




　新入生の皆さん，大島商船高等専門学校

入学おめでとうございます。ご参列いただ

いておりますご家族の皆様，本日は誠にお

めでとうございます。教職員並びに在校生

一同を代表して，入学のお祝いを申し上げ

ます。また，ご多忙にも関わらずご臨席頂

きました来賓の皆様，厚く御礼申し上げま

す。

　本日，商船学科40名，電子機械工学科

47名，情報工学科46名の計133名，３年次

編入生として，マレーシアから１名の留学

生，そして専攻科電子・情報システム工学

専攻に16名，総計150名の新入生と編入生

が入学しました。大島商船高等専門学校長

として多くの新入生を迎えられたことを

うれしく思っています。

　本校は現在，本科に商船学科，電子機械

工学科，情報工学科の３学科，専攻科に海

洋交通システム学専攻と電子・情報システ

ム工学専攻の２専攻があり，高度で実践的

な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

生活への不安があると思います。そこで，

新入生の皆さんには，この入学式で，３つ

のお願いをしています。

　１つは，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く

ださい。

　２つは，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，物事を学

ぶだけではなく，自分で考えて理解し，自

分の身に付けることを意識してください。

また，自分だけで物事を考えるのではな

く，人の意見にも耳を傾け，多くを学んで

ください。

校長のことば
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　３つは，本日入学しました新入生と編入

生の皆さんに対し，我々教職員がこれから

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，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

たりしないで，迷わず我々に相談してくだ

さい。

　今日から，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，多くのことを学び成長してい

ただくことを祈念して，式辞とさせていた

だきます。
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　新入生の皆さん，ご入学おめで

とうございます。入学式から約２

か月が過ぎましたが，新しい環境

にもそろそろ慣れましたでしょう

か。皆さんはそれぞれ，様々な期待をもって新し

い学校生活をスタートしたことでしょう。君たち

の中には，中学校時代とは違い，高専での勉学の

難しさに圧倒されている人もいれば，高専独特の

自由な雰囲気を謳歌している人もいるでしょう。

人によって感じ方は異なるかもしれませんが，確

実なことは，君たちは紛れもなく，「高校」では

なく，高等教育機関に属する「高専」に入学した

ということです。自由な校風がある代わりに，君

たちに課せられるノルマは厳しいものですし，責

任の度合いも大きくなります。つまり，君たちは

本校に入学したその日から，「生徒」ではなく「学

生」と呼ばれる立場になったのだということです。

学生主事室を預かる立場として，私は君たちに「学

生」であることの自覚をしっかりと持ってほしい

と思います。そして，君たちには，「学生」とい

う立場の他にもう一つの立場があるのだというこ

とも忘れないでほしいのです。それは，「エンジ

ニアの卵」という立場です。将来は，商船学科の

諸君は日本の海運界を背負って立つ「技術者」と

　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。皆さん

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。

　１つお願いしておきたいことがあります。それ

は，国際的な視野を持つことです。どの学科を卒

業したとしても，最終的には国際的な場所で活躍

される人材になることになります。英語能力の向

上や外国の文化・習慣の理解に努めてください。

もう１つお願いしたいことは，コミュニケーショ

ン能力の向上です。これは，自分の意思を正確に

相手に伝えるためのものです。普段はあまり意識

していないかもしれませんが，ちょっとしたこと

が誤解を生む原因になります。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
新入生を迎えて

学生主事

石　田　依　子

「学生」であることを自覚して！

 ～将来，エンジニアとして活躍する君たちへ～
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　この４月から，寮務主事として

寮生の皆さんと関わることになり

ました。どうぞよろしくお願いし

ます。

　私の専門は，ロボティクス分野になります。そ

の中でも，ユニバーサルデザイン・ヒューマンイ

ンタフェースを軸に高齢者や障害者の操作支援技

術について研究を行っています。最近注目を集め

ている自動車の緊急停止装置や自動運転技術など

が，比較的近い分野となります。これらの技術で

最も重要なことは，フィードバック制御などに代

表される，自律制御といわれるものです。「自立」

ではなく「自律」です。自らの行動を観察し，当

初の目標通りかを判断し，誤差があれば次の行動

にその誤差分を加減するというものです。辞書に

は一般的な定義として「他からの支配や助力を受

けず，自分の行動を自分の立てた規律に従って正

しく規制すること」とあります。一方「自立」と

は，「他の助けや支配なしに自分一人だけの力で

物事を行うこと」と書かれていました。

　寮生の皆さんの寮生活は「自立」と「自律」の

どちらに当てはまりますか？

　これから学校を卒業して社会人になるというこ

とは，「自立」することであるといえるでしょう

が，寮生活では「自律」の方がしっくりくるので

はないでしょうか。ただ理解していることとは思

いますが，「自立」も「自律」も，自分勝手に周

りに迷惑をかけていいという訳ではありません。

近年，制御分野でも，複数のロボットが鳥の群れ

のように行動する協調動作が注目されています。

「自律」の行き着く先にあるのは，「個」ではなく

「群」としての行動学であることは，これまた寮

生活に通じるものがあります。

　寮生の皆さん，「自立」を目指し，「自律」しま

しょう。

新入生を迎えて

寮務主事

浅　川　貴　史
自立と自律

して，電子機械工学科と情報工学科の諸君は日本

の工業界における「ものづくり」の場で「技術者」

として，それぞれ活躍することでしょう。自らを

律し，自分自身をコントロールできる者でなけれ

ば，このような将来の重責に備えることはできま

せん。中学校から来たばかりの君たちには戸惑う

ことも多いかもしれませんが，どうか自分に自信

をもって前途有望な未来に向かって大きく前進し

てください。努力してできない人はいません。人

間は誰でも得手不得手がありますが，努力で乗り

越えられない「不得手」などありません。

　商船学科の諸君は５年半後，そして電子機械工

学科と情報工学科の諸君は５年後になりますが，

卒業式で立派に成長した君たちと出会うことが，

私は今から楽しみです！　海で働く人も，陸上で

働く人も，大島商船高等専門学校を卒業した者は

日本の海運界・工業界を支える人材になるのだと

いうことを忘れないで，これからの毎日を大切に，

そして精一杯生きてください。
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新入生を迎えて

　大島商船高専での学校生活はい

かがでしょうか。商船学科のみな

さんはこれから５年半をクラスの

40人でともに過ごすことになりま

す。商船学科は例年個性的な学生が集まり，これ

からどんなことが起きるのか，担任として楽しみ

でもあるし不安でもあります。寮生が35人で，ク

ラスのほとんどが一日中一緒に生活していくこと

になります。どうしても気が合わないという人も

いるかもしれません。思いやりを持って，ある程

度我慢し，言うべきことは言い，うまく付き合っ

ていく努力をしてみてください。仲の良い友達と

も時には意見の食い違いで衝突することもあるか

もしれません。そういう経験をして少しずつ成長

することができると思います。これから５年半で

様々な人との出会いがあり，あなたの人生を根底

から変えるようなすばらしい出会いがあるかもし

れません。良い出会いがあることを祈っていま

す。人生の中での５年半はわずかですが，この時

期の５年半は一生を左右する重みのあるものだと

思います。毎日どういう過ごし方を積み重ねたか

で一人ひとりの人間の中身は大きく違いが出てき

ます。しっかり頭と体と心を鍛えて，大きな人間

になってください。

　新入生の皆さん，ご入学おめで

とうございます。新しい生活をス

タートさせた皆さんは，授業やク

ラブ活動などで大変忙しい毎日を

過ごしていることでしょう。希望をもって入学し，

自分を磨くために日々懸命に努力している姿は１

年生ながら我々の目にとても頼もしく映っていま

す。

　なかには，中学校からの環境の変化に戸惑いを

感じている人もいるかもしれません。特に寮生は，

慣れない共同生活ではじめは苦労することが多い

と思います。焦る必要はありません。友人との関

係においても，無理に合わせる必要はありません。

少しずつ，自分のペースで充実した生活を送って

ほしいと願っています。

　さて，ここで私からのアドバイスです。皆さん

は身の回りを整理整頓する習慣ができているで

しょうか。学校の机やロッカーの中はどうでしょ

う？家で自分の部屋はちらかっていませんか？自

分が生活する場所はきれいにしておきましょう。

それは，心を整えることにもつながります。勉強

や，クラブ活動でもいいでしょう。その時間を有

意義に過ごし，成果を上げるためには，環境が整っ

た状態で物事に取り組む必要があります。このよ

うに考えると，自身の健康状態を注意する大切さ

にも気づかされます。不規則な生活習慣によって

体調が崩れると，精神的にも落ち込み，集中して

勉学等に励むことができません。成長するために

商船学科１年　担任

岩　本　敏　彦

電子機械工学科１年　担任

北　　　哲　也

「よき出会いを」

新入生へ贈る言葉
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　令和の改元に合わせて，例年に

なく大型連休となったGWも終わ

り，本格的な高専での学校生活を

過ごしていることと思います。

　高専での環境は，中学校とも高校とも大学とも

異なります。中学校や高校に必ずある職員室はな

く，教員は大学と同じように各研究室にいます。

基本的に授業は90分です。一方で，大学のように

アルバイトやサークル活動を自由にできたり，学

年をまたいで授業を再受講することはできませ

ん。自由度は高校生より高いですが，大学生より

低いでしょう。まずは，環境に慣れ，そのうえで

将来に向けて自分探しをしてほしいと思います。

　では，自分探しは何をしたらよいのでしょう

か？よく「興味があるもの」から考えることが多

いかと思いますが，別の視点で「違い」を把握す

るという考え方もあるかと思います。環境の違い

に戸惑いながら，入学当初に違和感を覚えたこと

が，既に「当たり前」になっている場合もそうで

ない場合もあるかと思います。「当たり前」や「常

識」の定義は難しく，「自分の常識は他人の非常識」

という言葉があるように自分の「普通」が他者の

「普通」と必ずしも同じだとは限りません。現代

社会では，様々な場面で多様性を認めることが求

められていますが，すべての環境や人が多様性を

認めながら社会や組織が動くことは難しいと思い

ます。そのため，しっかりと「違い」があること

を意識しながら自分自身と向き合い，高専の５年

間で自分が許容できる環境や人を見極め，何が自

分に合っているのかを探していくことも一つの方

法だと思います。人との「違い」が特技の場合も

よくあります。すぐに答えはでないうえ，社会人

になっても続けるであろう自分探しですが，将来

に向けて, この瞬間から旅を始めることをお勧め

します。

情報工学科１年　担任

橘　　　理　恵
「違い」の発見から自分探しの旅へ

新入生を迎えて

は自分でその条件をつくることが重要です。

　今述べた内容は，実は自分自身を「自立」させ

ることにつながります。ぜひ意識してみてくださ

い。そして，継続して実践しましょう。卒業する

ころに，皆さんの大きく成長した姿が見られるこ

とを楽しみにしています。
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大島丸体験航海（Ｈ31.４.５と９）

 商船学科１年　岡本　真央　

　私は初めて大島丸に乗船しました。酔うかもしれないという不安も少しありましたが，最後まで先生

方のお話をしっかりと聞くことができてよかったです。私が乗船している中で特に心に残った言葉があ

ります。それは，キャプテンのお話された中にあった「センスのアンテナをはっておく。」という言葉です。

船の上では，いつ，どんなことが起こるか分かりません。困難に直面した時，それを乗り越えられる技

術や知識をしっかりと身につけておくのもとても大切ですが，そこにセンスも問われると言っておられ

ました。私もこのセンスをしっかりとつけていきたいと思いました。今回，大島丸に乗船してみて，自

分の夢や目標，そういったものをしっかりと考えるスタートラインに立てた気がしました。

　今日，デッキからみた大海原の景色はこれからの私の高専生活の中でたくさん見る時間が増えていき

ます。今，私は「毎日その景色を見ながら船を操舵できたら。」と思うと，とてもワクワクします。こ

れからしっかり勉強して，たくさんの知識を付けていきます。

 電子機械工学科１年　大道　敬久　

　僕は今回の大島丸オリエンテーション航海で，なかなかできない体験ができてとても良かったと思い

ます。最初は船が揺れて気分が悪くなりそうでしたが，慣れてくると海の風や瀬戸内の景色を最後まで

楽しむことができました。船長や船員の方々に船内を案内してもらった時は，初めて見た機械や船内で

の生活，操縦の様子など多くの刺激を受け，面白いなと思いました。大島丸は，海面上の部分しか見え

ないので見た目より中がとても広く感じました。僕が船に乗るのはたいてい広島県の宮島に行く時くら

いで，客船以外で船内を回ったことがなかったので大島丸に乗ることができてとてもうれしかったです。

大島丸に乗る前は，船についてあまり知らず，関心も少なかったけれど，今回のオリエンテーションで

船について学ぶことができ，航海はとても面白いと思いました。特に面白いと思ったことは，船の外観

はシンプルで鉄の塊のようだったけど，中は機械がびっしりとあってとても意外だったところです。僕

は電子機械工学科で船には関係ないと思っていましたが，操縦にはコミュニケーションが大切なことや，

協力する大切さなど，すべてのことに共通するものを学ぶことができてとても良かったです。
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大島丸体験航海（Ｈ31.４.６と９）

新入生合宿研修（Ｈ31.４.18～19）

 商船学科１年　坂上　　陸　

　新入生合宿研修を終えて友達がたくさん増えま

した。また，今まで仲の良かった友達ともより一

層仲を深めることができました。行きのバスの中

ではみんな歌を歌っていてとても盛り上がりまし

た。また，一人ひとり自己紹介をしてどこの県か

ら来たのかが分かりました。山口県が多いことが

分かりました。研修場所に着いて，徳地アドベン

チャープログラムをしました。室内でＭ科とＩ科

の人たちと協力してゲームをしました。色々な

ゲームをした中で，最高記録が出てとてもうれし

かったです。アドベンチャープログラムが終わっ

た後はみんなでプレイルームに集まって長縄跳び

をしました。Ｓ科とＭ科とＩ科でどの科が一番跳

べるかを競い，Ｉ科が１位，Ｓ科が２位，Ｍ科が

３位となりました。Ｍ科は最下位だったにもかか

わらず，とても盛り上がっていて，こちらまで笑

顔になりました。２日目は，山登りをしました。「そ

んなにしんどくないやろー」と登る前は言ってい

たのですが，登ってみたらとても大変でした。み

んなもゼエゼエと言っていて，とにかく大変でし

た。先生たちもゼエゼエ言っていました。登り終

えた後はお昼ご飯を食べました。くたくたでお腹

がすいていたのでとてもおいしかったです。他の

学校の人たちとも少し話をして楽しかったです。

この合宿研修でたくさんの人と話し，たくさんの

友達と仲をより一層深めることができました。

 情報工学科１年　河村　一世　

　私は，今回の「大島丸の乗船」を経験するまでは，船には情報技術というものはあまり使われていな

いものだと思っていました。しかし，実際には乗船して船内を見学してみると，船のレーダーなどの多

くの場所で行われていることを知ることができました。しかし，今は船に関する技術よりも飛行機など

に関する技術の方が優先的に開発されていることも知りました。船は外国との貿易を行うときに大切に

なってくる手段なので，より安全に運行できるようなシステムの開発に携わることも自分に与えられた

道の１つなんだということに気づかされました。 

　私は，大島商船での５年間で今回の経験も踏まえて改めて自分の将来についてしっかり考えていこう

と思いました。そして，将来，人の役に立つことができるような誇りを持てる仕事に就けるようにこれ

からの勉強や実習をしっかり取り組んでいきたいと思いました。

　最後に，今回の乗船時に色々と説明をしてくださった大島丸の船長をはじめとする先生方に感謝いた

します。ありがとうございました。
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新入生合宿研修（Ｈ31.４.18～19）

 電子機械工学科１年　三浦　大輝　

 情報工学科１年　川岡　　萌　

　僕はこの合宿研修でいろいろな人と話すことが

できたので良かったです。１日目の徳地アドベン

チャープログラムでは商船学科や情報工学科の人

たちと一緒に目標を達成するために皆で話し合い

ました。そこで初めて話した人ともコミュニケー

ションをとることができました。そして，ふざけ

て楽しいではなく，皆で協力して記録を出せたと

きの楽しさを知ることができました。自然のもの

を使った遊びもして，日ごろできない体験ができ

て良かったです。僕たちはいつもスマホを使って

いるけど，この２日間はスマホがなくてもすごく

充実していたと思います。いつもより疲れたけど

楽しかったです。夜は皆で風呂に入ってその後も

たくさん喋れたから時間が短く感じました。僕は

寮に入っているから集団行動は厳しいものと思っ

ていたけど，今回は楽しくて集団行動に対する気

持ちが少し良いものになりました。

　２日目は山に登りました。朝は天気が悪くて不

安だったけど，登っていると暑くなりました。そ

して山に登るときも新しく友達をつくることがで

きたし，その人とも仲良くなれました。思ってい

るよりもきつくて，今は足が筋肉痛です。けど，

運動をしていなかったのでちょうどよかったと思

います。この２日間で学んだことはたくさんあっ

て，これからの学校生活に役立てたいです。

　私は，新入生合宿研修を終えて考えたことがあ

ります。まず，仲間との親睦を深めることができ

たと思いました。商船に入学して２週間がたち，

同じ学科の人達とは話すことができましたが，他

学科の人達と話す機会がなく，知らない人ばかり

でした。しかし，この研修で同じ学科の人達とは

今まで以上に，他学科の人達とは初めて話すこと

ができ，親睦を深めることができました。

　次に，仲間と協力することの大切さです。この

研修では，徳地アドベンチャープログラム，登山，

レクリエーションなど様々なことをしました。徳

地アドベンチャープログラムでは１つ１つのゲー

ム全てみんなで協力して行わないといけませんで

した。最初に行ったゲームは，話さずに誕生日順

に並ばないといけないため，みんなで身振りや手

ぶりで上手く相手に伝えていくのが大変でした。

島渡りというゲームでは，26人全員が小さな台の

上に乗らないといけなくて，先に台に乗っている

人が後ろから来た人が上手く乗れるように間をあ

けたり，上手くキャッチしたり，みんなで協力し

てゲームをしたので協力することは大切だと思い

ました。他にも，登山では達成感を味わうことが

できたと思います。初めて登山をしたのですが，

思ったよりもキツくて１人だったら絶対にできな

かったと思います。だけど，みんなで登ったから

こそ登りきることができて，達成感を味わうこと

ができました。

　今回の研修では，楽しみながらいろいろな収穫

があった２日間でした。５年間一緒に過ごす同級

生と絆を深めることができました。
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　小学生の時から，日本のことに興味を持っ

ていましたが，日本に留学するというのは全

然想像がつきませんでした。マレーシアでの

日本語と他の科目の先生たちのおかげで，日

本に留学することができました。しかし，留

学をする前に，マレーシアで２年間日本語や

ほかの科目の勉強に励まないといけないし，

文科省試験に合格することが必要ですが，日

本語と他の科目を教えてくれた日本人とマ

レーシア人の先生たちのおかげで，文科省試

験に合格することができました。

　初めて日本に来たころ，私は日本人の礼儀

正しさを誇りに思いました。マレーシアでは，

電車に乗る前に，乗客たちが並んでいること

はありましたが，電車がつくと，降りる乗客

たちを気にせずに，電車に乗ってしまう乗客

がいました。しかし，日本にはそういう人は

いませんでした。すべての日本人がルールを

ちゃんと守って，電車に乗るのを見かけまし

た。

　日本に留学に来てから，たった２週間しか

たっていませんが，私は日本のいろいろな文

化を学んで，日本の大学を卒業したいと思っ

ています。

一言コメント☆

情報工学科　３学年

MUHAMMAD DANIEL MUKHLIS BIN MAHMOD

ダニエル（通称）

　　　国籍☆マレーシア　　　　

　　　趣味☆ゲーム，音楽，読書

話せる言語☆マレー語，英語　　
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　天皇陛下の即位に伴い，平成から令和へ年号が改元され，新しい時代が始まりました。世界各国では

次世代の高速モバイル通信『5G』の導入に向けて，サービスの展開が始まっており，2020年の東京オリ

ンピックを前にして日本でも他国に後れをとらないように通信会社はしのぎを削っている状況です。情

報技術は10年前や20年前に比べて飛躍的な進歩を遂げており，生活スタイルも大幅に変わりました。便

利になった面もあれば，逆に情報技術の進歩が本当に良かったのかと首をかしげることもたくさんあり

ます。

　さて，皆さんはこの先10年後，20年後の未来がどのようになっているかを想像してみたことはありま

すか。SF（サイエンス・フィクション）小説やSF映画等で近未来のイメージはあると思いますが，5Gの

導入はSF作家の描く近未来像を現実の世界で実現できる革新的な技術であると言われています。仮想現

実（VR）や拡張現実（AR）の技術も発展してきていますので，わざわざ外出しなくても自宅に居ながら

何でも体験できる時代もそう遠い話ではないのかもしれません。学校に行かなくても，仮想空間で勉強

ができるし，スポーツ観戦も３次元のVR空間で体験できるでしょう。旅行もVR空間で十分かもしれませ

ん。現実空間と仮想空間の区別ができないほど技術は進歩するでしょう。

　とはいえ，まだ未来の話です。皆さんは海洋技術者，工業技術者を目指して学ぶ学生です。これから

の新しい社会をデザインしていく必要があります。そのためには，もちろん新しい技術を習得するだけ

でなく，新しい技術の研究や開発が必要となります。では，今後皆さんは，勉強をするうえでどのよう

なことが必要となるでしょうか。

　今後，情報技術が進歩してロボットなどによって仕事が奪われる時代に入ると，やはり未来のデザイ

ン力に優れた人，未来を考えることができる人だけが生き残っていく時代に入ると私は思っています。

私は幸運にも未来のことを想像することが大好きで，それが現在の研究という分野で大きく役に立って

いるのですが，普段から趣味レベルで常に未来を想像しながら生活をしています。30年前の学生だった

ころから，未来について考えていたのですが，30年前に想像していた30年後の現在を考えてみると，大

体予想通りです。若干想像していたよりも現実の方が後れているようにも感じています。ただ，その中

でも，２つだけ私の想像を遥かにこえて開発が進んだものがあります。１つはスマートフォンの操作技

術で，もう１つは空飛ぶ車の開発です。今でいう，大型ドローンに相当するものですが，学生時代に，

空飛ぶ車を開発したいと言っていた友人に，「それはできたとしても50年も先の話だよ」と言ってしまっ

たことを覚えています。その友達は今では空飛ぶ車の夢を就職面接で語ってトヨタ自動車に就職してい

ます。ドローン車ではありませんが，未来に向けた車を実際に開発しているという話を聞いて，今では

その時の発言を深く後悔しています。ある意味，その友人は未来を見る力があり，かつ新しい未来を自

分で切り開いていく力も持っていたのです。

　話は戻りますが，私はこのように未来のことを想像して設計できる人こそが，仕事が無くなってしま

う時代でも技術者として成功を収める人だろうと思います。皆さんにはそのために，学校で努力を惜し

まず力を身に付けてもらいたいと思っています。5Gの社会は新しい未来を切り開き，様々なことに挑戦

できるチャンスでもあります。頑張って未来を切り開いていってください。

情報工学科　准教授　　北　風　裕　教

未来を考える
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　私は令和元年度学生会長を務める，商船学科３

年川﨑輝です。私は，選挙の時に演説でも言いま

したとおり，みんなに寄り添う学生会作りがした

いと考えています。学生生活において，学校が楽

しくなければ，日常は楽しく過ごせません。正直

なところ，勉強がたまらなく好きで楽しいと言う

人は少ないでしょう。ではどうやったら学校が楽

しくなるかと考えた際，頭に真っ先に浮かんだの

は，クラスマッチ，商船祭などの行事，イベント

を楽しくするということです。今年度は幸いなこ

とに学生会支援隊，通称「かもぞう隊」に協力し

てくれる人が54人と多く，このようなイベントを

盛り上げていくのに十分な力があると思います。

昨年度までは「ひよこ隊」としていましたこの「か

もぞう隊」。私も１年生，２年生の間この活動に参

加させていただいたわけですが，その２年間で，

イベントにおけるスムーズな運営，よりみんなに

楽しんでもらえる環境を整える方法などを自分な

りに考え，それを学生会執行部と意見交換をして

更なる高みを目指していけるよう日々奮闘してい

ます。

　昨年は，商船祭が大島大橋で起きた事故の影響

で実施することができませんでしたので，今年は

去年の分まで盛り上がるものにしたいと考えてい

ます。商船祭についての執行部の課題点は，どれ

だけ早く準備を始めるかということです。わから

ないところは先輩方の知識をお借りして，手探り

で準備が進行すると考えられるため，早めの準備

は欠かせないものであろうと思います。皆さんに

楽しんで頂け，「最高だったー」という声が聞こえ

てくれば，我々の準備が実りほっと胸をなでおろ

す瞬間になるはずです。クラスマッチ，商船祭に

代表される行事を楽しく良い思い出にするには，

執行部や協力してくださる先生方だけでは不可能

です。学生の皆さんもしっかり楽しんで各行事を

成功させるべくご協力をよろしくお願いいたしま

す。そのためには，個々が「自分」を持ち，お互

いを尊重し協調しあう必要があると考えています。

そして執行部の仕事は，皆さんがどんなことを考

え，どんな事をしたいかという事を把握しそれを

行動に移す事です。学生主事室などとお話しして，

なるべく皆さんの総意に近づけるよう努力します。

そのために目安箱なども設置されており，執行部

は皆さんとの距離が縮まる事を望んでいます。気

づいた点，不思議に思っている事，どんな小さな

ことでも構いません。我々は，それを元に「学校

生活の充実に向けて」対策を考え，話し合い快適

な環境作りに励みます。ご協力お願い致します。

　話は変わりますが，ここ大島商船は自主性を大

事にする高等専門学校です。しかし，具体的には

何が「自主的」に当たるのでしょうか？私は，ま

ずは挨拶からではないかと思います。学科間の交

流が非常に少ない大島商船ですが，挨拶すれば次

第に改善されるのではないでしょうか。気持ちよ

く快適なキャンパスライフは自分たちで作り上げ

るものでなければならないと私は考えています。

その第一歩として挨拶は有効な手立てだと思いま

す。朝から挨拶をすれば気分も晴れて，やる気も

出ていいことばかりです。新しい出会いもあり，自

分の中で何か変わるかもしれません。皆さんの協

力があればこその学生会です。

　最後になりましたが，これからの学生会活動に

おいて意識改革を進めていきたいと思います。皆

さんのご理解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　﨑　　　輝

学校生活の充実に向けて
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　私たち空手道・少林寺拳法同好会は，平成29年

度に空手道部と少林寺拳法同好会が統合して誕生

しました。現在，５年生１名，４年生４名，３年

生３名の計８名が在籍しています。

　出場する大会は，県高校総体と県体育大会（高

校の部）で，主に３年生以下が大会を目指して活

動しています。空手道は中学校までに経験してい

る者がほとんどですが，少林寺拳法は未経験者ば

かりです。したがって，少林寺拳法の技術は，顧

問の野本先生から指導していただいています。

　昨年度の成績を挙げると，まず県高校総体で，

國本悠仁・濱田彪我のペアが出場した男子組演武

で第４位に入賞しました。次に，県体育大会は，

水道管事故というアクシデントのため出場できた

のは，男子規定単独演武だけでしたが，出場した

品川篤志が第２位になり，前年度の國本・濱田組

に続き，２年連続で春の全国選抜大会（香川県）

への出場を果たすことができました。残念ながら

予選を通過することはできませんでしたが，全国

レベルの技術を実際に目にし，肌で感じることが

できたこと，またその緊張感の中で演武を披露し

たことはとても有意義な経験となりました。

　今年度の練習日は，火曜から木曜の放課後で，

第二体育館を使用しています。大会直前には，土

曜日の午前中に武道場で練習することもありま

す。修行の一つに鎮魂行があります。これは，修

練の心構えや拳士としての人生訓を唱和し，数分

間の瞑想をすることです。瞑想中は何も見えませ

んが，他の感覚器を研ぎ澄まし，鳥の声が聞こえ

たり風がほおに当たるのを感じたりすることで，

大自然の中にいる自己の存在を再発見することが

でき，とても心が落ち着きます。

　武道の練習というと，「厳しい，キツイ，苦しい」

の3Kのイメージがあると思いますが，実際は個

人の体力に応じた練習内容で，和気あいあいとし

た雰囲気の中，自分の技術の向上をめざし，それ

ぞれの目標を定めて練習に励んでいます。

　少林寺拳法の特徴として，「拳禅一如（けんぜ

んいちにょ）」と「組手主体」があります。拳禅

一如は，武道を修行する者は，拳法の技術の向上

を目指すだけでなく，体を鍛錬するのと同時に自

制心や思いやりの心を身につけなければならない

という教えです。また，組手主体は，練習相手が

いなければ自分の技術の向上は望めないので，相

手をリスペクトすることの大切さを教えていま

す。野本先生は指導の合間に，時にはジョークを

交えながら学校生活や勉強のことなどいろいろな

話をしてくれます。練習以上に（？），その雑談

が楽しみでもあります。

　修練の成果として，昇級試験があります。受験

は嫌だなと思うこともありますが，試験に合格し，

締める帯が白帯（見習い）から緑帯（６～４級），

そして茶帯（３級以上）に変わっていくのは，大

変に嬉しいことです。次は，黒帯（初段以上）へ

の挑戦（昇段試験）です。

　私たちは，全員が黒帯を締めることができるよ

うに，今後もみんなで協力し高め合いながら活動

していきます。

商船学科　３年　　濱　田　彪　我

部活動

紹　介
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　こんにちは，皆さんお元気でしょうか？今年は，ゴールデンウイークも10連休と長くゆっくり休んだ

学生さん達も多かったのではないでしょうか。私は，普段出来ていなかった，溜まっていた仕事を連休

中に片付けていました。ですから，学生さん達は，毎日コツコツとやるべき事をやっておいてください。

　さて，時代も平成から令和に変わり，時代が変わったのだなと当たり前のことを思いました。平成の

約30年の間も様々な変化があり，その環境の変化についていくことで一生懸命だったと思います。ただ，

時代が変わっても，学生さん達はどのような形であれ社会の中で生きていかなければなりません。当た

り前ですが，人生は思い通りにならないことの連続です。学生さん達も，本校に入学してバラ色の人生

で誰もがうらやむような人生という学生さんだけではないと思います。多くの学生さんは失敗を繰り返

し，どうしたらいいのだろうかと日々それらの悩みを繰り返しているかもしれません。社会に出てもサ

ポートはありますが，学校で受けていた見えないサポートはなくなります。そこで，学生さん達にお願

いがあります。本校の学生でいる間に，強い心を身に付けてもらいたいのです。そのために必要なこと

を２つ書きます。

　１つ目は，楽観的なものの見方

　「何とかなるさ」という気持ちを持てるようになりましょう。学生時代もこれから出る社会でも何が

起きるか分かりません。このような気持ちを育てていきましょう。ただ，努力を惜しんではいけません。

　２つ目は，挫折の経験

　失敗する事は嫌なことで，誰しもが成功だけの人生を送りたいと考えています。しかし，成功だけで

はいかないというのは容易に想像できます。ですから，挫折を回避するのではなく挫折を乗り越える気

持ちが必要なのです。

　これら２点を学校生活の中で身に付かることが出来れば，「強い心」を育んでいけるのではないでしょ

うか。当然ですが，上で言っていること以外でもそれらの心は育てられると思います。

　最後に，「強い心の持ち方」に興味ある方，ない方どちらも，学生相談室に来てお話をしましょう。

何でもいいです，お話をしましょう。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，又は電子メールで）保健室の稗田さん・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
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）
島　田
（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。

強い心の持ち方
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令和元年度公開講座のお知らせ

開催日 講座名 講師
募集
人数

講習料
（円）

対象

８/23(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

８/28(水)
夏休みプログラミング講座
－Scratchでプログラミング－

松村　　遼 20人 無料
小学校５・６年生
～中学生

８/29(木) 天気予報と船の話 村田　光明 10人 無料
小学校６年生
～中学生

９/１(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

７/19(金)～
３月まで，金
曜日（月２回
程度，全15回）

基礎から学ぶ韓国語講座
＜ステップアップ＞

朴　　鍾徳 ６人 9,400 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

　　　　　　　企画係　

　　　　　　　ＴＥＬ0820-74-5521
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（平成 31 年１月～平成 31 年３月まで）各 種 資 格 試 験 合 格 者

●第一級海上特殊無線技士

 S2 岡原　愛留 S2 宮尾　優奈

 S2 村井　隼人 S2 吉川　京介

 S3 内村　啓斗 S3 野崎風土志

 S3 森　　彰太 

●危険物乙種第４類

 M3 児島　祐希

 M3 小川幸太郎

●海技士試験（筆記）２級（航海）

 S4 石井　　奏 S4 塩田　健人

 S5 原　　皐平

●海技士試験（筆記）２級（機関）

 S4 藤村　昂大 S5 植木　優斗

●海技士試験（筆記）１級（航海）

 S5 酒村　悦志

★ヨット部

３月24～26日	 2019光ウィーク高校ヨット選手権大会

	 　420級	 24位

	 	 25位

	 　レーザーラジアル級	 14位

★サッカー部

１月14日	 第５回サザン・セト大島周防大島町長杯高校サッカーフェスティバル

	 　Global	Islandリーグ	 ３位

２月２日	 第11回中国高等学校サッカー新人大会山口県予選会	 ２回戦敗退

３月22日	 第９回岩国市近郊高等学校チャレンジカップサッカー大会

	 	 ３位(１勝３分）

３月27日	 山口県学生サッカー選手権(予選リーグBパート）	 ３位

★バレーボール部（女子）

３月９～10日	 平成30年度四国地区高専バレーボール春季リーグ（招待参加）

	 	 ５位	

３月23～25日	 第７回全日本高等専門学校選手権大会	 決勝トーナメント敗退

	 	

★バドミントン部	 	

３月17日	 平成30年度山口県高等学校バドミントン１年生大会

	 　男子B級シングルス	 準優勝

	 	

★コンピュータ部	 	

３月９～10日	 第26回コンピュータフェスティバル

	 　競技部門	 １回戦敗退

	 　ゲーム部門	 ブース審査賞３位,参加者投票１位

	 　メディアコンテンツ部門	 ブース審査賞１位,参加者投票３位

（平成 31 年１月～３月）各 種 大 会 成 績
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　新任教職員紹介

出身：愛媛県

大島商船の印象：毎朝，学生や教職員の皆様から

元気な挨拶や会釈が返ってきて，闊達な校

風を感じます。

趣味：朝の挨拶運動，長距離ツーリング，スキー

抱負：商船系高専を２校経験させて頂くこととな

り，貴重な機会を得られたことに感謝して

います。前任校での経験を踏まえ，本校の

発展に貢献できるよう努力したいと思って

いますので，皆様どうぞよろしくお願いい

たします。

出身：広島県

大島商船の印象：学生時代と変わらず，元気な学

生が多い。

担当：実験実習の補助（電子・情報）

趣味：野球観戦・料理

抱負：学生に顔と名前を覚えてもらえるように，

しっかり，実習の補佐を行っていきます。

出身：山口県

大島商船の印象：明るく元気で個性豊かな学生が

多い印象です。

担当：実験実習

趣味：旅行・手芸

抱負：任期付きの採用ですので限られた期間では

ありますが，少しでも皆様のお役にたてる

よう注力いたします。どうぞよろしくお願

いいたします。

学生課長

　篠原　益夫

技術支援センター

　胡　　拓弥

技術支援センター

　池口 綾音

ＮＥ
Ｗ
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　この春は全国的に穏やかな日が多く，桜の話題がテレビで賑わっておりました。

　４月になり，新たな教職員のメンバーで新入生を受け入れることができました。新入生

の笑顔を校内で見かける度に喜ばしい気持ちになります。希望に胸を膨らませて入学した

新入生と在校生が気持ちよく学校生活を送られることを心から願っています。

　今年度の図書館の最大のトピックは図書館改修です。改修中，校舎地区に仮設図書館を

設けますが，学生の皆様にはご迷惑をおかけします。来春，改修された図書館がどのよう

になっているか？期待してください。

� （図書館長　角田　哲也）

編 集 後 記

主　　　要　　　行　　　事　　　表

（令和元年度）
４月３日(水) 入学式

４月４日(木) 始業日

４月18日(木)～19日(金) １年生合宿研修

５月18日(土) クラスマッチ

５月25日(土) ブックハンティング

６月３日(月)～７日(金) 前期中間試験

６月29日(土) 奨学後援会総会

７月５日(金)～７日(日) 第55回中国地区高専体育大会（広島，津山，呉）

７月30日(火)～８月５日(月) 前期末試験

８月７日(水) 終業日

９月19日(木) 商船学科卒業式，

海洋交通システム学専攻科修了式

９月24日(火) 始業日・慰霊祭・同窓会総会

10月13日(日)～14日(月) 第30回全国高専プログラミングコンテスト（宮崎）

10月27日(日) ロボットコンテスト中国地区大会（宇部）

11月２日(土) 商船祭

11月８日(金)～10日(日) 第55回中国地区高専体育大会（冬季）（津山）

11月28日(木)～12月４日(水) 後期中間試験

12月19日(木) クラスマッチ

１月８日(水) 授業開始日

１月22日(水)～24日(金) ３年生合宿研修

２月４日(火)～10日(月) 学年末試験

２月13日(木) 終業日

３月19日(木) 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
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