を見ることが出来たことです。オープンキャンパスに来た時，エンジンルームがとても暑くなることを

耳にしていたので，このような工夫がされていることに驚きました。

　二つ目は船長や一等航海士が「Starboard	20」などと操舵号令を出して，他の乗組員さんが操船して

いたことです。私は，船長が舵を握り，操船するものだと思っていたため，それが驚きでした。また，

船について学び始めた私にとって，操舵号令は非常に興味深いものでした。

　今回，商船学科の学生として，第二の学び舎である大島丸に乗船して得たものは非常に大きいものだっ

たと思います。その得たものを活かしていくことで，将来，海事技術者になるための素質が磨かれてい

くと思います。これから先，色々と苦しいこともあると思いますが，決して途中で諦めず，最後まで粘

り強く頑張ろうと思います。

	 電子機械工学科１年　藤井　大河　

　私たちが大島商船に入学し約一週間，私たち電子機械工学科48名は大島丸に乗船した。大島商船の顔

ともいえる大島丸に乗船することができるとあり楽しみにしていた。

　当日，天候はあいにくの雨であった。船の上から見える海と空の景色や風といったものを感じてみた

かったが残念である。

　船に入り始めに教官からの説明を聞いた。船の大きさは見た目では決まらず，船の重さで決まること

を知った。大島丸は宮島のフェリーよりも大きいらしい。船内には多くの部屋があり，思ったより広く

感じた。

　次に船内にある機械の説明を聞いた。前までは，コンパス，地図，定規を使い航路を決めていたそう

だが，現在ではコンピューターを使い航路や機械を制御している。今回の体験をする前は，船と電子機

械工学科は関係がないように感じていたが，近いものに感じた。

　これからの五年間，技術者になるための勉強をしていくことになる。今回の体験で多く人に使っても

らい，役に立つ製品を作れる技術者になりたいと思った。
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大島丸体験航海（Ｈ30.４.６と９）

新入生合宿研修（Ｈ30.４.18～19）

	 商船学科１年　友澤　柊太　

　私はこの合宿研修で，今まで話したことがな

かった人と話すことが出来てよかったと思いまし

た。また，友人の良い所が見られてよかったです。

クラス全員が同じ部屋ではなかったことが少し残

念でしたが，皆で遊んだりして，とても楽しかっ

たです。

　個人的に一番良かったことは，夜に友人と流れ

星を見たことです。人生で，初めて見たので驚い

たし，一瞬でしたがとてもきれいでした。

　１日目の夜に行われた長縄大会では作戦を考

え，クラスで声を掛け合って優勝できたので，と

ても嬉しかったです。またひっかかってしまった

人に文句を言う人はおらず，みんなで優しい声掛

けが出来ていたので，とても良いクラスだなと思

いました。

　山登りはとてもきつかったけど，水筒を忘れて

しまった自分に水をくれたりして，頂上まで登る

ことが出来ました。また，登りきったという達成

感がありました。景色もとてもきれいでした。

　今回の合宿研修では，たくさん自然に触れるこ

とが出来たし，新しい友人も出来ました。とても

楽しかったので，また行きたいです。また，今回，

色々なことで団結出来たので，この経験を船の上

でも活かしていきたいです。

	 情報工学科１年　山中　大輝　

　僕は，大島丸に乗船したことがなかったため，体験航海があると聞き，どんな感じなのかなと期待し

ていました。しかし，天候には恵まれず，あいにくの雨でした。雨風が強く，さらに波も激しかったの

で，少し不安な気持ちもありました。

　乗船してから，大島丸の乗組員の方からいろいろな話を聞きました。班のメンバーの確認の仕方や救

命胴衣の着用の仕方を教わりました。救命胴衣のポケットの中には，海に落ちた時に必要な物が入って

おり驚きました。その後，乗組員の方に様々な場所に案内してもらいました。雨のため，船外に出るこ

とはできませんでしたが，晴れた日はとても気持ちが良さそうだなと思いました。案内された所々には，

たくさんの機械やメーターがありました。それを見た時に，いずれ自分達もこんな機械などをプログラ

ミングして動かしていくんだなと思いました。

　僕達の学科では，直接船に携わることは少ないけど，乗船してメーターなどの機械を見て，間接的に

関わることは多いんだなと感じました。これからプログラミングなどを学ぶ上で大変なこともたくさん

あると思いますが，頑張りたいと思います。また，専門科目だけでなく，普通科目の勉強も怠らず励ん

でいきたいです。
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新入生合宿研修（Ｈ30.４.18～19）

	 電子機械工学科１年　應潟　奈都　

	 情報工学科１年　河野　諒嘉　

　入学してわずか２週間で始まった新入生合宿研

修。クラスの友達とも少しずつ仲良くなっていっ

て，楽しみだった。しかし，その反面別のクラス

の人たちとも仲良くなれるかどうか不安な気持ち

があった。

　そんな複雑な気持ちで臨んだ合宿研修の１日目

の主な活動は，登山だった。1.75kmの道のりをそ

れぞれの学科で登っていった。中学校を卒業して

から，あまり体を動かしていなかったので登るの

がとてもきつかった。だけど頂上からの景色は，

とてもきれいで，きつくても登って良かったなと

思った。下山してからのジュースはとてもおいし

かった。

　レクリエーションの大縄跳びでは，最下位だっ

たけど，クラスで楽しく取り組めたので良かった

と思った。お風呂上りの自由時間では，班が同じ

になった商船学科の女子たちと仲良くなれた。

　２日目の主な活動は，徳地アドベンチャープロ

グラム，略してTAPをした。このTAPは，合宿研修

の中で一番，絆が深まった瞬間だったと思う。

TAPを始めたときは，情報工学科の女子とお互い

に距離があったけど，終わったあとは，いつの間

にか楽しく，話をする距離に近づいていた。

　この２日間は，あっという間で，気づいたら色々

な人との距離が近くなっていた。今回，深めた絆

を大切にしながらこれから５年間，頑張っていき

たいと思う。

　合宿研修を終えて心に残っていることは，活動

の合間にみんなで過ごしたことです。もちろん，

徳地アドベンチャープログラムやレクリエーショ

ンも楽しかったのですが，自由時間には友達の新

たな一面を見ることが多く，「実はこんな人」と

いう風に印象が変わることがありました。

　また，共通の趣味や部活動，中学校の思い出な

ど，たくさん話をすることができました。Ｓ科，

Ｍ科では，「部活や通学中に見かけることがある

人」でとまっていた人と話をしたり，お互いに入

る部活のことなど，他学科の人とも親交を深める

ことができました。また，研修中，利き手の右手

を怪我していたこともあり，色々と助けてもらい，

とても嬉しかったです。

　１日目の夜に行われた長縄大会では，結果は２

位と惜しかったけど，クラスの男女の仲も深まっ

たと思います。全体で声を出して回数のカウント

をしたり，二人以上で息を合わせて飛んだり，協

力してできたのでとても楽しかったし，ひっか

かった人にも「大丈夫！」という声かけもあって

とても良かったと思います。

　この研修では学科をこえて親交を深めることが

できたので，これからの学校生活につながるよう

にしていきたいと思いました。
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　　　　　国籍☆マレーシア

　好きな食べ物☆チョコレート，おにぎり

　嫌いな食べ物☆かぼちゃ

　　　　　趣味☆ゲーム，アニメを見る

好きなスポーツ☆排球

　　話せる言語☆マレー語，英語，日本語

一言コメント☆

　こんにちは皆さん！私はファリスと申します。

マレーシアから来ました。マレーシアで２年間日

本語や他の科目も勉強しました。日本に来るため，

文部科学省の試験を受けなければなりませんでし

た。私たちの受験者の内,41人が合格して日本に

留学することになりました。

　私は高校生の時に初めて日本のアニメを見まし

た。アニメから色々な日本の文化がわかってきて

日本に留学することを決心しました。初めて日本

語を勉強する時は本当に難しかったです。ひらが

なとカタカナはアルファベットよりもだいぶ違っ

ていて，覚えるのに時間がかかりました。でも，

少しずつ日本語が読めるようになって嬉しかった

です。

　今，日本にいるのは夢のように感じます。ここ

でたくさん友だちを作って日本生活を楽しみたい

と思っています。皆と一緒に頑張っていきたいで

す。これからも宜しくお願い致します。

情報工学科　３学年

MUHAMMAD	FARIS	AMIRUL	BIN	MOHD	FAUZ

ファリス（通称）

　　　　　国籍☆カメルーン

　好きな食べ物☆ご飯

　　　　　趣味☆ビデオを作ること，

　　　　　　　　物理，プログラミング

好きなスポーツ☆サッカー

　　話せる言語☆英語，フランス語，

　　　　　　　　日本語，スペイン語

一言コメント☆

　こんにちは！ルセルと申します。私はアフリカ

のカメルーンから来ました。2017年から,１年間

東京に住んでいました。それにもかかわらず，私

の日本語能力はまだまだです。

　私は，日本は素敵な国だと思います。それは興

味深くて楽しめる文化と伝統があるからです。特

に日本は機械と電気工学の分野で屈指であるとい

う事実です。それらは私がここに勉強しに来た理

由です。私は常にこれから直面する課題を認識し

ています。それは私が皆さんと勉強に没頭し，もっ

と重要なことを求める理由でもあります。

　皆さんとの友情を深めていけば，今後は楽しい

時間になっていくと思っています。

どうぞよろしくお願いいたします。

電気機械工学科　３学年

NZOYEM	NGUEGUIN	ROUSSEL	DESMOND

ルセル（通称）
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高専機構内地研究員報告

神戸大学大学院海事科学研究科にて

商船学科　助教　前　畑　航　平

　平成29年（2017年）５月１日から翌年２月28日

まで，神戸大学大学院海事科学研究科にて藤本昌

志准教授及び渕真輝准教授の指導の下，内地研究

制度を利用し研究活動に従事してまいりました。

　研究内容は，当初，船員教育制度の変遷を明ら

かにし，新しい船員教育像を描くことを目的とし

て着手しましたが，受入先の指導教授らから，船

員教育に対して学生はどのような期待をしている

か等の調査に変更したほうが良いのではないかと

の提案があり，討論の末，船員養成のカリキュラ

ム受講者である同大学の航海系と機関系の第４学

年の学生，一人一人を対象にインタビュー調査す

ることになり実施しました。約40名から協力を得

て,１名につき30分間から最長で約２時間，ヒア

リング収録し，内容を一字一句，文字に起こし，

共通する単語等から分類と解析を行い，学会にて

発表しました。

　ところで，私事で恐縮ですが，神戸大学	海事

科学部の前身・神戸商船大学に，私が初めて訪れ

たのは昭和62年（1987年）５月の大型連休中で，

翌年昭和63年（1988年）にも訪問しました。訪問

した理由は，大学構内で陸揚げ保存されていたか

つての大型練習船“進徳丸”（しんとくまる）で

の宿泊でした。同船は当時，青少年等の合宿所と

しても活用されおり，その頃，小学生であった私

は在籍していた大阪みなと海洋少年団の２泊３日

の合宿行事で利用することになり，ロープワーク

や手旗信号のほか,６ｍカッターでの漕艇訓練も

体験しました。訓練こそ海洋少年団の指導者や

団員のみで行っていましたが，大学構内での早朝

ジョギング時や，大学所属の練習船“深江丸”に

平行して設置されていた浮桟橋でのカッターへの

乗降時，そのほか大学の近所の銭湯に行き来する

時など，大学生や教職員の方々ともすれ違うこと

があり，「こんにちは」といった挨拶程度でしたが，

言葉を交わした記憶が残っています。

　今回，受入先の指導教授の勧めで，大学生の漕

艇訓練にも相当する講義・実習で，毎週月曜日，

午後開講の「海技実習（２年生）・リーダー実習（３

年生）・船舶管理論（４年生）」の合同授業に，ほ

ぼ見学に近い形でしたが，私も教職員寄りの立場

で参加させていただきました。この授業は３学年

合同で行われますが，教職員は，安全監視に徹し，

基本的には運航管理のヒントを上級生に指導して

いました。実際には,３,４年生が主体となり，低

学年への指導，安全確保と運航管理まで行ってい

くもので，最後の総まとめでは毎年，カッター巡

航を実施しています。この実習時間は，私にとっ

て他の研究室や学年の違う学生さんともお話をす

る大変貴重な機会になりました。また内容につき

ましても，学生主体の授業を肌で感じることがで

き，毎回，多くのことを学ばせていただきました。

　最後になりましたが，内地研修に際して準備段

階から終了にいたるまで，ご支援とご協力をいた

だきました多くの方々に，感謝と御礼を申し上げ

ます。

（写真・左から）カッター巡航の様子，カッターと“深江丸”，イラスト“深江丸”
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　今春から大島丸船長に着任しました中村です。

　海運立国日本の将来を担うべき若人と，直接触れ合うことが出来るポジションに立てたことに喜びを

感じています。

　私は32年前立派な船員になろうとして商船高専を卒業しました。ところが当時は海運大不況でまっと

うな求人はありませんでしたから，どうしても船乗りになりたかった私は就職浪人を余儀なく選択せざ

るを得ず，卒業３ヶ月後にやっと内航タンカーに拾ってもらいました。タンカーでは津々浦々まで入港

することにより船員の「いろは」を叩き込まれ，どうにか航海士として独り立ちすることができるよう

になりましたが，今度はそのタンカーを高速で追い越していくスマートなフェリーに憧れが移ってし

まったのです。上手いことにその頃になると，高齢者の退職により転職が容易になっていました。その

フェリー会社では沖縄航路や「さんふらわあ」に乗船することになりましたから，お客さまとのふれ合

いも楽しい仕事でしたし，上級免状が必要なフネでしたので勉強にも力が入りました。また，客船にも

派遣されとても充実した船員生活を送ることが出来たのです。そうこうして40歳を過ぎ船長に就任した

頃，経営不振による他社との合併及び減船を計画することになってしまいました。これを逆にチャンス

と考え，更に大きな船を動かしてみたいという欲求を叶えることにしたのです。経験を積みパイロット

に進むという手段もあったのですが，企業の傘の下で守られたくドックマスターという道を選択しまし

た。その造船所では全長300ｍの巨大船を構内で意のままに操ることが出来ましたから，船員としての

夢はコンプリートしたことになります。

　そして50歳を超え人生の助走に入るべきところ，これまで出会ってきたポンコツ船員達を思い出して

しまったのです。

　大きな船を動かす人は偉いのでしょうか？

　どうして小さな船をバカにするのでしょう。

　船長・機関長なら何を言っても良いのでしょうか？

　暴言により傷つく人がいるのです。

　甲板部・機関部・事務部，皆自分の部署が一番忙

しいと思っています。

　お互いに半歩でも歩み寄れば，更に良い船内環境

が構築される筈です。

　これから海運界に漕ぎ出そうとする諸君にはこんなつまらないポンコツ船員になって貰いたくないの

です。船舶運航は容易ではありませんが人間国宝級の特殊な仕事ではありませんし，威張ったところで

安全に仕事が出来るわけではないのです。楽しく明るい船内（陸上の職場でも同様）は意思疎通が出来

ているため思い違いによる事故は発生しません，絶対に。私は諸君に「素敵な」船員になって貰いたく，

これまで培ってきた経験を活かしたノウハウを伝えにやってきました。

　船員にはディープな知識は殆ど役に立ちません。船舶運航そのものを専門知識と考えず咄嗟に判断で

きる広～い浅～い知識を身につけて下さい。

　残念ながら海運界では商船高専卒業生は一般知識に疎いと認識されています。この意識を覆そうでは

ありませんか。上級免状は船員になってからでも取得出来ます。自分でフネを動かし始めてからわかる

ことも沢山あります。その広～い浅～い知識を得るためには読書が最も効果的です。

　本日「素敵な」船員になるための相談室大島丸を開室します。

　「明るく楽しい」浦田C/Oと待っていますので，何時でも訪船して下さい。

練習船大島丸　船長　　中　村　泰　裕

海運立国ニッポンの素敵な船員
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　私は，平成30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年の川下尚剛です。

「自由な校風を活かし，学生がもっと楽しい学

校生活を送れるような学校にしたい。」これは，

私が学生会会長になる際に思ったことです。こ

の思いをモットーに現在，学生会の司令塔とし

て活動しております。まもなく，就任から２か

月が経とうとしていますが，学生会の会長とし

て活動する難しさや責任の重さをひしひしと感

じています。私がまず直面した問題は，仕事

内容の把握が不十分なことです。本校には１,

２年生が学生会の活動のサポートをしてくれ

る「ひよこ隊」と呼ばれる組織があります。今

年度の学生会メンバーには，ひよこ隊を経験し

た人が少なく，私もひよこ隊を経験していませ

ん。それに伴い初めは，何をしたら良いのか，

あまり仕事を把握できていませんでした。そこ

で，前年度の学生会の先輩やひよこ隊を経験し

たメンバーに質問したりみんなで会議をしたり

して，最近では少しずつですが仕事を把握でき

てきたと思います。今年度の学生会メンバーは，

明るく元気な人ばかりでとても賑やかな学生会

です。学生だけでなく，先生方の中にも私たち

３年生が学校の中心になることを不安に感じ，

この学生会で大丈夫か？と思っている人が多い

と思います。しかし，そういった不安を吹き飛

ばせる力が私たちにはあると信じています。今

は未熟で，わからないことやできないことがた

くさんありますが，周りの人達の力を借りなが

ら少しずつ成長していきたいです。そして，伝

統を大切にしながら，私たちらしい色で新学生

会を築いていきます。

　「学生の意見を聞き，学校に伝える。学校か

らの指示を，より分かりやすく誤解の無いよう

学生に伝える。」といったことは学生会の大き

な職務の一つだと考えています。校内に目安箱

を設けており学生からの意見や提案があれば，

会議やアンケートをとり学生の意見を尊重して

います。しかし，私たちの力だけでは出来ない

ことが多く，先生方から不可能だと言われるこ

ともあります。それでも，先生方とも話し合い

を重ね出来る限り学生の期待に応えたいと思っ

ています。また，学校と学生で認識の違いがあ

り，誤解が生じることがあります。こういった

誤解を解くためには，客観的な立場から物事を

見る必要があります。これもまた学生会がすべ

きことだと思います。学校の代表として活動す

ることも大きな職務ですが，学生と学校の双方

の意見を聞き，伝える。いわば，「学生と学校

の架け橋」になることこそが学生会の最大の職

務であり存在意義だというのが私の考えです。

学生からの意見と学校からの指示で板挟みにな

り大変なこともありますが，より良い学校生活

にするため活動に励んでいます。私たちだけで

は出来ないことが多くあります。そのため，楽

しくより良い学校にするためには，私たち学生

会だけではなく皆さんの力が必要です。私たち

は，何事も恐れずどんな困難にも立ち向かい勇

往邁進の精神で精いっぱい学生会を運営してい

きます。

　最後になりましたが，これから１年間温かい

ご声援とご協力をよろしくお願いいたします。

学生会会長　商船学科３年　　川　下　尚　剛

学生と学校の架け橋に
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　私たち男子バレーボール部は，高校からバレー

ボールを始めた部員が多く，顧問の先生や経験者

が指導を行っています。だからこそ上級生から下

級生までとても仲のいいチームです。その仲の良

さを生かし普段の練習からコミュニケーションを

大切にし，一人一人がプレー面は勿論人として成

長できるように心がけています。

　まだまだ未熟なため全てのプレーの練習に取り

組んでいますが，今年は特にカット，サーブ，ブ

ロックに力を入れて練習を行っています。練習試

合なども例年より多く行っています。試合経験が

多くある上級生は勿論，試合経験の少ない下級生

も試合出場のチャンスが多く，より実践に近い空

気を肌で感じいい刺激となっています。

　男子バレーボール部の今年の目標は全国高等専

門学校体育大会に出場することです。私たちには

とても大きい目標ですが，目標に向け着実に力を

付けています。今年こそ卒業された先輩たちの思

いも一緒に頑張りたいと思います。応援よろしく

お願いします。

バレーボール部

商船学科　５年　　橋　田　　　怜

情報工学科　４年　　藤　本　愛　梨

井　原　奈　緒

　私たち女子バレーボール部は,５年生１名,４年

生４名,２年生２名の計７名で活動しています。

　女子バレーボール部の１年を通しての目標は，

全国高専大会に出場することなので，粘り強いバ

レーができるように日々練習に励んでいます。

　主な練習内容としては，放課後の練習と，休日

には練習試合をしています。放課後の練習では

個々のレベルアップにつながるような練習を取り

入れ，練習試合は前年度より増やすことで，より

実践的な練習が行えるようになったため，自分た

ちに足りないところや，良かったところを再確認

することができています。

　出場している主な大会は，高専大会，高専イン

カレ，大学リーグ，Ｂ＆Ｇバレーボール大会，四

国リーグです。

　今年度のインカレでは，最終日に残れるかがか

かっている試合で，接戦の末惜しくも負けてしま

い,５位という結果で終わってしまいました。そ

の悔しさを忘れずに，次の高専大会では笑顔で終

われるように頑張りたいと思います。

　女子バレーボール部は，他のどの部活よりも部

員同士の仲がとてもよく，笑顔が絶えない部活で

す！今後も，みんなで協力し合い高めあいながら

活動していきたいと思います。

部活動紹介
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大会結果報告

第31回全国高校少林寺拳法選抜大会に出場して

商船学科　２年　濱　田　彪　我

第28回プログラミングコンテストを終えて

情報工学科　４年　原　田　雅　文

　平成29年10月８,９日に徳山文化会館で第28回

全国高等専門学校プログラミングコンテスト(プ

ロコン)が開催されました。特に本校が主幹校だっ

たこともあり，私たちコンピュータ部はより一層，

作品の開発に励みました。

　今回，私は課題部門として出場しました。課題

部門は「スポーツ」がテーマで，私達は「AirRider」

という，パラグライダー体感システムを課題部門

５人で分担して協力しながら作成しました。私は

バーチャルリアリティ（VR）空間内を飛ぶパラグ

ライダーの３次元モデル(3D-CG)の作成を担当し

ました。苦労した点はたくさんありました。例え

ば，プログラムに3D-CGを組み込むのがうまくい

かなかったり，質感がでなかったりしました。し

かし，他のメンバーに解決案をもらいながらなん

とか完成させることができました。また，私たち

だけでなく，自由部門や競技部門の人たちも毎日

徹夜をして，開発をしました。

　本番当日は，デモンストレーションで企業の

方々や文部科学省の方々も来られて，様々な質問

がありました。私も開発での工夫点などを具体的

に説明することができたと思います。結果は，競

技部門は惜しくも敗退してしまいましたが，大島

商船は自由，課題の両部門が特別賞を受賞するこ

とができました。１つの作品を協力して作成する

のは初めての経験でしたが，この経験を生かして

今後もますます良い作品を作れるように努力して

いきたいと思います。

　最後に，ご指導してくださった北風先生，松村

先生，神田先生，跡部先生にお礼を申し上げます。

また，多くの教職員の方々とOBの方々が私たちの

作品を応援してくださいました。ありがとうござ

いました。

　３月24日（土）～26日（月）まで香川県坂出市

で全国高等学校少林寺拳法選抜大会が開かれまし

た。昨年11月の山口県体育大会男子規定組演武で

３位に入賞していた私と國本悠仁は，上位者が別

種目に出場することによる繰り上げで，全国選抜

大会に出場することになり，春休み期間に商船会

館で２週間の強化合宿を行いました。朝は９時か

ら，野本先生の指導の下で選抜大会に向けた修練

を行い，午後は自主練習に取り組みました。

　選抜大会では，緊張して練習の成果を十分に発

揮することができず，残念ながら予選落ちでした。

しかし，全国大会のレベルを肌で感じることがで

き，さらなる技術修得への意欲と次回の大会に向

けたモチベーションを高めることができました。

これを糧に，これからも日々精進していきます。

　ちなみに，香川県で食べたうどんはどの店もお

いしく，とくに鶏肉は最高でした（笑）。
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早いもので年が明けてすぐに５か月がたち，新学期が始まり早くも２ヶ月がたちました。皆さん調子

はどうでしょうか？楽しくてしょうがないと思っている学生からつまらなすぎると思っている学生まで

たくさんいると思います。ですが，色々な学生達がいていいと思います。そこが，大島商船のもっとも

いいところの一つだと私は感じています。

日々の生活の中で，多かれ少なかれ誰もが悩みなどがあると思います。その悩みが，友達や家族など

によって解決することができればいいのですが，ごくまれに，大きな問題になり誰に相談していいのか

分からないときがあるかもしれません。その時は，思い出してください。大島商船には，悩みを相談で

きる場所があります。それが学生相談室です。学生相談室は下の表の先生方を中心に活動をしています。

何も無くても声をかけてもらっても構わないので，お話しに来てください。学生相談なんて敷居が高す

ぎるよと思っている学生達も多いかもしれませんが，ちょっと休みたいと思ったら，図書館１階にある

学生相談室へ来てください。何も相談なんて無いと思っている学生さんでも，学生相談室へ来てくださ

い。日頃の雑談，日常的な世間話，授業の話，将来のこと，家族や友人の事など，どんなことでも相談

できます。

例えば，

「こんなこと聞いたら笑われてしまうかな・・・」

「こんなこと自分だけなのでは・・・」

などと心配せずに，気軽に訪ねてみてください。

学生相談室では，看護師の稗田さんや重本さんが窓口になって，５人の相談員の先生方が親切に対応

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

相談内容についての秘密は厳守しますから，安心して来室してください。

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

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

メールで）重本さんに連絡をしてください。

学生相談室長　　堤　　　康　嘉

学生相談室より

時間 月曜 火曜 水曜 木曜 金曜

12：15～12：45
前畑

（商船）
野本

（一般）
森脇

（商船）

13：00～17：00
カウンセラー

篠　田
カウンセラー

横　田

８：30～17：00 稗田・重本（看護師）

16：00～17：00
堤

（一般）
山口

（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。

話をしましょう！
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平成３０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

7/28(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

8/17(金)
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

8/24(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(日)
水上バイクで人命救助
（PWCレスキュー）体験講座

幸田　三広 10人 5,400 一般の方

７/20(金)～
３月まで，金
曜日（月２回）

基礎から学ぶ韓国語講座＜中級＞ 朴　　鐘徳 ６人 9,400 一般の方

◇パソコンカフェ

開催日 講座名 講師
募集
人数

講習料
（円）

対象

11/30(金)
（予定）

パソコンカフェ２０１８
橘　　理恵
（予定）

20人 無料 一般の方

◇公開講座

問合せ先　〒742-2193

　　　　　　　山口県大島郡周防大島町大字小松1091-1

　　　　　　　大島商船高等専門学校 総務課

　　　　　　　企画・図書情報係　

　　　　　　　ＴＥＬ0820-74-5521
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（平成 29 年７月～平成 30 年３月まで）各 種 資 格 試 験 合 格 者

●実用数学技能検定（２級）

	 I3	 山本　果歩

●二級海技士（２級）

	 S4	 福嶋　晴紀

●海上無線通信士（３級）

	 S4	 福喜　碧海

●実用英語技能検定（２級）

	 M2	 若林　真夢

●日本漢字能力検定（２級）

	 S4	 百田　碧凪	 M4	 佐村　　凌

	 I4	 三戸　　遥	 I4	 久保　千彩

●３次元CAD利用技術者試験（２級）

	 I3	 吉兼　大智	 M4	 坂上　怜央

	 M4	 弘中　一輝	 M5	 河野　剛拡

★サッカー部

１月７～８日	 第４回サザン・セト大島周防大島町杯

	 　高校サッカーフェスティバル　Global	Island	リーグ	 優勝

★バスケットボール部（男子）

１月13日	 山口県高等学校バスケットボール新人大会	 １回戦敗退

★バレーボール部（女子）

３月24～26日	 第６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	 ベスト８

★柔道部  

１月28日	 第40回全国高等学校柔道選手権大会山口県大会

	 　男子個人戦	66kg級	 ２回戦敗退

  

★バドミントン部  

３月17日	 山口県高等学校バドミントン１年生大会

	 　男子Ａ級シングルス	 ベスト８

  

★空手道・少林寺拳法同好会  

１月20日	 中国高等学校空手道選抜大会

	 　男子団体組手	 １回戦敗退

	 　男子個人組手68kg超	 ２回戦敗退

３月24～26日	 第21回全国高等学校少林寺拳法選抜大会	

	 　規定組演武	 予選敗退

（平成 30 年１月～３月）各 種 大 会 成 績
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　新任教職員紹介

出身：東京都

大島商船の印象：海や山のすぐそばで，街も近く，

交通も便利な良い所だと思います。

担当：海上安全学，実験実習，海上交通法

趣味：海事遺産の見学，気象海象観測，コンサー

ト鑑賞

抱負：商船学校航海科の出身で，多くの友人が海

と海際で活躍しています。私は，これまで，

電子情報通信，建築施工，海洋環境計測と

いった分野に取り組んできました。皆さん

に，色々な世界の情報を提供できればと考

えています。

出身：うどん県

大島商船の印象：（良い点）几帳面，スマート

　　　（改善点）先読みが苦手，メンタルが弱い

担当：実験実習，海事実務

趣味：ラーメン屋遍路

抱負：昭和の終わりに船乗りになって，北は北海

道留萌から南は南岩国まで沢山の港に入港

しました。好きな教訓「若い時の苦労は，

歳取ったら堪える」

出身：福岡県

大島商船の印象：素直で元気のいい，思いやりの

ある学生が多いと感じました。島環境もい

いと思います。

担当：総合英語，英語表現

趣味：ウォーキング，ジョギング

抱負：英語（に限らず外国語）は私たちの世界を

広げる道具だと思います。そのためのお手

伝いが少しでもできるように努力したいと

思います。１年間だけのお付き合いですが，

よろしくお願いいたします。

出身：熊本県

大島商船の印象：私は本校の出身ですが，在学し

ていた頃と印象が変わりました。しかし，

明るく活気で溢れているところは変わらな

いと感じます。

担当：大島丸　一等航海士

趣味：運動，アウトドア，乗り物

抱負：大島商船に戻ってくることができて嬉しく

思います。現場での体験を伝え，生徒達が

有意義な学生生活を送れるように支えてい

ければと思います。

商船学科

　千葉　　元

練習船大島丸

　中村　泰裕

一般科目

　西村　知修

練習船大島丸

　浦田　数馬

ＮＥ
Ｗ
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出身：岡山県

大島商船の印象：学生のみなさんがよく挨拶をし

てくださり，明るい雰囲気の学校に感じま

す。

趣味：山歩き，読書

抱負：これまでの国立大学等での勤務経験や習得

した知識をもとに，学校を取り巻く諸課題

や今後の進むべき方向を考えながら，“チー

ム大島商船”の一員として，明るく，元気に，

前向きに頑張っていきたいと考えています。

出身：東京都

大島商船の印象：ちょっと前“高専50年”と言わ

れましたが，歴史がある本校では,120年と

いうことで，その重みを感じます。

趣味：水泳，ＭＴＢ，スキー

抱負：４年前までは，同じ瀬戸内でも反対側の愛

媛県新居浜市の海沿いに住んでいました

（直近は岩手県南部）。ここ大畠瀬戸の潮流

は，ものすごい勢いなのだなと感じました。

早く，学校にも環境にも慣れて，力となれ

るよう，頑張ります。

出身：山口県

大島商船の印象：とても景色が良いのと，元気で

明るい学生が多く活気のある学校だと感じ

ました。

趣味：お菓子作り，雑貨屋さん巡り

抱負：学生課の職員という，学生と教員の皆様の

すぐ近くでサポートさせていただける仕事

に，とてもやりがいと楽しさを感じていま

す。まだまだ未熟なところも多い新人です

が，必ず皆さんの役に立てる職員になれる

よう，いつも前向きに頑張っていこうと思

います。

事務部長

　阿部　祐一

総務課長

　井手　克美

学生課　学生係

　松岡　実祐

－21－



　この冬は全国的に降雪が多く寒い日が続きましたが，瀬戸内地方では雪がほとんど積も

らなかったので列車の遅れや道路の交通渋滞もなく，日程通り前年度を終えることができ

ました。

　そして４月になり，校長をはじめ教職員に新しいメンバーが加わり，全員でピッカピカ

の新入生を迎え入れることができました。喜ばしい限りです。

　目に青葉がまぶしい季節ももうすぐそこに来ていますが，新入生をはじめ学生の皆さん

もたくさんの養分と太陽の光をいっぱいに浴びて，すくすくとまっすぐ天高く伸びゆくこ

とを心から願っています。

� （図書館長　野本　敏生）

編 集 後 記

主　　　要　　　行　　　事　　　表

（平成30年度）
４月４日(水) 入学式

４月５日(木) 始業日

４月18日(水)～19日(木) １年生合宿研修

５月15日(火) クラスマッチ

５月19日(土) ブックハンティング

６月６日(水)～12日(火) 前期中間試験

７月６日(金)～８日(日) 第54回中国地区高専体育大会（宇部，徳山，大島）

７月30日(月)～８月３日(金) 前期末試験

８月７日(火) 終業日

９月20日(木) 商船学科卒業式

海洋交通システム学専攻修了式

９月25日(火) 始業日

10月21日(日) ロボットコンテスト中国地区大会（松江）

10月27日(土)～28日(日) 第29回全国高専プログラミングコンテスト（徳島）

11月３日(土) 商船祭

11月９日(金)～11日(日) 第54回中国地区高専体育大会（冬季）（大島）

11月27日(火)～12月３日(月) 後期中間試験

12月13日(木) クラスマッチ

１月10日(木) 校内成人式

１月23日(水)～25日(金) ３年生合宿研修

２月５日(火)～12日(火) 学年末試験

２月14日(木) 終業日

３月15日(金) 電子機械工学科・情報工学科卒業式

電子・情報システム工学専攻科修了式

－22－






