
〇『青武台だより』（福井工業高等専門学校広報誌）掲載原稿 (1988～2021) 

〇『青塔』（福井工業高等専門学校学生会誌）掲載原稿 (1994～2008) 

1988 

新任教官挨拶 

本校に着任して  

一般科目（英語）講師 森  貞 

 私は恥ずかしながら、ギアミッション車の運転には自信がありません。そこで今度購入した車もオー

トマチック車です。そのせいかどうか分かりませんが、日常生活がオートマチック車になっていたよう

な気がします。状況に応じて、心もギアをチェンジすることが出来なくなっていたのです。そのせいで

本校に赴任する際も、多数の人の手を煩わせることになってしまいました。 

 ただでさえ、オートマチック車的になりがちな教官生活です。だからこそ余計に多方面で活躍し、人

とのふれあいを大切にしていかなくてはならないと思っています。 

 オートマチック車しか運転できませんが、心はいつもハイレスポンスのギアミッション車でありたい

です。オートマチック車には暴走もありえますから…  

  今後ともよろしくお願いします。 

（『青武台だより』No. 94〔昭和 63年 7月 1 日発行〕掲載原稿） 

 

1989 

第６回北陸地区高専吹奏楽合同演奏会 

ブラスバンド班顧問 森  貞 

 フォルテッシモで『踊り明かそう』がフィナーレを迎え、興奮冷めやらぬタクトの静止と共に、耳を

弄するばかりの拍手がうねりとなってステージに迫ってきます。プレーヤー達の満足感はその波をアン

プリファイアーにして会場全体に広がり、聴衆との間にえも言われぬ一体感を作り出しています。拍手

は続きます。演奏会は成功でした。 

 合同演奏会は北陸地区の４高専の吹奏楽班員の親睦と技術の研鑽を目的としており、本校吹奏楽班の

中心的行事の一つとなっています。コンクール中心の吹奏楽界にあって、勝ち負けにとらわれない伸び

伸びとした演奏のできる機会を持っているということは幸せなことです。 

 けれども、物事には長所があれば、短所もあるもので、この理想的な形態が単なるカタルシスの場と

なる危険性も十分にはらんでいるのです。「楽しければ良い」という気持ちが習慣化すると（それが許さ

れる場であるが故に）音楽に対する厳しさが鈍化して、音楽的成長が止まってしまうのです。 

 今回の演奏会は素人受けする選曲のおかげで、一応は成功に終わりましたが、音楽的にはまだまだ未

完成でした（合同での練習量が少ないという理由もありますが）。しかし、プレーヤーは観客の拍手は自

分達の音楽的技量の優秀さによるものであると錯覚しがちなのです。 

 このように、理想的な場が与えられているが故の落し穴があるのです。せっかくの機会をプラスにす

るのもマイナスにするのも、各プレーヤーが音楽に対して真摯な態度を持ち続けていられるかどうかと

いうことにかかってくるのです。言葉を変えて言うならば、コンクールに頼って、音楽的技量を高めて

いくことはたやすいのであって、そうしたメリットのあるコンクールを敢えて枠の外に置くのであれば、

各プレーヤーの信念は相当に頑強なものでなくてはならないのです。 

 今後の合同演奏会の真の意味での成否は、学生諸君、君達自身の手にかかっているのです。 

（『青武台だより』No. 96〔平成 1 年 1 月 10 日発行〕掲載原稿） 



1989 

新入生を迎えて学級担任から 

新入生を迎えて 

工業化学科１年担任 森  貞 

 新入生の皆さん、合格おめでとうございます。希望に満ち溢れた顔が C―１の教室を埋め尽くしてい

る光景が目に浮かんでいます。 

 ところで、高専には、中学の時のような細かな校則はありません。教官は皆さんの人格を尊重して、

「生徒」ではなく、「学生」として接してくれます。外的な制約はほとんどないと言っていいでしょう。 

 でも、そこには落とし穴があるということも忘れないでほしいのです。好きなことができる分、その

行動の責任は他の誰でもない皆さん自身にかかってくるのです。 

 気を抜くと、いつでも容易にその落とし穴にはまってしまいます。今、この瞬間の感激を忘れずに、

将来の目標に向かって悔いのない学校生活を送られることを希望します。 

 本当に合格おめでとうございます。 

（『青武台だより』No. 98〔平成元年 4月 7日発行〕掲載原稿） 

 

1991 

第８回北陸地区高専吹奏楽合同演奏会 

ブラスバンド班顧問 森  貞 

 早いもので、北陸地区吹奏楽合同演奏会も、今年で８回目の公演となった。年々、外枠が立派になり、

今年は、富山高専の全面的なバックアップのもとに富山市文化教育会館大ホールでの演奏が可能となっ

た。宣伝活動も功を奏してか、聴衆の入りもまずまずであった。 

 演奏会は、各高専吹奏楽班の演奏、合同（映画音楽）１部の演奏、合同（ポピュラー音楽）２部の演

奏の 3部で構成されており、私は、福井高専及び合同演奏 2部でタクトを振った。 

 当日は、顧問、班員が一体となっての熱気あふれる演奏が繰り広げられ、私のジャンピングフィニッ

シュによって盛会のうちに閉幕となった。どの参加者も一つのことをやり遂げたという満足感を満喫し

ていたように思う。その意味で、演奏会は、成功であった。 

 先日、演奏会の録音テープが送られてきた。聴いてみた。外枠が華やかになっているぶん、演奏内容

の貧弱さが目立つ。ライブでは、視覚的要素（スタンドやムーブ）を利用することによって、演奏内容

の貧弱さをカバーできるが、テープではそのカモフラージュは通用しない。 

 私が、ここで言いたいのでは、参加者にプレーヤーとしての自覚を持って欲しいということである。

数日前から曲に取り組んでも、その聴音的コピーという意味での曲作りは可能であろうが（しかし、そ

れも基礎的な訓練、例えば、呼吸法、正確なアンブッシャ―の保持、音程の確保などがクリアーされて

いる場合の話である）、人を感動させるだけの音楽性を発揮するためには、日々の研鑽が必要なのであ

る。 

 合同演奏会も、次回で９回目を迎える。各高専間の親睦は十分に深まっている。ここら辺りで、本来

の意味での「演奏会の成功」というものを目指してもいい時期に来ているように思う。 

 今後の班（部）員の精進を期待する。 

（『青武台だより』No. 106〔平成 3年 1月 10日発行〕掲載原稿） 

 

 



1993 

新入生を迎えて学級担任から 

「自由」という風の中で 

環境都市工学科１年担任 森  貞 

 新入生の皆さん、御入学おめでとうございます。さて、皆さんが本校に入学されて最初に驚かれるこ

とは『規則が少ない』ということではないかと思います。本校では、皆さんは「学生」と呼ばれ、自ら

の自覚と責任において行動することが期待されています。それが規則の少なさに表れているのです。そ

して、皆さんは「自由」の風を感じるのです。 

 皆さんは「自由」という風の中を進むヨットです。この風は気紛れで、絶えず風向きが変わります。

自らの判断でセイルを操って、目的地を目指さなければなりません。判断を誤れば、あらぬ方向に進ん

でしまったり、転覆、座礁することさえあるのです。たやすいことではありませんが、皆さんなら、見

事、目的地に到達されるものと信じております。ついでながら、巡視艇・救命艇は即時出航態勢にある

ことを付け加えておきます。 

（『青武台だより』No. 118〔平成 5年 4月 8日発行〕掲載原稿） 

 

1994 

卒業生に贈る言葉 

HALF OF LIFE IS IF. 

工業化学科旧担任 森  貞 

 工業化学科５年生の皆さん、御卒業おめでとうございます。幾多の困難を乗り越えられてこの卒業の

時を迎えられたことを心からお喜び申し上げます。 

 担任として皆さんと過ごした２年間には本当にいろいろなことがありましたね。お互いに気持ちが空

回りして激しく対立したことも。しかし今となっては懐かしい思い出です。 

 『LIFE（人生）の半分は IF（もし～であったならば）である』という言葉があります。人生は必ず

しも平坦なものではありません。時には「もしあの時ああしておけば…」と後悔することもあるでしょ

う。しかし、『LIFEには LUCK（運）が付きものですし、Endeavour（努力）次第で、新しい未来（人

生）を切り開いていくこともできるのです。 

 皆さんがこれから歩まれる人生においても色々なことがあるでしょう。思いどおりにいかなくてこん

なはずではなかったと悔やまれることもあるかと思います。でも、後戻りにできない一回限りの貴重な

貴重なあなただけの人生です。一生懸命に生きて下さい。ご卒業にあたり、できの悪かった担任からの

はなむけの言葉とさせていただきます。 

（『青塔』第 25 号〔平成 6 年 3 月 1 日発行〕掲載原稿） 

 

 

 

 

 

 

 

 



1997 

新入生を迎えて学級担任から 

担任からのお願い 

機械工学科１年学級担任 森  貞 

 新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。皆さんは。これから始まる高専での学生生活に胸を

ワクワクさせていることと思います。 

 この機会に、私からは２つのことをお願いしたいと思います。その一つは目標を持ち、それに向かっ

て努力してほしいということです。目標が達成されると、それは、新しい目標を達成するための手段と

なります。高専に入学できたことに満足することなく、それを手段にして、新たな目標の達成に努力し

てください。 

 もう一つは、高専在学の５年間に、何でも打ち明けて相談のできる友人を見つけてほしいということ

です。一生つながりを持つことのできる友人を卒業するまでに必ず見つけてください。そのためには、

積極的に人と交わっていくことが大切になります。皆さんのこれからに大いに期待しております。 

（『青武台だより』No.138〔平成 9 年 4 月 8 日発行〕掲載原稿） 

 

1998 

巣立ちゆく者へ 

「甘辛しゃん」が好き 

環境都市工学科旧担任 森  貞 

『人生は旅である』というメタファー（隠喩）がある。確かに「人生」と「旅」には多くの共通項を

見出すことができる。「旅」に出発地点と終着地点があるように「人生」にも初めと終わりがある。そし

てどちらの場合においても終着点に至る道程はひととおりではない。旅人が岐路に立って１本の道を選

ぶような場面が人生にも用意されている。 

 と言っても、「人生」は「旅」そのものではない。人生では、旅のように、道が間違っていたからとい

って後戻りはできないし、つまらないからといって途中で中断することもできない。その代わりに、人

生を歩もうとするヒトには正道（己の志向する道）に戻るための（【酒造り】ではなく）【道造り】が許

されている。 

 正道に戻るには、そこに到るまでの地形を衛星写真で確認し、険しい山があればトンネルを掘らなけ

ればならないし、深い谷や大きな川があれば橋を架けなければならない。地震多発地帯であれば耐震設

計にも気を配らなければならない。 

 幸いにして、君たちを指導して下さった学科の先生方はその道のプロである。したがって、今後の人

生において【道造り】が必要となったときにはその直伝の技が使えるはずである。万が一、ド忘れして

しまっていた場合には補講を受けに行くように！ 

 私ですか？酒飲み相手ぐらいにはなれるかな。 

（『青塔』第 29号〔平成 10年 3月 1日発行〕掲載原稿） 

 

 

 

 

 



2001 

卒業生に贈る言葉 

「ちゅらさん」VS「ほんまもん」 

5M 旧担任 森  貞 

 見てました？「ちゅらさん」（前回の NHKの朝の連ドラ）。そして、見てますか？「ほんまもん」（執

筆時現在で放送中の NHKの朝の連ドラ）。 

 エリーこと、古波藏恵理（国仲涼子）の笑顔、ごっつよかったと思わへん？そして、木葉こと、山中

木葉（池脇千鶴）が、亡き父親（根津甚八）の味を受け継ごうと一生懸命に努力する姿、おばあ、とっ

ても、感動したさあ。 

 んでもって、主人公よりも気になる人はおるわけやね。「ちゅらさん」で言えば、〈またずれ〉荘の住

人、城ノ内理亜（菅野美穂）、そして、「ほんまもん」で言えば、庵主様（野際陽子）。どっちも、パッと

見、いやあな感じなんだけど、台詞がええねん。嫌味やけど、急所を突いてて、主人公にやる気をおこ

させるんやね、これが。いい人は、中途半端にいい人やと、「どうでもいい人」になってまうけど、言わ

れて嫌なこと（でも、それで言われた当人が成長できる事）をきちんと言ってくれる人のことは忘れへ

んちゅうねん。君らも、そんな人に出会ったら、感謝せなあかんで。そして、そんな人間になりや。人

を外見（そとみ）で判断する時代は終わったんやから(By NOVA)。 

（『青塔』第 33号〔平成 14年 3月 14日発行〕掲載原稿） 

 

2003 

新入生を迎えて学級担任から 

E.I.のすゝめ 

電子情報工学科１年担任 森  貞 

 新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。君たちは、これから始まる高専生活に大きな期待を

抱いていることと思います。 

 高専では、君たちは、「学生」と呼ばれ、一人の大人として尊重されます。それと同時に、自分の言動

に全責任を負うことが要求されます。 

 特に、電子情報工学科（通称 EI 科）の学生である君たちには、以下の生活の指針が用意されていま

す（たった今、私が用意しました）。 

・Exchange Ideas with a lot of people. 

［多くの人と議論（言い合い）せよ］ 

→思考力 (Intelligence) が増すはずです。 

・Exercise your Imagination. 

［想像力を働かせよ］ 

→創造力 (Invention) が強化されるはずです。 

・Express your Individuality. 

［個性を見せよ］ 

→主体性 (Identity) が身につくはずです。  

君たちが充実した高専生活を送られんことを！    

（『青武台だより』No.162〔平成 15年 4月 8日発行〕掲載原稿） 

 



2007 

新入生を迎えて学級担任から 

Five Fs（５つの F） 

F5 担任 森  貞 

入学式での初顔合わせから、３ヶ月が過ぎようとしている。以前であれば、本性が現れるのは夏休み

後と相場が決まっていたものだが、今回はどうも様子が違う。君たちの多くが、早くから、仮面を脱ぎ

捨て（というか、元から仮面なんかかぶっていないのかも）、学校生活を ENJOY しているように見受

けられる。 

ところで、君たちは、「F5」クラスの Fが何を意味するか考えたことがあるだろうか。公式には、こ

の F は Fundamental（基本的な・根本的な・重要な）の頭文字を採ったものということになっている

が、個人的は、「F5」を、君たちが高専で悔いのない学校生活を送るための５つの指針（Five Fs）とし

て捉えたい〔人生の指針にもなるはず〕。 

①Be Fair.（公平であれ。） 

②Be Fine/Fresh.（元気はつらつであれ。） 

③Be Flexible.（(体も心も頭も)柔軟であれ。） 

④Be Frank.（正直であれ。） 

⑤Be Friendly.（親切であれ。） 

君たちの健闘を祈る。 

（『青武台だより』No.175〔平成 19年 7 月 11日発行〕掲載原稿） 

 

2008 

新学期を迎えて各学年の担任から 

信頼される人であれ！（自戒を込めて） 

2 年 E科 学級担任 森  貞 

 私は『教師と学生との間の健全な信頼関係』が崩れない限り、学校の未来はそう暗いものではないと

確信している。教師は学生に対して時には優しく、時には厳しく接しながら、権力を振りかざすことな

く、信頼関係の構築に努めている。この関係の構築には教師、学生双方が「信頼されるに足る」だけの

資質を備える必要がある。〔うそをつかない〕・〔約束を守る〕・〔他人（ひと）の立場に立って考える〕・

〔迷惑をかけない〕・〔陰口を言わない〕といったことは至極当然のこととして、以下の事柄に留意する

ことが肝要であろう。 

①Be Moderate.（温和であれ） 

②Be Energetic.（活発であれ） 

③Be Intelligent.（聡明であれ） 

④Be Cool.（冷静であれ） 

⑤Be Brave.（勇敢であれ） 

 今後の学生諸君のいっそうの精進を期待する。 

【付記】…と偉そうな事を言いながら、私自身、君たちから信頼を得られるような振る舞いができてい

るかどうか自問する毎日である（特に最近）。 

（『青武台だより』No.178〔平成 20年 7月 22日発行〕掲載原稿） 

 



2008 

卒業生に贈る言葉 

♪Hero♪ 

歌 マライア・キャリー 

歌える翻訳（日本語訳詩） 森  貞（5EI 旧担任） 

①ヒーローは 

君の心の 

中にいるのさ 

気付いて 

そうすれば 

答え見つかる 

悲しみなんて 

消えてく～ 

 

＊ヒーローは君に 

さずけてくれる 

怖れをはじく 

生き抜く力 

消えかかる希望 

取り戻すため 

心覗いて 

そこにヒーロー 

 

 

 

 

 

②長い人生（たび） 

独り生きてく 

誰も助けて 

くれない 

でも愛の 

御心（みこころ）あれば 

空しささえも 

消えてく～ 

 

＊繰り返し 

 

③夢を 

追いかけるの 

やめてはいけない 

信じる 

心あれば 

いつか叶うの～ 

 

＊繰り返し 

 

ひとり ひとりが 

ヒーロー 

（『青塔』第 40号〔平成 20年 3月 14日発行〕掲載原稿） 

 

2011 

新入生を迎えて学級担任から 

Half of “LIFE” is “IF”. 

F4 クラス担任 森  貞 

 “What is life?”という問いに対して、“Half of ‘LIFE’ is ‘IF’.”と答えた方がいます（残念ながら私では

ありません）。L-I-F-Eの文字をよく見てください。4文字のうちの 2文字（半分）が I-Fですから、上

記の答えは、LIFE という「単語」について説明した文と言えます（これを『メタ言語表現』と言いま

す、覚えておきましょう）。 

 しかし、話はこれだけで終わりません。意味に目を転じてみましょう。「人生の半分は IF（もしも～

だったら）である」とは何と【人生が変わる 1分間の深イイ言葉】でしょう。君たちも、『あの時ああし

ていればなあ』とか『あの時あんなことしなければ良かったなあ』と思ったことが幾度となくあるでし



ょう。 

 君たちは多くの選択肢の中から、《高専進学》という道を選びました。少なくとも、1 年後に「別の学

校に行けば良かったなあ」とか「この学校に来るんじゃなかったなあ」じゃなく、「この学校に来て本当

に良かったなあ」と胸を張って言えるよう、充実した学校生活を送ってください。 

成功の秘訣はこれだよ→All study and no play makes Jack a dull boy.（よく学び、よく遊べ） 

（『青武台だより』No.189〔平成 23 年 5 月 10 日発行〕掲載原稿） 

 

2019 

～学年初めにあたって～ 

学年末には、どれに丸をつけますか？ 

図書館長 森  貞 

2019 年 2月 13・14日に、2・3年生各 2クラス(151人)を対象に緊急実施した「図書館利用に関する

アンケート調査」の結果を以下に示します。 

１．利用頻度（平成 30年度） 

(1) 毎日[2 (1%)]  

(2) 週に 1～数回[21 (14%)]  

(3) 月に 1～数回[77 (51%)]  

(4) 年に 1～数回[49 (33%)] 

(5) 利用していない[2 (1%)] 

２．利用目的（複数回答可） 

(1) パソコンの利用[93 (62%)]  

(2) 読書[23 (15%)]  

(3) 試験勉強（レポート作成を含む）[122 (81%)] 

(4) 書籍等の借用[39 (26%)] 

(5) DVD, CD 等の視聴[23 (15%)]  

(6) グループディスカッション（於：図書館内のアクティビティルーム）[22 (15%)] 

本年度末の同時期に同様のアンケートに回答することになったら、あなたはどれに丸をつけることに

なるでしょうか？（心の声：図書館長としては、利用頻度(1)(2)の割合が増えるとうれしいなあ） 

ここで PRを一つ。購入してほしい書籍がある場合には、図書館のホームページの「本のリクエスト」

からリクエストができます。是非、利用してください。 

最後に余談を一つ。『NHKスペシャル』（2018 年 10月 13 日放映）によれば、延べ 41 万人分のビッ

グデータを対象に「健康寿命を伸ばす生活習慣」を AI に分析させたところ、「本や雑誌をよく読む」と

いう項目が、2 位以下をダントツに引き離して、119 もの健康要素と繋がっていたそうです。あくまで

も、余談です。 

（『青武台だより』No.219〔平成 31 年 4 月 4 日発行〕掲載原稿） 

 

 

 

 

 



2020 

～学年初めにあたって～ 

「学習の場」そして「憩いの場」としての図書館 

図書館長 森  貞 

新入生のみなさん、ご入学おめでとうございます。今年度は、新型コロナ禍のため、例年、年度初め

に開催しているクラス単位の図書館オリエンテーションが実施できず、図書館長として、残念な気持ち

でいっぱいです。 

皆さんは、「図書館」と聞いてどういうイメージを持ちますか？本を借りたり、閲覧席で本を読んだり

する場所だと思う人が大半だと思います。 

本校図書館では、こうした役割を果たす他に、パソコンコーナーで、インターネット検索による調べ

ものをしたり、アクティビティルームでグループ学習をしたり、メディアコーナーで DVD・CD・LDを

視聴したりすることができます。つまり、「学習の場」であると同時に「憩いの場」でもあります。現在

は、「図書の貸し出し・返却」のみが行われていますが、全面開館の暁には、堅苦しい場所だと考えずに、

気軽に立ち寄ってくれることを期待しています。 

ところで、図書館では、入試・広報委員会との共同新企画として、今年度より、『新入生に読んでほし

い図書』を新入生の皆さんに推薦することになりました（推薦図書は本校図書館のホームページにて紹

介しています）。いずれも本校教員が、新入生の皆さんに是非読んでほしいと自信を持って推薦された

本です。図書館にもありますので、是非一度手に取って読んでみてください。 

（『青武台だより』No.222〔令和 2 年 8 月 31 日発行〕掲載原稿） 

 

2021 

新入生を迎えて学級担任から 

「F３」の意味 

F3 クラス担任 森  貞 

F3 クラス担任、「き」が 3本の「もり」です。福井高専入学おめでとう。君たちの入学にあたり、「3

本立ての法則」―人に何かを伝えたいときに 3本立てで話をすると、聞いている側の記憶に残りやすい

という法則－に則って、充実した高専生活を送るための大事なお話をします。 

君たちは、「F3」の F って何だと思いますか？君たちの多くが、「そりゃ、1 年生(First-year)の F で

しょ」と思っているのではないでしょうか？当然、そういう捉え方もあるでしょうが、私は、『基礎作り

(Fundamental)』の Fとしたいと思います。つまり、この 1年間は、君たちが以下の 3 点の基礎作りを

する時期と捉えてほしいのです。 

①授業、試験、レポート提出に係る学習習慣 

②新たな環境に適応した生活習慣 

③良好な人間関係の構築 

詳しくは、入学後のホームルーム等でお話ししたいと思います。 

最後に、上記の基礎作りを成し遂げるためには、以下の３つの「き」が大切であることもお忘れな

く！！（入試説明会ならびに卒業生の結婚式でのスピーチの「ねた」の１つです） 

①「げんき」（元気）、②「ゆうき」（勇気）、③「こんき」（根気）。 

それでは、1年間、よろしくお願いします。 

（『青武台だより』No.225〔令和 3年 4月 1日発行〕掲載原稿） 



校務分掌（原稿関連分のみ） 

1988 福井工業高等専門学校着任 

1988～現在 吹奏楽班（部）顧問 

1989 工業化学科１年担任（1990 工業化学科２年担任） 

1993 環境都市工学科１年担任（1994 環境都市工学科２年担任） 

1997 機械工学科１年担任（1998 機械工学科２年担任） 

2003 電子情報工学科１年担任（2004 電子情報工学科２年担任） 

2007 F5（１年生混合学級）担任 

2008 電気電子工学科２年担任 

2011 F4（１年生混合学級）担任（2012 電子情報工学科２年担任） 

2019～2020 図書館長 

2021 F3 担任（2022 機械工学科２年担任） 


