




　本日、平成30年度大島商船高等専門学校商

船学科卒業式ならびに専攻科海洋交通システム

学専攻修了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。

　商船学科卒業生ならびに専攻科海洋交通シス

テム学専攻修了生の皆さん、卒業ならびに修

了、誠におめでとうございます。また、これま

でご指導いただきました諸先生方ならびに職員

の方々、今日の日を心待ちにしておられたご家

族や保護者の皆様に対し、厚く御礼申し上げま

すとともに、心よりお祝い申し上げます。そし

て、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、計42名が卒業、そして専攻科海洋交

通システム学専攻３名が修了致しました。本校

に入学時、新しい学生生活への夢と希望、そし

て不安を胸に抱きながら、これまで勉学と課外

活動に励み、様々な困難を克服し、本日、ここ

に目出度く卒業ならびに修了を迎えられた事に

深く敬意を表すると共に、心から賞賛致します。

　皆さんは船舶運航に関する基礎から最新技術

まで多くを学び、知識と技術を身に付けられま

した。今後、自信をもってそれらを十二分に生

かし、大いに活躍して下さい。

　そのためには、夢を持ってください。将来の

目標を持ってください。目標達成のためには幾

多の困難が待ち受けていることでしょう。何事

も一朝一夕には成し得ません。一歩一歩着実に

歩み続け、自己研鑽に励んで下さい。

　本日、皆さんは卒業ならびに修了されました

が、ここ大島商船高等専門学校は皆さんの第二

の故郷であります。困った時も嬉しい時も本校

を訪れ、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。

　今日の喜びの日を迎えることが出来たのは、

皆さんの努力の賜物ですが、ご家族を始めとし

て、先生方や友人など、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。

　結びに、皆さんの新たな船出と、これからの

豊かで幸多き将来を心から願い、私の式辞と致

します。

平成30年９月20日

大島商船高等専門学校長

　福田　勝哉
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　昨年10月22日深夜、ドイツの貨物船が大島

大橋に衝突したことに伴って、12月２日までの

非常に長期間の休講を余儀なくされました。学

生、保護者の皆様には心配をおかけいたしまし

たが、12月３日に学校を再開できました。土曜、

祝日を授業日にして授業日数を確保しながらで

はありますが、何とか年度末までに今年度の授

業を終了することが可能となりました。

　10月22日の通勤途中、情報教育センターか

らのメールで、大島大橋のネットワーク機器故

障の連絡を受けました。その時には、大島大橋

に貨物船が衝突したなどという情報もなく、大

して気に留めることもありませんでした。学校

に登校後、周防大島町全体で断水が発生してい

るとの情報を聞き、とりあえず10月28日まで

の休講を決定しました。しかし、大島大橋の損

傷の程度に関する情報がほとんどないような状

況でしたが、TV報道等で断水期間が長期化す

るとのことから、11月５日授業再開を目指す

ことを決定しました。商船祭の中止は、準備を

進めていた学生の皆さんには非常に残念なこと

だったと思います。

　その後、大島大橋の損傷状況が次第に明らか

になってきました。大島大橋の復旧が12月上旬

であることが示され、水道の復旧もほぼ同時期

になることが予想されました。通学生の通学手

段の確保、寮生の生活水の確保などの問題を山

口県、周防大島町、防長交通等と協議し、いろ

いろな案を検討しましたが、約400名の通学生

の交通手段の確保、約200名の寮生の食事、生

活環境の確保ができないため、学校の再開時期

を12月３日に決定し、学校再開の準備を開始し

ました。通学生の交通手段としてマイクロバス

による通学、自転車通学が可能になるような方

法の検討、学校全体の生活水確保のための給水

活動、寮生の断水期間中の食事の準備など様々

な対応策を準備いたしました。この段階では、

大島大橋の復旧が12月上旬の予定であったた

め、短期間ではありますが、学生の皆さんに不

便な生活を強いることを覚悟しておりました。

幸いにも12月３日の学校再開までに、大島大橋

の仮復旧、断水の解消ができたため、学生の皆

さんには、何とか元どおりの環境での学校生活

をしていただけております。ただ、大島大橋の

歩道上に仮設の水道管を通しているため、現在

も自転車を押しての通学をお願いしています。

　今年度は、西日本豪雨災害の影響でJRが不

通となり、１週間程度の休講、通学困難者の学

寮への受け入れ等を経験し、夏休み期間も短縮

いたしました。

　今回の事故で、冬休み、春休み期間の短縮、

土曜日・祝日の授業で、学生の皆さんには、集

中して授業を実施している状況です。２月末に

予定されている学年末試験まで非常に忙しい状

況になると思いますが、勉学に頑張って取り組

んでいただきたいと思います。また、今回の経

験を今後の学校運営に生かせるよう学校として

努力していきたいと考えております。

大島大橋損傷に伴う休講措置について
� 教務主事　　石　原　良　晃　
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　平成30年度の高専体育大会は、中国地区大会が

宇部工業高専を主管、徳山工業高専と本校が協力

校として、７月６～８日にかけて、各３会場で開

催されました。本校は、サッカー、卓球、柔道の

３競技を担当しました。本大会は西日本豪雨の影

響で、津山工業高専が参加できない残念な事態と

なりました。全国大会は８～９月にかけて、九州・

沖縄地区の会場において開催されました。また、

冬季大会（ラグビー）が11月９～11日にかけて、

本校主管のもと開催されました。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一昨年、昨年と全国大会出

場を逃しています。そこでもう一度部活動を見直

し、新体制を敷くことで日々の練習に取り組んで

います。ミーテイングの回数を増やし、学年の差

など関係なく教員と部員全員が部活動に真剣に向

き合うことで質の良い練習ができるようになりま

した。

　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練習に励み、今年こそは全国

大会に出場しますので、応援よろしくお願いしま

す。

水泳部

　気象庁が「平成30年７月豪雨」と命名した時期

に、中国地区高専体育大会は開催され、リレーで

２種目、個人でも６名が全国高専大会への切符を

獲得しました。９月に長崎県で開催された全国高

専大会では、男子200m自由形で８位に入賞しただ

けでなく、４×100mフリーリレーでも８位に入賞

するなど、チームとしての競技力向上を実感でき

ました。

　男女共に今までチームを支えてくれた５年生に

はとても感謝しています。４年生以下は半歩先の

目標設定と達成を繰り返すことによってさらに競

技力を向上し、来年も結果を出したいと思ってい

ます。

ソフトテニス部

　私たちソフトテニス部は、今年度の中国地区高

専大会で団体戦が４位と、去年と同じ結果でとて

も悔しい思いをしました。その思いを晴らすため

に、今自分に何が足りないのかをしっかりと把握

し、毎日の練習を意味のあるものにしていくこと

が大切だと思いました。

　来年度こそは団体と個人、共に全国高専大会に

出場できるよう、チーム一丸となって頑張ってい

きたいと思います。

柔道部

　私たち柔道部は、今年度の全国高専大会で男子

団体戦へ出場し、そして個人戦においても、男子

３名、女子２名の選手が出場しました。団体戦は

惜しくも予選リーグで敗退してしまいましたが、個

人戦では入賞を果たすことができました。昨年度

につづき、入賞者を出すことができて嬉しかった

です。来年度の高専大会は、主軸となっていた現

５年生が卒業してしまうので、残る部員がこれま

高専体育大会

クラブ活動

イベント・レポート

2018　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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で以上に練習をし、今年度以上の成績をおさめる

ことができるように精進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中国地区高専大会では

団体戦はリーグ戦敗退、個人戦は1、２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（女子）部

　私たち女子バスケットボール部は、部員は少な

いですが大会での勝利を目指して練習に取り組ん

でいます。部員は皆仲が良く、年の差関係なく部

員同士でお互いに教えあい、人数が少ない分、盛

り上げられるようみんなで声を出すことを心がけ

ています。今年度の中国地区高専大会では３位と

いう結果でした。しかし、私たちの目標は全国高

専大会に出場することなので、来年度は中国地区

高専大会での優勝を目指して日々の練習を頑張っ

ていこうと思います。

バドミントン部

　私たちバドミントン部は団体戦、個人戦ともに

全国高専大会出場を目指して日々練習に取り組ん

でいます。昨年の中国地区高専大会では日々の練

習のおかげか団体戦で準優勝という全国高専大会

まであと一歩のところまでいくことができまし

た。個人戦でも多くの選手が１回戦、２回戦と勝

ち進むことができるようになりました。今年の中

国高専大会では今まで部の主力であった５年生が

卒業して以前より厳しくなるかもしれませんが５

年生が作ってくださったシードを簡単に渡さない

ようにより一層気を引き締めてがんばりたいと

思っています。これからも部員全員で考えて質が

良く、楽しく練習を行っていきたいと思います。

　今年はありがたいことに全国高専大会の主催校

なので全国高専大会に出場することができます。

出るからには全力でプレーしてきますので応援よ

ろしくお願いします。

バレーボール（男子）部

　僕たちバレー部は「明るく楽しく元気に」をモッ

トーに日々練習に取り組んでいます。部員達の仲

が良く、練習のある日は真面目に取り組んでいま

す。そのお陰もあり、今年度の中国地区高専大会

ではリーグ戦を突破し、最終トーナメントまで残

ることができました。現在では５年生が引退し寂

しいですが、来年の高専大会に向けて頑張ってい

きたいと思います。部員(特に３年生以下)の募集

も行っていますので、バレーに興味がある人は是

非来て下さい。

バレーボール（女子）部

　私達バレー部は、５年生４人、３年生２人の計

６人で活動しています。部員は少ないですが、チー

ム全体のレベルアップのため毎日練習を重ねてい

ます。また、先輩後輩関係なく仲が良く、団結力

が高いです。

　昨年は決勝戦まで進む事ができず悔しい思いを

したので、来年度の中国地区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。

イベント・レポート
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陸上部

　今年度の全国高専大会には、１名出場すること

ができました。地区大会では、男子は５位が２名、

女子は３位が１名と、惜しくも全国高専大会出場

を逃した選手もおり、悔しい気持ちが残りました。

　陸上競技は個人種目ですが、練習ではお互いに

刺激しあい、あの人には負けない、あの人に追い

つくという気持ちを持つことで、チーム力の向上

につながります。来年度に向け、団結力を更に向

上させ、お互いに高めあえるチームに成長したい

と思います。そのために一人ひとりが目標を持ち、

それぞれが声を掛け合って練習に取り組んでいき

ます。

空手道・少林寺拳法同好会

　まず、空手道競技においては、５月の県高校総

体に、商船学科３年の岡本竜真、藤林稜平、松村

康平と山口康生（当日棄権）が、男子個人組手と

男子団体組手に出場（予選敗退）した。

　次に、少林寺拳法競技においては、同じ県高校

総体に、商船学科２年濱田彪我と國本悠仁が男子

組演武（第４位）と男子単独演武、また電子機械

工学科２年品川篤志が男子単独演武に出場した。

さらに、11月の県体育大会では、國本と濱田は水

道管破裂による休校のため出場できなかったが、

品川が男子規定組演武に出場し、第２位に入賞す

ることができた。これにより品川は３月の全国選

抜大会への出場権を獲得した。現在、昇級試験や

選抜大会入賞を目指し、部員一同が修練に励んで

いる。

カッター部

　平成最後の７月15日、16日に本校主管で実施予

定であった第53回全国商船高専漕艇大会は豪雨被

害の為、中止となりました。優勝旗奪還を目指し

ていた選手、大会運営を手伝ってくれる引退した

部員や学校関係者、そして期待を寄せていたOB・

OGの方々にはこのような結果となり申し訳ない気

持ちで一杯です。またカッター部は、その後予定

していた市民大会や瀬戸内三商船の試合、全て災

害の為、中止となってしまいました。来年度は部

員一同、気持ちを入れ替えて再スタートとなりま

すが、応援宜しくお願い致します。

漕艇大会

イベント・レポート
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　平成30年10月27・28日、アスティとくしまにお

いて第29回全国高等専門学校プログラミングコン

テストが開催されました。

　今回、私は競技部門として出場しました。今年

の競技部門は「マス巡り」という、司令塔１名、エー

ジェント２名からなる３名のメンバーで構成され

たチームで、エージェントが司令塔の指示を受け

行動し、マス目に区切られたフィールド上で、い

かに多くの陣地を占有できるかを競うチーム対抗

の陣取りゲームでした。メンバーは３年生の河野

さん(司令塔)、２年生の常森さん(エージェント)

と私(エージェント)を含めた３人でチームを組み

ました。

　私は、司令塔を支援するシミュレーションシス

テムの作成を担当しました。私は、１からコード

を書いて、GUIのシステム作成することは難しい

と判断したため、Unityを使い作成しました。ま

た、機械学習を用いた方法も考えましたが、それ

も難しいため、今回は司令塔の入力・出力を支援

する目的で作成しました。このような長期間での

開発は初めてなので難しい部分がたくさんありま

した。例えば、ＱＲコードの読み取り、フィール

ドの更新、履歴管理、バックアップを保存・復元

など実装が難しく大変でした。また、序盤から終

盤まで開発をほぼ一人で行ってしまったため、他

の人に任せること、頼ることができず本当に失敗

したなと思いました。今回の競技は、プログラム

だけでなくメンバー同士の連携が重要となるた

め、実践を模した対戦形式の練習を行いました。

特に、司令塔からの指示、解読を重視した練習を

行いました。

　本番当日は、午前の予行演習時に不具合や変更

点が見つかりとても焦りましたが、午後開始の予

選までに、正常に動かせる状態にできてほっとし

ました。また、１ターンの持ち時間が想像以上に

短く、時間内に予定していた工程を終えることが

できなかったため、短い時間でも対応できるよう

に入力工程の作業を削減しました。予選リーグは、

二勝一敗で二位でしたが、次の日に行われた敗者

復活戦のリーグで二勝し、決勝トーナメントに進

むことができました。決勝トーナメントでは、一

回戦目は勝利できましたが、二回戦目で敗退して

しまいました。僅差で敗退したため、悔しい思い

もありますが、最終的な戦績を見るとベスト16に

入ることができたので、ここまで勝ち上がれたこ

とがとてもうれしいです。また、システムを作成

した甲斐があったなと思います。長期間にわたっ

て、開発するのは初めての経験でしたが、今回の

経験を今後に生か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、神田先生にお礼を申し上げます。

ありがとうございました。

イベント・レポート

全国高専プログラミングコンテスト

情報工学科２年　岡　村　一　矢
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　10月21日松江市の鹿島総合体育館で高専ロボ

コン中国地区大会が行われ、Ｂチーム(One� More�

Time)は技術賞、Ａチーム（ピエロ）はHonda賞を

受賞しました。４月末に競技課題“ボトルフリッ

プ”が発表され、「こんな課題できるわけない」

という所からのスタートでした。夏季休業中も

チームでロボットと日々向き合い続けました。試

合の結果は残念でしたが、アイデア対決という高

専ロボコンだけのコンセプトに対して魅力的なロ

ボットを制作し、一定の評価を得ることができま

した。

　ロボコン５年間を振り返れば、様々な思い出が

浮かびます。先生方の様々な助言、技術職員の方々

の熱心なご指導、憧れの先輩の背姿や緊張した様

子、後輩の痺れる斬新なアイデアなど、本当に楽

しい日々でした。１年生から選手としてロボコン

に参加させて頂き、誰よりも不良品を創り、誰よ

りも失敗しました。その経験を生かし、社会に役

立つ技術者になるべく日々精進すると、改めて決

意しています。

　最後になりますが、毎日夜遅くまで私たちを温

かく見守ってくださり、ときには豊富な経験に基

づく助言を与えてくださった先生方、レーザー加

工依頼などに快く応じてくださった技術支援セン

ターの皆様、チームメンバーに深く深く、感謝い

たします。

（Ｂチームリーダー）

　英語弁論大会に、初めて出場しました。

私が出場したのは、テーマを決めて発表するプレ

ゼンテーション部門ですが、その他に暗唱部門が

あります。

　プレゼンテーション部門に出場するまでに、資

料の収集、発表テーマの決定、原稿とスライドの

作成、スピーチの練習の順という流れで準備を進

めていきました。資料の収集については上手く

いったのですが、テーマの決定と原稿の作成にと

ても時間がかかりました。ここまでは、予定通り

に進み、残すはスピーチの練習だけとなったとき、

大島大橋に大型船が衝突するという事故が起きま

した。この事故による突然の休講のため、本番前

の合同練習が中止になりました。発音に注意しな

がら家で練習はしていましたが、本番ではパワー

ポイントも同時に動かさないといけないため、不

安が大きくなるばかりでした。

　このような事故が起きるとは全く予想していま

せんでした。いつ何が起きるか分からないとはこ

ういう事かと思いました。

　慌しく時間は過ぎ、当日のリハーサルを迎える

ことになりました。ステージに上がると緊張で頭

が真っ白になり、練習通りにはいきませんでした。

本番ギリギリまで、発音や区切る場所、表現の仕

方など最終チェックをし、臨みました。いざ自分

の番になると、緊張もせず、時間制限内にスムー

ズに発表をする事ができました。この５分のため

に夏休みから準備を始めてきて、大変なこともあ

りましたが、無事に発表を終えることができ、本

当に良かったと思います。ステージを降りた時は、

達成感と同時に安心感もありました。

　英語に興味がある人や、人前で何かをする事が

得意な人は、弁論大会に挑戦してみてはどうで

しょうか？�きっと自信がつくと思います。

イベント・レポート

５年間のロボコンを終えて

電子機械工学科５年　佐　伯　英日路

初めての弁論大会

情報工学科３年　坂　本　有　亜
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チームワークの重要性 CMOSトランジスタ回路設計及びIC作製実習

インターンシップ

受　入　先　三島光産株式会社

学 生 氏 名　電子機械工学科４年　岡　田　智　史

　インターンシップで「モノを設計し製作するま

での過程」を体験し、学校と会社の違いを発見す

ることができた。工場内の機械はどれも大型で、

切削用の部品も充実しており、見たこともない機

械を多数みつけた。計測用の機械もデジタル表記

になっており、非常に見やすく学校の機器よりも

使いやすかった。また、会社の人たちが老若男女

問わず１つの目標に向けて仕事をこなしている姿

はとても新鮮だった。インターンシップに行く前は、

会社はもっと堅苦しいものだと思っていたが、働

いている人たちはみんな明るく和やかで、インター

ンシップ担当の人もわからないところがあったら

優しく教えてくださった。おかげで、そのイメージ

が崩れたのを感じた。

　このインターンシップで大切だと感じたのは

チームワークである。モノを作る際、設計や製作、

仕上げなどいくつもの作業を進めて完成させる。

この時、あらかじめモノの材料となる素材や加工

に使用する切削工具の特徴をリストにまとめるこ

とで、それぞれの担当の人たちがスムーズに作業

することができる。モノを作るには考えてから形

にするまでの作業のすべてがないと成り立たない。

だからそれぞれの作業の担当者に分かりやすいよ

うリスト化することで、作業時間を短縮することが

できる。このような細かい工夫が会社の連携に役

立つことを知った。

　最初は不安が大きく、慣れないスーツと革靴で

本社に行ったり、同じ作業着を着たり、見たことの

ない町並みやホテルでのチェックイン、帰る前の

日報など初めて経験することばかりだった。終わっ

た今では、会社の雰囲気を感じたり、会社の人た

ちの話を聞いたり、慰労会を体験することで、自

分の将来に対して、明るく前向きに考えられるよ

うになった。いつか自分も立派な社会人になれる

ように、これからも頑張っていきたい。

受　入　先　広島大学

学 生 氏 名　情報工学科４年　山　田　彩　乃

　私は、�広島大学ナノデバイス・バイオ融合研究

所での夏期インターンシップに参加させていただ

き、�CMOSトランジスタ回路設計及びIC作製の実習

を体験しました。�

　実習では、�はじめに安全講習を受けた後、�複雑

なCMOSトランジスタ回路をウェハー上の僅か２mm

区画に作成する様々な微細加工技術を学習しまし

た。２日目からは作製した加工パターンのEDAレイ

アウトを元に、�ウェハー上に実際に製作を始めま

した。これ以降の作業はクリーンルーム内で行い

ました。広島大学のクリーンルームは、�特に制限

が厳しいスーパークリーンルームで、�１立方フィー

ト(１フィート=30.48センチメートル)に存在する塵

埃の数が１～10個に制限されている空間のことをい

います。これは1000万～１億個の塵埃が存在して

いるとされている一般家庭に比べるとおよそ1000

万倍きれいな空間であり、一度この制限を超える

と制限内に戻すのに膨大な時間と費用がかかるた

め細心の注意で実習に取り組みました。

　この実習を通じて、�海外の大学生及び県内の大

学生、�大学院生、�社会人の方と一緒に実習をする

ことができ、�IC製造の実際の作業工程を学習する

ことができました。また、�普段は入ることのできな

いスーパークリーンルームを体験することができ

ました。
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国際交流プログラムに参加して

カウアイ島短期留学を終えて

� 情報工学科２年　　上　田　　　渚　

　昨年の夏９月２日～22日にかけての約３週間、

私はハワイ州カウアイ島に短期留学しました。留

学中は主に現地大学のカウアイコニュニティーカ

レッジ(KCC)で学生と共に授業を受け様々なことを

学びました。私が分からないところを教えてもらっ

たり逆に私が教えたりと、拙い英語でしたがどうに

か意思疎通ができました。KCCの学生とは空き時間

を利用して交流を深め、３ヶ月経った今でも連絡

を取り合う大切な友人です。�

　カウアイ島の大自然も素晴らしい魅力でした。

ホームステイ中ホストファミリーは様々な場所に案

内してくれましたが、私が強く印象に残っているの

は深夜に見た満天の星空です。ホストファザーが

１つずつ星座の名前を教えてくれて、私にとって忘

れられない思い出になりました。�

　楽しいことばかりではなく、上手く英語が話せ

ずに相手も自分も困ってしまったという苦い思い出

もあります。しかしその経験によって、完璧に喋

るということよりも、たとえ会話に行き詰まってし

まっても知っている単語やジェスチャーなどで気

持ちを伝えようとすることが最も大切なのだと学

びました。カウアイ島の人々はみな親切で優しく、

私がうまく気持ちを表現することができなくても理

解しようとしてくれました。

　３週間と短い期間でしたが、様々な経験をする

ことができました。うまく英語が話せず悔しい思

いをする場面が多々あったので、この経験を糧に

今後も英語力をつけ、まずは滞りなく会話ができ

るようになること

を目標に、いずれ

は長期留学もして

みたいと強く思い

ます。

コミュニケーションの大切さ

� 情報工学科３年　　坂　本　有　亜　

　今回、マレーシア・ペナンにおける高専学生海

外研修プログラムでは主に、語学学習、企業訪問、

異文化体験の三つで、１週間の滞在でした。去年

は短期留学で、別の国に行きましたがマレーシア

はその国とは違う良さがありました。

　一番印象に残っているのは、技術学校(日本の

高専のような学校)に訪問したことです。現地の

学生が学んでいることは、私達が勉強しているこ

ととほとんど一緒でプログラムを組んだり、回路

を作ったりなどでした。学生とのアイスブレイキ

ングがあったのですが、最初に話した年上の学生

と話が弾み仲良くなりました。ゆっくり英語を話

してくれて、私の話すことを一緒懸命聞いてくれ

て、とても嬉しかったです。その時に、もっと自

分がすらすらと英語を話せたら、今よりも英語を

話すことが楽しくなるんだろうなと思いました。

その学生と次会うときには、すらすら会話出来る

ように英語の勉強に励みたいです。また、自由時

間は出来るだけ外にでて現地の人と話したり、文

化に触れたりしました。街の人に分からないこと

を聞くと、丁寧に教えてくれ、とても親切にして

くださいました。日本語が通じない地で、自分が

持っている英語やものをどう表現するかというの

はとても重要な事だと思います。自分の力で、バ

スや電車などの交通手段を使って目的地にたどり

着けると、とても達成感がありました。ジェス

チャーでも単語並べでもいいから、どうにかして

相手に伝えるという大切さを学びました。

　今回の研修で学ん

だ事を、これからの

人生の中で活かし、

今の学生の間に色ん

な国へ行きたいです。

国際交流室より
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国際交流プログラムに参加して

国際交流室より

NTMAでの国際交流を終えて

� 商船学科３年　　廣　中　翔　也　

　今回のNYK-TDG� Maritime� Academy(NTMA)での国際交流で、僕は初めて海外に10日以上滞在しました。英

語しか通じない環境でも、話そうとすれば何とか通じるということが分かりました。

　NTMAは全寮制で、僕たちもその寮で生活しました。まず驚いたのが、上下関係でした。後輩が先輩を心

から尊敬しているようでした。また、日課がとても制限されていて、朝にランニング、筋トレを平日は毎日

行っていました。食事の時はNTMAで定められているmissionを全員で言ってから食べていました。食べ終わ

ると、毎朝行進があります。整列して歩き、校歌のNTMA� hymnを歌いました。そこから学校です。この生活

を見ていて、この学校の学生はNTMAにとても誇りをもって生活しているのが分かりました。最初、僕たちは

学校が始まる前の朝のランニングなどで疲れていました。

　学生にはそれぞれバディがついて色々教えてくれました。彼らのおかげで不自由なく生活することが出

来ました。特に同じ寮の部屋で生活していたバディとは本当に仲良くなれました。最初は必要なことしか

話せませんでしたが、時間が経つにつれてお互いの趣味のことや家族のことなども話せるようになり、話

していてとても楽しかったです。

　夜には、学校の授業とは別に日本人のための英語教室が開かれ、オリエンテーションのような形で楽し

みながら英語を学ぶことが出来ました。フィリピンの伝統料理を当てるゲームなどでは実際にそれを食べ

て当てたりしたので、フィリピンについても知ることが出来、いい経験になりました。

　休日は、色々な所に連れて行ってくれてとても楽しかったです。

　なかなか海外に行ける機会は少ないと思いますが、行ってみるとたくさんの事が学べて本当にいい経験

になります。この経験を将来にいかしたいです。

　皆さんにもおすすめするので、機会があれば是非、行ってみてください。
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　この旅行では僕の周りはみんな年上で、話せる

かどうか不安だったけど先輩方が気軽に話しかけ

てくれたり、留学生の人たちも気軽に話しかけて

きてくれたりして、そんな不安もいつの間にかな

くなっていて楽しい旅行となった。一緒に行った

同じクラスの留学生はもちろん、上の学年の留学

生ともトランプの話などで盛り上がった。どうや

ら、ほかの国にもトランプはあり呼び方は日本と

は違うらしい。正直、日本よりも複雑だったと思う。

　他にも、佐世保バーガーを食べたことも大事な思

い出だ。たぶん、初めて佐世保バーガーを食べたが、

自分の住んでいるところで食べるハンバーガーと何

が違うかと聞かれると答えにくい。でも、佐世保バー

ガーもとてもおいしかった。また食べたい。

　佐世保バーガーを食べた後には、その近くの水

族館に行った。あまり、時間がなくてかなり駆け

足で見ていったが一番良かったのはクラゲだ。ぷ

かぷか浮いていて、色んな色に光っていてとても

きれいだった。他にも、イルカやカメも面白かっ

たのを覚えている。あと、色んな魚を見ていたら、

魚が食べたくなった。

　また、初日の晩御飯には海鮮丼を食べた。同じ

クラスの留学生は、海鮮丼を食べたことがないら

しく、感想を聞いたところ、おいしかったらしい。

僕もおいしかった。

　今回の旅行では、僕の住んでいるところでは食

べられないものなどをたくさん食べられたし、留

学生のみんなとも話すことができていろんな国の

ことを少しだが知ることができたのが良かった。

また、次の旅行も行って他の事もいろいろ留学生

に聞けたらいいなと思う。

　今回は、留学生見学旅行で長崎に行って来た。

教員２人、チューターと留学生８人の合計10人で、

土曜日の朝、学校から出発した。

　昼１時くらいに佐世保に着いた。そして、佐世

保バーガーを食べてみた。とてもおいしかった。

また、長崎に行くチャンスがあったら、必ず佐世

保バーガーを食べたい。

　佐世保を３時すぎに出発して、長崎市内に５時

くらいに着いて、ホテルにチェックインした。そ

の後は、みんなで夜ご飯を食べに行った。私は

チューターと一緒にチャンポンを食べて、他の人

は刺身を食べに行った。長崎市は、昔、開港して

いたから、中国とオランダの文化が残っていて面

白かった。出島やチャイナタウンなどがあった。

２日目は、グラバー園と平和公園に行った。

　短い時間だったけど、いろいろ見て、楽しく過

ごした。また、来年の見学旅行を楽しみにしている。

留学生見学旅行

留学生見学旅行の感想
� 情報工学科３年　　村　重　聖　希

留学生見学旅行に参加して
� 情報工学科４年�　　ナル

国際交流室より
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5年間の思い出♡Ｓ5

赤崎　凜平普通の人と話せなくなった。常識とはなんだ。

伊熊　洸貴

さて，社畜になるか。
伊藤　能克

ママに会えなくなってから大切さに

気付いた

稲田　優翔バロンドールとりたいです。堀未央奈は俺の嫁

上野　勇介
楽しい５年間でした。

大町　颯人

幸

岡松　諒於周防大島万歳！！

奥田　純平

狩猟民族にはなりたくなかった

久保田雄大

延長15回サヨナラボーク
高　誠志郎良き友に感謝。

清家　勝吾

皆より　半年遅れで　ここ卒業

残り半年　１人で卒検

髙橋　拓朗
人生に幸あれ

橋田　　怜癖が強い。おかげで頭弱くなった。

橋本　歩夢
筋肉は裏切らない。

樋口　宙寛五年間で進化したきがします。常識がわからないです。

松尾　　京

Ｃ/Ｏのおかげで実習頑張れた。

森中　　隆

５打席連続敬遠

山縣　和也

クラスメイトのクセがすごい！！

吉永　　廉

寮生活もたのしかったけど下宿

生活もたのしかったです。

石岡　直樹
精神力と忍耐力が“非常に”鍛え

られた学生生活でした。

岩崎　真弥人生計画くるいました。楽しい５年間だった。
大庭　直生

10歳老けた 上遠野　巧
楽しかったです。

倉石　　宗

頭弱いわ～

齋藤　香澄

５年半お世話になりました。クルー

ズのご予約お待ちしております。

櫻木　一輝

やることやりました。 田中　大士

ハーデス打ちたい。

溜池　政樹
頭とろけちゃうわ～

冨本亜理沙１＋１＋１＝ 　トゥリマカシ。

林　　陽樹

入学当初は１ミリも船員になるつも

りはなかったけど、学年が上がるに

つれて大きく気持ちが変わった。

檜垣　智也５年間楽しかったです。

日渡　彪介

こんなはずではなかった。秋元真夏

は俺の嫁

藤本　裕太

ご迷惑おかけしました。

牧野　綜太

人間としてせいちょうすることが

できました。５年前に戻りたい。
丸木　勘助

幼稚園みたいで、すっごく楽しかった。
好野由芽美

イルカになりたかったでしゅ。
E-girls Forever
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5年間の思い出♡Ｍ5
青木　温武

良い仲間、教官に恵まれた五年間

でした。ありがとうございました。
伊東　和輝５年間一瞬ですぎました ありがとうご

ざいました！周防大島が大好きです！

井上　匡人

またみんなでお酒でも飲もうね

梅田　智也とても楽しい５年間をありがとう！

大道　恭之
お世話になった先生方、優しくしてくれたクラスのみんなに感謝！５年間ありがとうございました。

片山廉太郎

５年間お世話になりました

川野　宏太

大人しく過ごしましょう。

北野　晴也５年間という短い間でしたがありが
とうございました

木下　敢太

５年間お世話になりました

久保蓮太郎

みんな大好き。

河野　星希

５年間楽しかったです 素敵な出会い

に感謝！！！

河野　剛拡

わりぃ

小西　康正

楽しかったよ～！今までありがと

う！！

齊田　七海

君と私とチョコレート
斉藤　修平

５年間ありがとうございました！

佐伯英日路

誰よりもこの学校を楽しんだ

５年間でした。関わった皆様

ありがとうございました。ごー

きげんーよー(*￣▽￣)ﾉ

清水　亮平５年間お世話になりました！このクラスで本当によかった

杉山　清香
楽しい六年間でした 関光　正輝

よき友に恵まれて楽しい日々だった

竹塚　幸輝みんなに最高のリスペクトを送りま
す。ありがとう

竹村　尚悟５年間いろいろあったけど楽しかった、ありがとう！

田代　海斗
5年間すごい楽しかったです！！ありがとうこざいました。

田中　天太

５年間ありがとうございました。

高専で学んだことをもとに、これ

からも頑張ります。

棚田謙太郎

五年間最高でした！月一で同

窓会やりやしょう

玉井　直輝

商船に来て良かったです。

ありがとう！！

田村　尚暉

太ったのにやせた？って言わ

れました
豊島以知朗

通学がんばりました～

堂原健次郎５年間楽しかったです！思い出は忘れず胸の内にしまって次集まる時の肴にしましょう！

永嶋　星太

変な人いっぱいな学校楽しかった

西前　洸貴あっという間の5年間でした！ありがとうございました！

西村　真治５年間ありがとうございました。卒

業しても、目標や夢に向かって頑張っ

てください

西本　明矢

おつかれさま。

野坂　優介

とても充実した、あっという間の5年

間でした。授業やロボコンなど様々

な貴重な経験をすることができまし

た。５年間お世話になりました

原田　幸奈

周りの人に恵まれて楽しい５年間を

過ごすことができました。ありがと

うございました。

藤井あいか

体育館、どっちが第1でどっちが第2

かわからんくなるんよね〜

藤本　都和５年間ありがとうございまし
た！最高のクラスでした。

ヘンズリー泰雅
五年間ほぼ同じクラスメイトだった
けど毎日楽しかった。らぶち〜。

星田　恭佑５年間一瞬でしたが、充実した学校
生活でした。ありがとうございまし
た！

牧平　祥弥

あっという間の５年間でした。あり

がとうございました！

三原　良介

学校生活で大きく成長できた

宮尾　康平
５年間とても楽しく過ごすことがで
きました。いろいろ勉強できたり、TWICEを好きになったり…今後も自
分らしく頑張ります！みなさんあり
がとうございました！

宮田悠乃介

年間楽しかったです。最後の年は激動の

１年でした！お世話になりました！

三吉　健斗

5年間くそお世話になりました!!

守田　成里５年間楽しかった！ありがとう！

吉永　直樹

５年間お疲れ様でした！みんなありがと！
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5年間の思い出♡Ｉ5

青木　敦史

５年間お世話になりました!!頼

むから仕事中の僕と会わないよ

うにしてください。

飯田　紘崇

圭佑兄さんのような男になりたい
五百川航太

５年間とても充実した学生生活

を過ごすことができました。あ

と２年間頑張ります('ω')

岡部　蒼太くおりてぃおぶらいふは人それぞれ

梶原　優衣！地元に帰ってきたら会おう☆またね♪

片山　昂大

本当、お世話になりました。うん．．

わるくなかった!! 勝野　聖也
逆境にくじけるな

鎌田　早雲

お世話になりました。

河重　俊樹菊重君に気を遣った５年間でした。

菊重　直希他の子たちが見るようには見なかっ

たし、"笑い"だって、他の子と同じ泉

からは汲み取らなかった。

國原　出海

楽しい時間でした。最高の５年間

をありがとう。

藏中　勇人
目指せ逆玉の輿。

倉光　裕介
５年間楽しかった！さらば山口のハワイよ。俺は島民から都民になる。

小島　美紅

５年間最高のクラスで最高に楽し

かった!!また、みんなに絶対会える

ことを願って☆

小林　圭太

感謝します。

坂本　唯那

良い人、面白い人に沢山出会えま

した。ありがとうございました。

重本さくら

ありがとうございました。
篠田　泰志

５年間ありがとうございました！東

京で大きい人間になります！！

下坂　美紅

５年間楽しかったー！社会人なった

ら規則正しい生活でめざせ無遅刻無

欠勤！

鈴木古都乃
卒業しても絶対遊ぼうね

髙橋　陽明

５年間思ったよりあっという

間でした。
竹本　大希

https ://ameblo．jp/kata-okada/entry-12159870603．html

坪井　駿太５年間ありがとう!!!!!みんな個性強すぎるし、おもろいし超楽しかったせな５年間だったなぁ～　私はsuntoryで働きます!!京都に来るときはみんな泊まってOK(爆笑)おこしやすぅ～～～～

中尾　祐太

みんなのおかげで身長が15cmも

伸びました。５年間ありがとうご

ざいました。

中田　　海

お世話になりました。

中谷　圭吾

何でも気のもちよう！ 中村　友哉

社交性を学んだ５年間・社畜を学ん

だ２年間 は、は、はま寿司♡

中村　友哉
四暗刻単騎待ちで上がれました．

長廣　海璃５年間ありがとうございました！！

永易　克彰

ファルコン・ランチ

橋本　有未

５年間おつかれさまでした

花井　俊介

寮生も通生も楽しいことばかりで

あっという間の５年間でした!

原田　尚典

５年間楽しかったです。ありが

とうございました。

星出遼汰郎

お世話になりました。

前田　拓己
Make haste slowly．ゆとりをもって生きたい。

舛井　琢哉

圭佑本田のような男になる。

万谷　勇太

お世話になりました。

宮本　譲司
もう２年遊べるドン♪

森東　梨恵

絶対だよ 矢野　彩花

５年間お疲れ様でした．たまにはご

飯行きましょう！

山口　琢徒

５年間のうち、学校に来たとき

は大変お世話になりました。モー

ニングコール待ってます！

山田　智大

お世話になりました。

山中　雄斗
お世話になりました。

渡邊　琴子５年間ありがとうございました！
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　　　　　　　　　　　じっくり考えることのススメ

 電子機械工学科　助教　増　井　詠一郎　　

　高専における大きな特徴の一つは、早い学年か

ら専門科目を学べることだと思います。そんな専

門科目につまずいてしまっている人も多いのでは

ないのでしょうか。私が専門としている制御工学

は数学的な背景が色濃いため、直感的な理解がな

かなか難しく、じっくりと考える必要があること

から苦手とする学生が多いようです。その「じっ

くり考える」部分が制御工学の醍醐味でもあるの

ですが、私自身の学生時代を思い起こせば、確か

に初めて制御工学の講義を受けたときにはチンプ

ンカンプンだったので、共感できる部分もあります。

　さて、最近学生から「制御工学で習う内容は就

職に役に立つのか？勉強する意味はあるのか？」

という趣旨の質問を受けました。身も蓋もないこ

とを言ってしまえば、就職に役に立つかどうかは

将来どのような業界でどのような仕事に就くかに

依存しますので、人による、といったところです。

必要となるかわからないことを学ぶ理由としては、

将来の選択肢を増やすために多くのことを学んで

幅を広げる、というのが一番もっともらしい答え

でしょう。ですが、じっくりと学んだ制御工学の

考え方は仕事以外にも私の生き方の指針として役

に立つことがあります。ここではその内容を紹介

したいと思います。

　ざっくりと制御工学とは、モノを思い通りに動

かすための学問です。例えば、自動車の車間調整

について考えましょう。いま、当然ながら動かし

たいモノは自動車です。目標の車間となるように

アクセルやブレーキペダルを操作する必要があり

ます。単純に考えるのならば、目標の車間より離

れているのならばアクセル、近づいているのなら

ばブレーキの操作をおこなえば上手くいきそうで

す。また、目標の車間からのずれ具合に応じてペ

ダルを踏みこめば、より良さそうです。このよう

な目標と差異に応じて操作を加える手法を「フィー

ドバック制御」といいます。マネジメント分野で

出てくるPDCAサイクルと似たような考え方です。

就職活動を視野に入れている人は聞いたことがあ

るかもしれません。ですが、制御工学のフィード

バックの考え方はさらに柔軟に応用することがで

きます。ひとつにはPID制御という手法があり、P

は比例、Iは積分、Dは微分の意味で、これらを組

み合わせて制御する方法です。アイデアとしては

今の情報だけでなく微分・積分により未来・過去

の情報も反映するというものです。資格を取る、

部活でいい成績を出すなどの目標を立てたときに、

いきなり頑張りすぎてしまって疲れて続かない、

あるいは継続しているのになかなか成果が出ない、

といった経験はないでしょうか。これは今の目標

との差異にのみ依存して頑張り方を決めているこ

とが原因で、PID制御の考え方に則って、今だけで

なく未来や過去の自分も考慮するとよりよい結果

が期待できるかもしれません。これ以外にも、体

調等の多くの要素を考慮するために状態フィード

バック制御、他のすべきこととのバランスをとる

ために最適制御、いろいろな干渉があっても揺る

がないためにロバスト制御などの考え方が応用で

きます。

　ここでは制御工学について着目して、直接仕事

に必要となる以外のところで応用できそうな内容

を簡単に紹介しました。他の科目についても視点

を変えることで様々な物事に応用できるものがあ

ると思います。そして、それらは単にテストで合

格点を取るための表面上の勉強では気づけないも

のだと思います。高専５年間という時間の使い方

として、じっくりと物事を考え本質を捉えること

のできる能力を養ってみるというのはいかがで

しょうか。

藏中　勇人
目指せ逆玉の輿。
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保健室からこんにちは

保健室　看護師　稗田　典子・重本　奈保　

　平成最後の年度末を迎える今日この頃。保健室において今年度最大の出来事は（断水等も思い当たり

ますが）ほかの何より看護師が２名になったことを挙げたいと思います。

　４月に重本が加わり、学生達の「おかえり！」という温かい声で迎えられ、より一層活気づいた保健

室。身体計測もスムーズに実施でき短時間で終了することができました。また、航海訓練実習を控えて

いるクラスの諸計測（例年は別の時期に時間をとって実施していた計測）までも同時に済ませることも

できました。歯科検診では（これまでは座位で診察していましたが）臥床して診察が可能となりました。

内科検診でも（これまでは事務職員に介助をお手伝いしてもらっていましたが）すべての診察に看護師

が介助でつくことができました。これらのことより、一層丁寧な健診が可能となりました。

　１年生の合宿研修中も保健室を不在にすることなく対応できました。高専大会では共催校でしたが複

数会場に救護に入ることができ、学生たちの奮闘を間近で体感することができました。

　また、出張での研修も保健室を不在にすることがなくなったので積極的に参加できるようになり、新

たな知識を得ることができたり、他学校や行政・福祉機関との情報共有も今まで以上に出来るようにな

りました。

　さらに多くの学生と保健室で過ごす一方で同時にゆっくりと落ち着いて学生相談室での個別対応もで

きるようになりました。体調不良の寮生への訪室も今まで以上にできるようになりました。これらのこ

とにより、多くの学生と時間を共有できるようになったことや、より専門的な知識を踏まえまた多角的

な判断ができるようになったことが保健室にとって大きな躍進と言えると思います。

　しかしながら、やはり健診時期には保健室の機能が不十分になってしまうことや授業への影響（効率

の悪さ）、保健室の環境的問題、保健室の適切利用についてなど検討すべき課題も残されています。

　次年度さらに改善すべきところは改善しパワーアップした保健室で学生の皆さんを歓迎したいと思い

ます。そして、全力で皆さんのバックアップをしていきたいと思います。

最後に平成30年度の保健室利用者数（12月時点）を報告します。

　来室者数…4,039名

　相談対応件数…１,918件（前年同時期323件）
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各種国家資格試験等合格者
（平成 30 年４月～ 12 月）

●日本漢字能力検定試験（平成30年６月実施）

　１級

� M4� 藤　　匠海

●情報処理技術者検定（平成30年４月実施）

� I5� 前田　拓己

●電気通信設備工事担任者（平成30年11月実施）

　（アナログ・デジタル総合種）

� M5� 竹村　尚悟

●ＣＧクリエイター検定（平成30年７／11月実施）

　エキスパート

� I4� 加藤　高資

　ベーシック

� I4� 神代　竜志� I4� 原田　雅文

� I4� 藤本　愛梨� I4� 松岡　裕也

●ＣＧエンジニア検定（平成30年７／11月実施）

　ベーシック

� I4� 井神　　萌� I4� 内山　　海

� I4� 加藤　高資� I4� 庄本　和史

� I4� 平山　絢乃� I4� 藤本　愛梨

� I4� 藤本さくら

●マルチメディア検定（平成30年７／11月実施）

　ベーシック

� I4� 神代　竜志� I4� 千葉　美緒

� I4� 中下　恵理� I4� 加藤　高資

� I4� 久保　千彩

●画像処理エンジニア検定（平成30年７／11月実施）

　ベーシック

� M4� 堀田　秋桜� I4� 松岡　裕也

●ＷＥＢデザイナー検定（平成30年11月実施）

　エキスパート

� D1� 中村　　駆� I4� 三戸　　遥

　ベーシック

� I4� 内山　　海

●基本情報技術者試験（平成30年４月実施）

� I5� 前田　拓己� I4� 池田　優生

� I4� 庄本　和史� I4� 藤川　光浩

� I4� 山田　彩乃� I2� 的場　遥佳

●情報セキュリティマネジメント試験

　　　　　　　　　　　（平成30年４／10月実施）

� I4� 梅本　航史� I4� 米津　瑳祐

●第二種電気工事士（平成30年７／12月実施）

� M5� 星田　恭佑� M4� 芥川　紫苑

� M4� 光松　　泰� M4� 村田　蓮太

� M4� 池永　将太� M4� 秀野　晃希

� M4� 中西　太一� M4� 松井悠太朗

� M4� 松下　幸樹� M4� 村川　貴音

� M3� 白木　智大� M3� 杉山　侑暉

●一級海上特殊無線技士（平成30年６月実施）

� S1� 伊東　武蔵� S1� 髙藤丈太郎

� S3� 廣中　翔也� S3� 藤林　稜平

●特殊小型船舶操縦士（平成30年６月実施）

� S1� 浅井　　椋� S1� 宮尾　優奈

� S1� 宮田　知明� S1� 山﨑　剛志

●1級小型船舶操縦士（平成30年11月実施）

� S3� 下迫　渉夢
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各種大会等成績 （平成 30 年４月～ 12 月）

月　日 大　会　名 競　技 成　績 記録 選手

★ヨット部
5月25日 第69回山口県高等学校総合体育大会ヨット競技

　�～27日 6位(男子5位) M2一山・S3廣中

4位(男子3位) M2伊東・S2野崎

8位(女子2位) S2山本・M2遠山

6月14日 第58回中国高等学校ヨット選手権大会

　�～17日 男女総合11位
M2一山・S3廣中・S3宇藤

男子6位

男女総合14位
M2伊東・S2野崎

男子8位

男女総合17位
S2山本・M2遠山

女子8位

男女総合8位 S1園村

男子5位

7月14日 第73回国民体育大会山口県代表選手選考会

　�～16日 少年男子420級

4位 S3宇藤・S3廣中

6位 M2一山・S1下田

9月15日 西日本セーリングカップ兼2018年度中四国420級選手権大会

　�～17日 国際420級（入賞圏外）S1小林・S3廣中

M2一山・S1下田

S1宮崎・S1世木

レーザーラジアル級

（入賞圏外）S1園村

M2伊東

★サッカー部
4月7日 山口県学生サッカーリーグ前期

～7月14日 本校�0-10�徳山大学

本校�1-1�山口大学

本校�3-1�東亜大学

本校�1-0�徳山高専

本校�1-2�山口大学医学部

本校�1-5�宇部高専

4月15日 春季岩柳地区高校サッカー大会1回戦

本校�3-3（PK1-3）田布施農工高校

4月22日 春季岩柳地区高校サッカー大会（敗者戦）

本校�4-1�高森・柳井学園合同

本校�4-1�熊毛南・岩国総合合同

5月26日 第69回山口県高校総合体育大会

本校�1-2（1-1�延長�0-1）

 岩国工業高校

7月7日 第54回中国地区高等専門学校体育大会

本校�0-2�徳山高専

10月27日 第97回全国高等学校サッカー選手権山口予選

本校�1-9�南陽高校

11月24日 秋季大学リーグ

本校�1-8�徳山大学

12月16日 秋季岩柳地区高等学校サッカー大会

本校�1-1（PK3-4）岩国高校

★男子バスケ部
4月7日 春季高校バスケットボール岩柳大会

本校�49-72�岩国総合高校

4月14日 第62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

本校�49-75�下関中等教育学校

5月27日 山口県学生春季バスケットボール選手権大会

本校�107-35�山口短期大学

6月3日 第69回山口県高等学校総合体育大会

本校�20-86�豊浦高校

7月6日 第54回中国地区高等専門学校体育大会

　　～8日 本校�22-94�松江高専

本校�63-60�呉高専

本校�54-58�徳山高専

8月26日 第30回大島郡近郊バスケットボール大会

準優勝 本校�82-24�周防大島高校

本校�76-34�Ravish（社会人）

本校�47-52�大島クラブ（社会人）

10月27日 第71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

本校�67-55�慶進高校

本校�52-83�高水高校

12月15日 山口県岩柳地区高校バスケットボール大会

本校�80-51�田布施農工

本校�76-94�柳井高校

月　日 大　会　名 競　技 成　績 記録 選手

★女子バスケ部
5月19日 山口県学生バスケットボール選手権春季大会

　�～20日 1回戦 本校�42-111�山口県立大学

2回戦 本校�57-81�下関市立大学

3回戦 本校�54-56�徳山高専

6月2日 第69回山口県高校総合体育大会

1回戦 本校�61-65�野田学園高校

9月8日 山口県学生バスケットボール選手権秋季大会

　　～9日 1回戦6位 本校�73-57�徳山高専

2回戦 本校�25-140�徳山大学

順位決定戦 本校�52-61�山口大学医学部

10月27日 第71回全国高等学校バスケットボール選手権大会

　�～28日 本校�56-92�下関南高校

★男子バレー部
4月15日 第70回中国高等学校バレーボール選手権大会山口県予選会

1回戦 本校�25-16，

� 26-24�野田学園高校

2回戦 本校�21-25，

� 19-25�山口高校

4月28日 岩柳地区高等学校体育大会

1回戦 本校�9-25，

� 11-25�田布施農工高校

5月13日 山口県三高専親善試合

リーグ戦形式

第2位 本校�19-25，

� 15-25�徳山高専

本校�25-20，

� 25-14�宇部高専

7月6日 第54回中国地区高等専門学校体育大会

　　～8日 予選リーグB

2位 本校�25-21，

� 25-17�宇部高専

本校�8-25，

� 15-25�徳山高専

決勝トーナメント

3位 本校�9-25，

� 9-25�松江高専

9月23日 第14回B&G財団会長杯大島オープンバレーボール大会

準優勝 本校�23-25，25-23，

� 25-27�岩国高校

★女子バレー部
4月15日 第70回中国高等学校バレーボール選手権大会山口県予選会

本校�8-25，

� 13-25�下松高等学校

6月2日 第69回山口県高等学校総合体育大会

本校�6-25，

� 9-25�豊北・下関北合同

7月7日 第54回中国地区高等専門学校体育大会

　　～8日 予選リーグ

本校�25-18，

� 25-23�広島商船

本校�10-25，

� 8-25�米子高専

本校�25-18，22-25，

� 25-18�広島商船

決勝3位 本校�10-25，

� 9-25�松江高専

12月16日 秋季山口県大学高専学生バレーボール選手権大会

本校�11-25，

� 17-25�山口大学

★硬式野球部
4月15日 春季山口県高校野球大会岩柳地区予選

本校�0-5�岩国商業高校

5月3日 柳井市長旗争奪高校野球大会

　　～4日 準決勝 本校�16-13�柳井高校

決勝

優勝 本校�17-4�柳井商工高校

（16年ぶり2回目） � （5回コールド）
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月　日 大　会　名 競　技 成　績 記録 選手

5月19日 北九州・山口高等専門学校野球選手権

1回戦 本校�5-4�北九州高専

決勝 本校�0-7�宇部高専 優秀選手

�：S5高

7月8日 第54回中国地区高等専門学校体育大会

本校�1-11�宇部高専

7月15日 第100回全国高校野球選手権記念山口大会

本校�10-3�徳山商工高校

� （8回コールド）

7月17日 第100回全国高校野球選手権記念山口大会

本校�1-11�岩国商業高校

� （5回コールド）

8月16日 山口県岩柳地区新人高校野球大会

本校�1-8�高水高校

9月22日 山口県体育大会

本校�1-13�岩国商業

★ソフトテニス部
4月7日 春季岩柳地区高校ソフトテニス大会

男子個人戦 3回戦敗退 S2佐藤・S3塩田

男子団体戦 1回戦敗退 本校�2-1�岩国商業高校

2回戦敗退 本校�0-3�柳井高校

女子個人戦 3回戦敗退 M2大庭・I2田中

4月21日 山口県高等学校春季ソフトテニス選手権大会

男子個人戦 2回戦敗退 M3榎本・I3高橋，

S3細川・S3中島

3回戦敗退 M3古磯・I3長尾，

S2佐藤・S3塩田

女子個人戦 2回戦敗退 M2大庭・I2田中

4回戦敗退 M3奥永・M1藤咲

4月29日 国体ソフトテニス競技県予選会（シングルス）

男子個人戦 1回戦敗退 S3塩田

2回戦敗退 S2佐藤

女子個人戦 2回戦敗退 M3奥永，M2大庭

5月6日 柳井市広域ソフトテニス大会

男子個人戦 2回戦敗退 M5木下・M5竹塚，

S2佐藤・S3塩田，

M4堀本・S4橋本，

I2石津・I1岡村

3回戦敗退 M3古磯・M4大隣

女子個人戦 3回戦敗退 I4三戸・I1三戸

ベスト8 M3奥永・M1藤咲

準優勝 M2大庭・I2田中

5月19日 東山口オープン選手権大会

男子個人戦 ベスト16 S2佐藤・S3塩田

3回戦敗退 M3古磯・I3長尾

2回戦敗退 I1岡村・S1佐伯

1回戦敗退 S3細川・S3中島，

M2井上・I3村重

M3榎本・I2石津

� （コンソレ優勝）

女子個人戦 ベスト8 M3奥永・M1藤咲

3回戦敗退 M2大庭・I2田中

1回戦敗退 I1紙元・I1三戸

6月2日 山口県高等学校ソフトテニス選手権

男子団体戦 本校�2-1�小野田工業高校

本校�0-2�徳山高専

女子団体戦 本校�3-0�付属香川高校

本校�0-3�防府商工高校

男子個人戦 2回戦敗退 M3古磯・I3長尾，

S3細川・S3中島

3回戦敗退 S2佐藤・S3塩田

女子個人戦 2回戦敗退 M3奥永・M1藤咲，

I1紙元・I1三戸

3回戦敗退 M2大庭・I2田中

7月6日 第54回中国地区高等専門学校体育大会

　　～8日 男子団体戦 4位 本校�2-1�米子高専

本校�1-2�松江高専

本校�0-2�徳山高専

� （3位決定戦）

男子個人戦 1回戦敗退 M4堀本・S4橋本

2回戦敗退 M5木下・M5竹塚，

S2佐藤・S3塩田

3回戦敗退 M3古磯・M4大隣（ベスト8）

女子個人戦 1回戦敗退 I1三戸・M1藤咲

2回戦敗退 M2大庭・I2田中

準決勝敗退 I5小島・M3奥永（4位）

月　日 大　会　名 競　技 成　績 記録 選手

7月14日 大島郡近郷ソフトテニス大会

男子個人戦 優勝 M3古磯・M4大隣

準優勝 M4堀本・S4橋本

3位 S2佐藤・S3塩田

2回戦敗退 I1野村・I1岡村

I1河村・S1佐伯

M2井上・I3村重

M5木下・M5竹塚

4回戦敗退 M1多田・I1松本

S3細川・S3中島

女子個人戦 優勝 I5小島・M3奥永

準優勝 M2大庭・I2田中

3位 I4三戸・M1藤咲

9月15日 秋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 M1多田・I1松本，

I1野村・I1岡村

3回戦敗退 M2井上・I2石津

4回戦敗退 S2佐藤・S1佐伯

男子団体戦 4位 本校�3-0�岩国坂上高校

本校�0-2�柳井高校

本校�0-2�柳井商工高校

� （3位決定戦）

女子個人戦 2回戦敗退 I1末次・I1三戸，

I1紙元・M1藤咲

ベスト8 M2大庭・I2田中

女子団体戦 本校�2-1�柳井商工高校

本校�0-3�岩国商業高校

10月20日 山口県体育大会岩柳地区予選

男子個人戦 2位 2勝1敗 S2佐藤・S1佐伯

（県大出場）

3位 0勝2敗 M1多田・I1松本

1位 3勝0敗 I1野村・I1岡村

（県大出場）

2位 2勝1敗 M2井上・I1河村

（県大出場）

女子個人戦 3位 1勝2敗 I1末次・I1三戸

1位 3勝0敗 I2田中・M2大庭

（県大出場）

10月21日 山口県体育大会岩柳地区予選

男子団体戦 9位

10月27日 岩柳地区ソフトテニス予選会

女子団体戦 予選ブロック

2位 3勝1敗

一位決定リーグ

4位 0勝2敗

11月10日 山口県体育大会ソフトテニス競技

　�～11日 男子団体戦 1回戦敗退 本校�1-2�岩国商業高校

女子団体戦 2回戦敗退 本校�1-2�山口高校

男子団体戦 1回戦敗退 M2井上・I1河村

2回戦敗退 M1多田・I1松本，

I1野村・I1岡村

3回戦敗退 S2佐藤・S1佐伯

女子団体戦 2回戦敗退 I1末次・I1三戸，

I1紙元・M1藤咲

4回戦敗退 M2大庭・M3奥永

（ベスト32）

11月11日 柳井市近郊クラブ対抗ソフトテニス大会

一般男子団体戦 総合5位 本校�1-2�光ソフトテニスクラブ

本校�1-2�田布施クラブB

本校�1-2�柳井STC

本校�2-1�田布施クラブA

12月25日 岩柳地区シングルス大会

男子シングルス個人戦 9位 S2佐藤

★陸上競技部
7月1日 大島郡陸上競技大会

一般男子3000m 1位 10'55"0 M4松下

一般男子4×100mR 1位 47"0 I5青木，M4佐村

（大会新） I4池田，I4内山

一般女子走高跳 1位 1m45 M5齋田

（大会新）

高校男子100m 8位 12"3 S1西本

3位 11"9 S2山本

7位 12"2 I3岩本

1位 11"2 S2上村

5位 12"0 M2児島

6位 12"2 M2赤松
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月　日 大　会　名 競　技 成　績 記録 選手

高校男子1500m 6位 5'00"9 S1南

5位 4'53"9 M1高原

1位 4'18"0 M2五島

3位 4'40"6 I2柴田

2位 4'37"5 I3熊野

高校男子3000m 1位 10'16"3 M2河村

2位 10'34"5 I3熊野

一般男子4×100mR 1位 45"2 S2山本，S2上村

M2赤松，M2児島

2位 50"0 I3熊野，M2河村

M2五島，I2柴田

高校男子走幅跳 4位 4m87cm S1西本

1位 5m93cm M2児島

3位 5m16cm M2赤松

2位 5m50cm S2山本

高校男子砲丸投 3位 6m29cm S1加納

高校女子砲丸投 1位 7m97cm I2藤井

高校女子円盤投 1位 19m93cm I2藤井

7月6日 第54回中国地区高等専門学校体育大会

　　～8日 男子100m 予選2位 11"36 S2上村

決勝3位 11"16 S2上村

予選7位 12"61 I3岩本

男子200m 予選6位 25"29 M2赤松

予選3位 23"71 I5青木

決勝5位 23"22 I5青木

男子800m 予選3位 2'30"59 S2芦刈

予選3位 2'06"97 M2五島

決勝5位 2'04"91 M2五島

男子1500m 10位 4'34"65 M2河村

11位 4'38"08 I2柴田

男子5000m 11位 18'21"72 I3熊野

男子4×100mR 6位 44"65 M4佐村，I5青木

S2山本，S2上村

男子走幅跳 6位 5m90cm M2児島

13位 5m63cm S2山本

男子三幅跳 7位 11m94cm M2児島

男子砲丸投 10位 7m29cm S1加納

女子800m 6位 2'52"48 I4古六

9位 2'57"01 I4藤本

女子走幅跳 6位 4m33cm M5斉田

女子砲丸投 3位 7m29cm I2藤井

8月17日 第53回全国高等専門学校体育大会

　�～18日 男子100m 5位 11"30 S2上村

11月4日 山口県体育大会

　　～5日 男子100m 予選4位 12.24 S2山本

男子200m 予選3位 24.74 M2赤松

男子800m 予選3位 2'00"06 M2五島

男子1500m 予選6位 4'36"95 I2柴田

予選9位 4'30"85 M2河村

男子三段跳 15位 12m03cm M2児島

12月26日 第23回西日本地区高等専門学校駅伝競走大会

　�～27日 13位 M2五島，M2河村

2時間33分45秒 I3熊野，M5西村

I2柴田，M1高原

M4松下

★柔道部
4月21日 第65回中国高等学校柔道大会山口県予選会

　�～22日 男子個人66kg級 ベスト8 M3石橋

6月3日 第69回山口県高等学校総合体育大会柔道競技

男子個人戦66kg級 1回戦敗退 M3石橋

7月6日 第54回中国地区高等専門学校体育大会

　　～7日 男子団体 1位 S5田中，S5牧野

M5竹村，S3石井

M3石橋，S1宮田

男子個人60kg級 1回戦敗退 S1宮田

男子個人73kg級 2位 M5竹村

3位 M3石橋

4位 S3石井

男子個人90kg級 1位 S5牧野

男子個人90kg超級 1位 S5田中

女子個人52kg級 1位 S4椙原

女子個人63kg級 2位 S5松尾

8月25日 第53回全国高等専門学校体育大会

　�～26日 男子団体 予選リーグ2位 S5田中，M5竹村

S5牧野，S3石井

M3石橋，S1宮田

男子個人73kg級 2回戦敗退 M5竹村

男子個人90kg級 1回戦敗退 S5牧野

男子個人90kg超級 2回戦敗退 S5田中

月　日 大　会　名 競　技 成　績 記録 選手

女子個人52kg級 準優勝 S4椙原

女子個人63kg級 3位 S5松尾

★剣道部
4月15日 春季岩柳大会

男子個人 優勝 M3西依

2回戦敗退 S2芹田

3回戦敗退 M2岡本

M2藤本

女子個人 2回戦敗退 I2久保

男子団体 代表戦勝ち 本校�2-2�岩国B

準決勝敗退 本校�0-5�柳井高校

4月21日 第64回中国高等学校剣道選手権大会山口県予選会

　�～22日 男子団体 1回戦敗退 本校�0-4�高川学園高校

男子個人 1回戦敗退 M2岡本，M2藤本

2回戦敗退 S2芹田

ベスト16 4回戦敗退 M3西依

女子個人 1回戦敗退 I2久保，I3村中

6月9日 山口県高等学校総合体育大会

男子個人 1回戦敗退 M3西依

女子個人 1回戦敗退 I3村中

6月16日 第64回中国高等学校剣道選手権大会

男子個人 1回戦敗退 M3西依

7月7日 第54回中国地区高等専門学校体育大会

　　～8日 男子団体 7位 0勝6敗

男子個人 4回戦敗退 I5坪井

3回戦敗退 M3西依

2回戦敗退 S5吉永，M2藤本

1回戦敗退 S2武内，S2湧川

S2芹田，M2岡本

女子団体 1回戦敗退

女子個人 2回戦敗退 I3村中

1回戦敗退 I2久保

★水泳部
5月19日 第69回山口県高等学校総合体育大会

女子50m自由形予選 40"59 M2喜代濱

39"88 I3大田

男子50m自由形予選 38"25 M2岡﨑

26"80 M2小川

29"00 I1屋敷

男子200m自由形予選 2'49"36 S2神戸

2'12"97 S2磯本

男子200m平泳ぎ予選 2'57"08 S2内村

男子400mリレー予選 4'14"20 M2小川・S2神戸

S2磯本・S2内村

男子50m自由形決勝 10位 26"98 M2小川

男子200m自由形決勝 2位 2'07"53 S2磯本

男子400mリレー決勝 9位 4'10"86 S2神戸・M2小川

S2磯本・S2内村

女子100m自由形予選 1'35"88 M2喜代濱

1'31"40 I2寺岡

男子100m自由形予選 1'17"01 S3衛藤

58"85 M1江本

男子200m個人メドレー予選 2'23"27 S2磯本

男子100m背泳ぎ予選 1'11"09 M2小川

1'12"75 S1小園

男子100m平泳ぎ予選 1'36"04 S2神戸

1'23"42 S2内村

1'23"54 I1屋敷

男子100m自由形決勝 9位 58"86 M1江本

男子200m個人メドレー決勝 5位 2'22"15 S2磯本

7月6日 第54回中国地区高等専門学校体育大会

　　～7日 男子50m自由形 5位 27"51 M2小川

8位 29"17 I1屋敷

男子100m自由形 1位 56"73 S2磯本

2位 58"86 M1江本

男子200m自由形 1位 2'08"19 S2磯本

2位 2'12"84 S5岩崎

男子400m自由形 3位 6'04"94 S2神戸

4位 6'29"12 S3石原

男子800m自由形 5位 14'27"42 S3衛藤

8位 15'23"55 S4前田

男子100m背泳ぎ 3位 1'13"36 S1小園

4位 1'13"58 S2内村

男子200m背泳ぎ 6位 3'07"59 M4好野

男子100m平泳ぎ 2位 1'13"38 M2小川

予選12位 1'41"13 M1遊佐

男子200m平泳ぎ 6位 3'00"73 S2内村

8位 3'02"30 I1屋敷
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月　日 大　会　名 競　技 成　績 記録 選手

男子100mバタフライ 9位 2'49"30 M1藤谷

男子200m個人メドレー 6位 2'58"45 S4（N）山本

男子4x100mフリーリレー 1位 3'54"05 M2小川，S5岩崎

M1江本，S2磯本

男子4x100mメドレーリレー 1位 4'21"51 S2磯本，M2小川

S5岩崎，M1江本

女子50m自由形 9位 38"19 I3大田

10位 39"29 M2喜代濱

女子100m自由形 7位 1'17"11 M4堀田

9位 1'23"94 S5齋藤

女子100m背泳ぎ 6位 2'06"65 M2喜代濱

女子100m平泳ぎ 7位 1'40"65 S5好野

8位 1'53"17 I2寺岡

女子4x50mフリーリレー 3位 2'22"88 I2寺岡，I5橋本

S5齋藤，M4堀田

女子4x50mメドレーリレー 3位 2'46"99 M4堀田，S5好野

I5橋本，S5齋藤

8月31日 第53回全国高等専門学校体育大会

�～9月3日 男子400mメドレーリレー 11位 4'40"52 S2磯本，S2内村

S5岩崎，I1屋敷

男子400mフリーリレー予選 8位 3'55"17 M1江本，S5岩崎

M2小川，S2磯本

男子400mフリーリレー決勝 8位 3'55"30 M1江本，S2磯本

M2小川，S5岩崎

男子400m自由形（タイム決勝） 22位 6'22"15 S2神戸

男子200m自由形 8位 2'05"98 S2磯本

16位 2'17"24 S5岩崎

男子200m自由形（決勝） 8位 2'07"41 S2磯本

男子100m自由形 12位 56"87 S2磯本

20位 1'06"16 M1江本

男子100m背泳ぎ 11位 1'11"01 S1小園

男子100m平泳ぎ 9位 1'11"53 M2小川

10月20日 第6回中国高等学校新人水泳競技選手権大会

　�～21日 男子200m自由形予選 2'09"30 S2磯本

男子100m背泳ぎ予選 1'12"46 S1小園

男子100m平泳ぎ予選 1'11"61 M2小川

男子200m平泳ぎ予選 2'38"00 M2小川

男子200m個人メドレー予選 2'24"16 S2磯本

男子4×100mフリーリレー予選 3'56"61 M1江本・S2内村

S2磯本・M2小川

★バドミントン部
4月14日 岩柳地区春季高校バドミントン大会

男子個人シングルスB級 優勝 I3西山

女子個人シングルスB級 リーグ戦2位 I2森野

4月22日 中国高等学校バドミントン選手権大会山口県予選会

男子シングルス 5回戦敗退 S2森

（ベスト16）

7月6日 第54回中国地区高等専門学校体育大会

　　～8日 男子団体 2位

★詩吟部
12月16日 光風流吟道大会審査会 合格（3名）

月　日 大　会　名 競　技 成　績 記録 選手

★コンピュータ部
10月27日 第29回全国高専プログラミングコンテスト

　�～28日 競技部門 予選リーグ

敗退 本校�108-81�苫小牧

本校�112-126�秋田

本校�71-69�鈴鹿

敗者復活戦 本校�120-91�福島

（2勝，決勝トーナメント進出）

本校�88-61�沼津

決勝トーナメント

本校�123-110�舞鶴

（ベスト16）本校�159-168�福井

12月2日 Mashup�Awards�2018

個人賞　Information�Rarafoil賞

I5星出，I4領家

I4原田，I4堀江

I4中下

パートナー賞　B.Inc賞

I5岡部，I4領家

I4原田，I4堀江

I2栗原，I2峯

★ロボット研究部
10月21日 高専ロボコン2018中国地区大会

Aチーム　ホンダ賞

1回戦　本校�0-4�呉高専B

2回戦　本校�0-5�米子高専A

Bチーム　技術賞

1回戦　本校�3-0�津山高専A

2回戦　本校�3-40�米子高専A

★空手道・少林寺拳法同好会
4月28日 中国高等学校空手道選手権大会山口県予選

男子個人組手 1回戦敗退 S3岡本，S3藤林

S3松村，S3山口

男子団体組手 1回戦敗退 S3岡本，S3藤林

S3松村，S3山口

5月26日 山口県高等学校総合体育大会

男子個人組手 1回戦敗退 S3岡本，S3藤林

S3松村

男子団体組手 1回戦敗退 S3岡本，S3藤林

S3松村

5月27日 第69回山口県高校総体少林寺拳法競技大会

男子単独演武 9位 S2國本

10位 S2濱田

予選敗退 M2品川

男子組演武 4位 S2國本，S2濱田

11月4日 山口県体育大会少林寺拳法競技

男子規定単独演武 2位 M2品川
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去るにあたり去るにあたり

　昭和55年、学生生活を修了後、本校の教壇

に立つことになりました。周防大島出身であ

りながら、本校を知らず、大島大橋を渡って

初めて右折して、39年の月日が経ちました。

担当する授業の教室に行くと、当時の学生は、

１年は白い実習服上下、２年は上衣は灰色と

下衣は白色の実習服を着用し、胸と後ろポ

ケットにマジックでクラスと氏名が書かれ、

髪型はリーゼントやパンチパーマが多く、高

校生かなと疑う程、老けていました。教官と

いう呼び名にも慣れず、遠くの街で偶然「教

官」と呼ばれたときには、すぐに自分への挨

拶とは気付かず、周囲を見渡しました。しか

し、全寮制の男子校のため、大らかでゆった

りとした校内の情景をとても気に入りまし

た。また、海上保安大学校の海上公害研究室

にての研究で専門性を充実させ、その後の研

究の礎を築くことが出来たことに感謝してお

ります。思い起こせば、担任や主事補を通し

ての学生との楽しい（？）ふれあいがありま

した。卒業研究や担当クラブでの学生との本

音トーク、結婚式にて苦労して褒めちぎった

スピーチ、過去に学生に話したが、当方は忘

れている思わぬ一言での冷や汗と感動など、

愉快な思い出が一杯です。老齢になると、卒

業生との再会時の思い出話が趣味となってお

り、特にやんちゃだった卒業生の立派になっ

た姿を拝見しては感激しております。

　学生の皆さんは、本校を卒業して社会人に

なりますが、他者から見た客観的な自分を見

る（我見離見）ことのできる社会人になって

下さい。

　最後になりましたが、大過なく教育、研究

に邁進できたのは教職員および卒業生の皆様

のおかげによるものです。ここに深く感謝申

し上げます。

　今後の本校のご発展と皆様の御健勝を祈念

致します。

大島商船高等専門学校を去るにあたり
商船学科　教授　古　本　啓　二

　私は、2012年４月に電子機械工学科の教

員として採用されました。短い期間ではあり

ましたが、学生の人生設計を手助けするとい

う、貴重な機会を与えていただいた方々に感

謝いたします。

　大島商船高専で過ごした７年間は、企業に

勤務していた30年間とは大きく異なりまし

た。心に残る出来事は数多くありますが、そ

の一部を紹介させていただきます。企業人か

ら教員となり、最初の半年は緊張の連続でし

た。これまで、新人や中堅社員に対する講義

や講演はありましたが、内容の理解力を確認

するテストの作成は初めての体験でした。直

前の授業で、「このままでは全員欠点ですよ」

と物静かな学生から言われ、慌ててヒントや

詳しい解説を行ったこともあります。おかげ

で平均点は90点超えでしたが・・・。学生会

の活動や合宿等に参加することで、他学科の

学生と話すことで交流の輪も広がりました。

商船祭では後期授業の開始時期から当日ま

で、目を輝かせながら各自の役割を120％頑

張る学生の姿が印象的でした。就職活動の時

期になると、多くの学生が相談に来ました。

自分を最大限でアピールするエントリーシー

トの書き方や、面接での好印象を与える対応

法等々。どう考えても無理だろうという要求

もありました。ただ、内定の通知後の期間は、

学生の本分を理解してほしいと切に思います。

　在校生の皆さんは、将来社会で活躍する必

要条件として、在学中に論理的思考力や自己

管理力を身に付けてください。そのためには、

教員の知識や経験をうまく利用すればと思い

ます。「学校は学生が主役」なので、先生方

も相談で来室することを期待していると思い

ます。ただし、お互いの信頼関係をだけは忘

れないで下さい。

　最後に、大島商船高専の益々の発展、学生

および教職員の方々の活躍をお祈り申し上げ

ます。

大島商船高等専門学校を去るにあたり
電子機械工学科　教授　古　瀬　宗　雄
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　本校には３年間勤務させて頂きました。私

の前職は大分県職員で、県職員時代に臼杵市

の担当をさせて頂いたことをきっかけに、地

域振興に関わる研究者になりたいと思い、本

校に着任し、周防大島に来ました。周防大島

は移住の取組などで全国的にも注目されてお

り、この地域に触れることを楽しみにしてい

ました。その期待通り、本当に素晴らしい島

でした。特に夕方、本校から見る瀬戸内の海

の美しさは言葉では言い尽くせません。この

景色をずっと見ていたいと思う気持ちもあり

ますが、より地域振興に関わっていくために

大学に移ることにしました。

　さて、この３年間、卒業研究で13名の学

生と関わることが出来ました。行平研と言え

ば、常にどこかに行っているイメージを持た

れるぐらいフィールドワークに力を入れまし

た。フェリーや観光など様々なテーマの研究

を行うことが出来たのが印象深いです。今年

度は自分たちが過ごした島のことを知りたい

という学生さんからの発案から、周防大島を

フィールドとし、なぎさ水族館などの観光地

を巡るとともに移住者の方が営むレストラン

などでのフィールドワークを行いました。こ

のような活動が行えるのも地域の皆様の支え

のおかげです。大変有難く思っています。こ

の島で学んだことを忘れずに卒業後も周防大

島との関わりを持ち続けて欲しいです。

　最後になりますが、最初で最後の担任をS

１でさせて頂きました。様々な思いで本校に

入学した多様な学生さんがいるS１はとても

楽しく、いいクラスだと思います。自由過ぎ

るという声もありますが、この責任は担任に

あります。S１の学生さんにとって、残りの

高専生活が素晴らしいものであることを祈念

し筆を置きたいと思います。ありがとうござ

いました。

退職するにあたり
商船学科　准教授　行　平　真　也

　もともと１年間という任期だったのです

が、あっという間に過ぎてしまいました。そ

の間、先生方や学生たちをはじめとして、多

くの人たちの支えがなければやっていけな

かったと思います。まずは「本当にありがと

うございました」と言わせてください。

　はじめて島に来たときには、東瀬戸のバス

停にある、さびれて無人となったバスセン

ターなる建物を見て、こんな島に住むことに

なるのかもしれないのかと唖然としました。

正直に言えば、１年しか住む必要がなくてよ

かったとも思いました。けれども、大島商船

の学生は（いい意味でも悪い意味でも）素直

で元気がよく、時にはその元気に疲れること

もありましたが、基本的には私も元気をも

らってきました。ポプラや丸久に入りびた

り、すっかり島に慣れて、今では１年で島を

離れなければならないことが悲しいと思うま

でになりました。少なくとも大島、そして皆

さんは、私にそう思わせることができる魅力

があったのです。どうかこれからも魅力的な

人間であり続けてください。

　私は教師らしい教師ではなかったと思いま

すし、皆さんに対して偉そうにものを言うこ

とができるような人生を送ってきたわけでも

ありません。しかしそれでも、これだけは心

から実感を伴って言うことができるというこ

ともあります。それは何かというと、月並み

ですが、感謝が大事だということです。楽し

かったことも辛かったことも、成功も失敗も、

出会いも別れも、すべてを自分にとって意味

のあることにできるのが感謝の気持ちだと真

面目に思っています。冒頭でも述べましたが、

皆さんに対しても大げさではなく、心から感

謝しています。同時に、皆さんのご活躍を心

からお祈り申し上げます。

去るにあたって一言
一般科目　助教　西　村　知　修
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編　集　後　記
　謹賀新年

　今年こそ良い年になるようにと願わずにはいられないほど、昨年は天災、人災続きで、学

生たちの生活に多大な影響がありました。

　特に貨物船の大島大橋衝突事故により、６週間にも及ぶ臨時休講は、本校の歴史上未曽有

のアクシデントでした。授業予定を大幅に修正せざるをえず、また商船祭の中止をはじめ、

クラブ活動の練習も自粛せざるをえず、目標としていた大会への不参加も相次ぎました。

　そのような逆境にも負けず、勉学やクラブ活動に専心する学生たちの姿は、素晴らしいと

思います。これこそ「大島魂」といえるものでしょう。

　この小冊子は、そのような学生の皆さんの偉大な足跡を表すものでありますが、将来の道

しるべや励みの一助となってもらえれば喜ばしい限りです。

　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。ありがとうございました。

� （図書館長　野本　敏生）
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