
楽しかった研修所 

枝幸漁業協同組合 鶴田 竜斗 

 

漁研に来る前は、鹿部はなんにもないところだよとかハエがすごいと先輩方から聞

いていましたが、ほんとに木と海しかなくてコンビニまでも片道５キロ走らなければならなくて何もな

いところだなと思いました。漁家さんでホタテの耳吊りをやっている時期は、道路脇にカゴを腐らすた

めに置いているのでとんでもない量のハエが飛んでいて正直びっくりしました。コンビニまで行く途中

にハエが口の中に入ってきてしんどかったです。一番キツかったのは鹿部駅までの坂道をチャリで漕ぐ

ことです。寮生活では、一週間も経たないうちにみんなと仲良くなり、夜遅くまで遊んだり騒いでいま

した。特にぽんこつ５人組は最高でした。研修では、ロープワークや網修理、沖実習など帰ってからの

仕事に役立つものばかりでいい経験になりました。漁研に来て最初の試験が乙４で、意味分からないこ

とが多く大変だったのを覚えています。前期はめっちゃ長く感じたけれど、後期はめちゃめちゃあっと

いう間で、まだまだ漁研に居てもいいくらい楽しいところでした。この漁研での経験を生かして地元に

帰っても頑張っていきたいです。 

 

 

漁研での半年間を振り返って 

常呂漁業協同組合  井田 翔太 

 

私がこの漁業研修所で得たものは多くあります。技術や経験、資格、そして友人。

私は去年まで学生で、漁師としての経験が皆無に近かったので苦労は多かったです。しかし色々と学ぶ

につれ、身についていくのが実感できたのは大きな収穫だったと思います。ノットボード作成という作

業を通し、実用的な結び方から飾り結びなどあらゆる結び方を、沖実習では実践的な係留結びや巻き結

びなどを学びました。資格面では、前期は何かと苦戦していましたが、後期で 2度目の挑戦をして無事

合格したりなど、挽回できてよかったです。そして最も得るものが大きかったのは友人です。よき友人

がいたからこそ研修生活を楽しく有意義に過ごすことができたと思うし、これからも仲良くしていけた

らいいなと思っています。また、研修では教官、舎監、漁家さん、調理場の方々、職員の方々など多く

の支えがあったからこそ有意義な研修生活を過ごすことができました。本当にお世話になりました。 

 

 

漁業研修所の思い出 

根室漁業協同組合 隅田 流一 

 

ここに来てつらかったのはちゃりでコンビニまで行くこと なにもない ここにく

ることはもうない 授業はおもしくないしねむいしだるいし最悪 毎日毎日かえりた

いとおもってた 田中ダイスケはここにきて何人のおんなができたのか。 吉野こーやはきちがい風呂

場血だらけにした。 鶴田りょーとは書くこともないドタキャンやろう。 益若つばさは骨ドタキャン

やろう。 能登よしたかはうるさいキモイ障害者 枝幸はドタキャンしかしねえ こいつらは最高だっ

た 一番は海で焼き肉したこと毎日部屋あつまってわけわかんねえことして楽しかった オールで朝

一最悪だったそのまま札幌しんどすぎた 

もう書くことないけど４００文字かかないといけない。 寮だから毎日こいつらと一緒にいて地元のや

つらよりも仲良い 半年しかいないけど最高のだちができた いつかこいつらと一緒の船で仕事した

いな またみんなで飲みに行こうどーせすぐ会うだろう！！！ 



漁研の半年 

枝幸漁業協同組合 升田 達義 

 

ぶっちゃけ最初は漁硏に来るつもりは微塵もありませんでした。こっちに来てから

も近くに何もないし、コンビニ遠いし、Wi-Fi 無いし、最悪でした。半年間こんなところでやっていけ

る気がしませんでした。けどまぁしばらく生活していたら慣れるもので、暇になったら漁硏の体育館行

ってみんなとバスケやフットサルをやったり、鹿部の体育館のトレーニング室で筋トレしたり、ラウン

ジで人狼・映画・ゲーム・人生ゲームなどやったり、他のやつの部屋に泊まったり、結構充実していま

した。 

取りに来た資格はなんとか一通り全部取れたけど講習日数がひどい。船舶の実技練習は１回だけ、無

線の資格は２日間講習があって次の日試験などのハードスケジュールでとにかく少なすぎる！さらに

外部の講師も声が小さくて何言っているのか分からない人や、ただ教科書読んでいるだけで要点を何も

言ってくれない人など、これなら一人でやった方がましな気がしました。けど合格はできたので意外と

どうにかなるもんでした。 

まぁなんやかんやあったけどなんとか出所できるとこまでこれました。この先も自分の夢に向かって

頑張りたいと思います。 

教官、舎監、船長、山崎さん、そして秋田社長、ありがとうございました！！ 

 

 

長いようで短い半年 

野付漁業協同組合 坂本 清成 

 

とても長いと思っていた漁研も気づいたら残り２週間。入所したときのことをつい

こないだのことかのように思います。初めての寮生活で最初はなまら新鮮で自分の部屋にはまったくい

ないで颯の部屋にずっといたのを覚えています。それから齊藤廣矢くんに毎日のようにバスケの勝負を

挑まれ毎日負かしたのを覚えています。そしてみんなでラウンジで人狼したりおっぱいゲームしたり、

ばかみたいに楽しい漁研生活を送っていました。楽しいことばかりではなく危険物の試験や潜水士の試

験など試験地獄がありでも頑張ってよかったと思います。後期では初っぱなに小型一級船舶がありまし

た。雅弥と人生で初めてこんなに勉強したってくらい勉強しました。でも自己採点して受かった時はか

なりの達成感がありました。そして後期で班が変わり雅弥の部屋に住み着くようになりました。ほぼ毎

日雅弥の部屋にいました。そして雅弥と颯でコンビニに行ってる途中に雷が鳴り出してまあ大丈夫だろ

うと思いながら行きました。そして行ったら行ったでいきなり停電になって帰りは雨が土砂降りで真上

で雷光るし命の危険を感じました。それも今じゃ良い思い出です。なんだかんだ言いながらこの半年楽

しくなまら良い思い出になりました。これから家に帰ったらもっと大変になるかもしれないけど憧れの

父を超すので頑張ります。友達や親やたくさんの人のおかげで楽しい６ヶ月でした。これからは漁師と

して頑張ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 



漁業研修所生活を終えて 

野付漁業協同組合 対馬 雅弥 

 

漁業研修所で学んだことはたぶん高校で学んだことよりも多いと思います。 

一番苦労したのはやはり勉強です。自分は勉強が嫌いなのですごく不安でした。漁業研修所の試験は国

家試験もあるので学校のテストとは比べものにならないくらい難しく、しっかり勉強しないと本当に落

ちる試験ばっかりでした。もう勉強はしたくないです。 

最初は嫌だった漁業研修所ですが漁業研修所は苦労よりも楽しいことの方が多かったです。 

刑務所のような海友寮、遠いコンビニ、何もない鹿部町、暇な休日、今となればいい思い出です。特に

コンビニに行くのは苦でしかなかったです。天気予報をしっかり見ずコンビニの行き帰りに雷が鳴り、

大雨の中自転車で漁業研修所に帰った日のことは、昨日のように覚えています。 

気づけばそんな漁業研修所ももう終わりです。とても早い漁研生活でした。この漁業研修所で学んだこ

とをこれから仕事をする上でしっかりと活かせるよう頑張りたいです。 

半年間ありがとうございました！ 

 

 

人生初の寮生活の思い出 

別海漁業協同組合 田鎻 颯 

 

僕が漁師をやることを決めたのは高校三年生の夏休みに入る一週間くらい前のこ

とでした。それから約一ヶ月間サケ定置の手伝いをして、結びを覚えることや力が私はあまりないので

最初は大変でした。この仕事を人生でずっと続けていかないといけないと考えると不安にもなりました

が同じ地域の人たちもいて心の支えになってくれる人が多いためこれからも頑張ろうと思えました。高

校を卒業した後にはホタテ桁引きの手伝いも行きました。サケ定置と同じくらい力仕事がありサケ定置

とはやることが全くと言っていいほど違ってまた覚えることがあり大変でした。力があまりないので友

達と一緒に筋トレに行くときもあれば、自分から進んで重たいものを移動させる仕事などをしました。 

入試や説明会の時は「早く漁研でいろんな人と交流を深めたい！早く行きたい！」と思って期待を膨ら

ませていましたが、五月に入るとまた不安になってきて「これから大丈夫だろうか。初めての寮生活で

はちゃんとやっていけるのだろうか」と思っていましたが、実際漁研はとても優しい人でいっぱいで不

安だった寮生活も最初から最後まで楽しむことができ、漁業についても学べるので私は漁研に入ってよ

かったと思っています。 

寮生活ではいろいろなことがありました。冷蔵庫から自分のものが無くなる、洗濯をできるようにな

る、朝ちゃんと自分で起きてこられるようになる、授業中も比較的寝ないように工夫、近くのコンビニ

が約 5km離れている、免許があるのに車に乗れない、いろいろ思うこと楽しかったことはありましたが

楽しみにしていた半年間の漁業研修所はとても楽しい思い出ばかりの研修になりとてもいい人生経験

になりました。半年間でしたが同期の漁研生、教官方ありがとうございました。これからも会うことが

あれば気軽に話しかけてください。何かあれば呼んでください。休みだったら道内なら行きますよ！笑 

 

 

 

 

 

 

 



研修所 

湧別漁業協同組合 前田 智明 

 

漁研に来る以前は不安でいっぱいだったのですが、思っていたよりも楽しくてあっ

という間に時間が過ぎていました。しかし、入所したばかりの頃はロープワークや網修理ができなかっ

たので、寮に戻って練習したり、みんなに教えてもらったりしてなんとか覚えることができました。そ

の成果もあって自家研修の時に実際に覚えたことを生かして仕事ができたのでよかったです。 

 後期になってからは船舶の資格を取るために頑張りました。筆記はテスト本番まで不安でしたが、ベ

ストを尽くすことができました。実技が着岸などで失敗して落ちると思っていました。結果がわかり受

かったときは本当にうれしかったです。 

 大変なことも多かった分楽しいこともたくさんありました。寮に戻ってみんなとゲ－ムをしたり、バ

スケなどのスポーツをやったことです。また、いろいろな人の影響を受けて、ヲタ芸をはじめたり、筋

トレをすることなど自分の趣味が増えたと思います。そして、何よりも漁研に来て大人に近づいたので

はないかと思います。 

 

 

研修所 

野付漁業協同組合 戸田 暁久 

 

短い期間の研修で、最初は不安しかなく早く帰りたいと思っていましたが今は帰り

たくないと思うほど楽しかったと思っています。危険物の試験から始まりたくさんの試験をうけてきま

した。最初の危険物の試験を落としたときは本当に焦りました。それから順調に試験に合格していった

のでよかったです。その他にもロープワークや沖実習など漁師になるために必要なことをたくさん習い

ました。寮生活は最高に楽しかったです。夜、みんなで話して遊んだりたくさんの楽しい思い出ができ

ました。休みの日は何人かで函館や札幌に行きました。最初は同じ地元から来た友達と一緒に函館に行

ったり遊んだりしたのですが、しばらくすると自然と新しくできた友達と一緒にいるようになりました。

最初にみんなで札幌に行った時はみんなテンション上がりすぎて、鹿部から森に向かう汽車の切符を取

り忘れたこともありました本当にいろいろなことがありました。中学や高校よりも楽しかった気がしま

す。研修所でできた友達はこの先も長く付き合っていきたいと思います。 

 

 

漁研の半年間 

別海漁業協同組合 齊藤 廣矢 

 

漁研での半年間を振り返ってみて最初は何もないところでコンビニまでも５キロ近

くあるって聞いてこんなところで上手くやっていけるか少し不安でしたがすぐに慣れることができて

よかったです。漁研で一番大変だったのは資格取得です。最初の危険物を落としたときはやばいと思い

ましたがその後からは寮でも勉強するようになり潜水士と船舶の資格は１回で取ることができてとて

もホッとしました。 

寮での生活はみんなで騒いだりテレビを見たり筋トレに行ったりして過ごしてました。休みの日は寮

で寝てるか函館に遊びに行ってました。函館は思ったよりも遊ぶところが少なくて正直期待外れでした。 

研修所でできた友達とはこれからも仲良くしていきたいと思いますし、漁研を出てからは毎日仕事の

日々になるので早く仕事を覚えるように頑張りたいです。 



漁研に来てよかったことは資格をほとんど取れたこととロープや結びを覚えることができたことです。

半年間ありがとうございました。 

 

 

ぽんこつクラブを振り返って 

枝幸漁業協同組合 伊藤 飛翔 

 

ここに来る前から先輩方に、コンビニ遠いだの何もない所だのさんざん言われてき

て、でも楽しくて終わるのが早く感じると教えてもらって鹿部に来ました。最初は一日が長く感じて枝

幸に帰りたいと毎日考えてたり、大ちゃんとりゅーいちの顔怖くてヤンキーいると思って毎日びくびく

してました。でもいつからか一日が早く感じたり、話が尽きなかったり毎日楽しくてしかたなくって、

帰りたいと思わなくなりました。友達できるか不安だったけど、えりもの真っ黒ゴリラこと大ちゃん。

根室のヤンキーのりゅーいち。長万部の天パキチガイの吉野君。漁研にきて痩せた大親友鶴田君。まじ

で最高。いい意味でバカだしアホだし、ここには書けないけど悪さもしたしいい思い出できた。毎年ぽ

んこつクラブ集結しないとな（笑） 

山本先生の優しく愛のある講習のおかげで船舶の免許無事とれた。でも模擬やってたとき、一番最初に

提出した僕は受かってたにもかかわらず怒られた理由今もどんなに考えてもわかりません。なぜです

か？ 結構あのとき傷つきました。 

免許もすべて一発で合格したし、面白い友達できたし鹿部もそんな悪いところではないなと思った。も

う鹿部や函館も行くとこすべて行き尽くしたし、当分来ることはないだろうけど、また懐かしいと思え

る頃にまた来たい。 

 

 

漁業研修所での生活を振り返って  

野付漁業協同組合  齋藤 拓己 

 

私は北海道立漁業研修所の第２１期生としてこの研修所に五月八日に入所してきま

した。最初は親元を離れての初めての寮生活と周りとのコミュニケーションで苦労しそうと思っていま

した。自分は仲のいい友達と話すときは気軽に話しかけれたりするのですが、初めてしゃべる人たちと

なると緊張してあまり話せなくなることがありました。ですが周りの友達はみんな優しく明るく話しか

けてくれたので一気に打ち解けることができました。みんなにはとても感謝しています。 

研修では資格取得、ロープワーク、講義など様々なことがありたくさんのことを学べることができまし

た。資格は危険物、潜水士、船舶などがあり最初の内は「船舶だけとれればいいや」と思っていました

が、みんなどの資格にもまじめに取り組んでいる姿をみて俺も頑張ろうと言う気持ちになることができ

ました。 

 最初は半年だなんて長いだろうなと思っていましたが、みんなと楽しく協力しあうことができたので

今ではとても短く感じます。プライベートでは仲のいい友達と一緒に函館や札幌に遊びに行ってワイワ

イ楽しめたのが一番の思い出です。毎週講義を受けてるときでも「早く土日にならないかなー」とか「土

日みんなどこにいくの？」とかあちこちから聞こえてきたのを覚えています。最後の方にはみんなとパ

チンコに行って「俺何万負けたさー！」とか「俺めちゃくちゃ勝ったぞー！」と騒いでいた人もいてと

ても賑やかでした。 

そして、最後になりますが今回の研修期間を乗り越えられたのは２１期生のみんながいたからだと思

っています。なのでこの研修所を出てからもみんなと連絡を取ったりしてまた集まりたいと思っていま

す。半年間ありがとございました。 



１０年後の僕へ 

常呂漁業協同組合 中村 駿介 

 

拝啓 

 その日は天候に恵まれ、５月の春の陽気が感じられる良い日だった。漁研初日。僕は突然呼び出され

た。呼び出された場所へ行くとそこには柄の悪い３人のおじさんが居た。そのあと他に２人来た。僕は

逃げ出したい気持ちをグッとこらえてそのおじさん達の話を聞いた。話を聞くと、集められたのは全員

２０歳超えで「飲みに行こう」というお誘いの話だった。怖かった。その中で僕は一番年下。行ったら

ボコボコにされるんじゃないか。へんな粉を無理矢理吸わされるのではないか。さまざまな恐怖心が僕

の両脚を生まれたての子鹿のようにさせた。それでも決死の覚悟でそこへ行くことにした。そしてそこ

から僕の漁研生活が始まった―――。 

 僕は４班の班長になった。表向きはね。だって４班にはアチヤさんがいたから。僕はさしずめアチヤ

さんの操り人形みたいなもの。４班を動かしてたのはアチヤさんだったんだ。そんな４班の思い出と言

えばアチヤさんかな。でもおれは４班が大好きだったよ。 

 後期は３班の班長だったかな。たしか。もう班長だったのかよくわからなかったよ。班長のことを愛

しすぎた班員たちが僕のおしりをモウコハンと罵倒してくるようになったのはいつからだろう。実は僕

のおしりが沢山のストレスを抱えていたことをこの場をかりて告白させてもらいます。 

 そんな半年間は僕の一生忘れられない大切な思い出です。もしもこの先人類がタイムスリップできる

日が来たとしたらその時は２０１７年５月に帰ってきます。また場所に―――――――――。 

敬具 

 

 

楽しかった漁業研修所 

                    長万部漁業協同組合 𠮷野 倖矢 

 

５月から漁業研修所の総合研修に参加して１１月までの約半年間、全く知らない人た

ちと暮らしていくのは、正直不安だらけでした。私自身小～高まで実家暮らしだったので、寮生活が全

くの初めてでした。 

研修生の人たちは、皆気さくで、個性豊かで、面白い人でいっぱいでした。そして今まで近い年頃で

漁業の話ができる人が少なかったのでそういった話ができて良かったです。 

実際に研修が始まってからは、新鮮な体験の連続でした。自分の知らない仕事、天気の事、ロープの

事まですごくためになることを教わりました。 

資格取得についても毎日勉強詰めになるかと思いましたが、教官方の教え方もあって順調にすべての

資格を取ることができました。 

最初は総合研修をあまり受けたくありませんでした。ですが、いざ総合研修を受けてみると、すぐに

友達ができて毎日が楽しかったです。だから正直今は帰りたくありません（笑） 

今後はこの漁業研修所で学んだこと、体験したこと、それらの自分が手に入れたものを仕事に生かし

て立派な漁業経営者になれるよう努力していきたいです。 

 

 

 

 



語学留学 

えりも漁業協同組合 田中 大恭 

 

平成 29年 5月 7日鹿部に上陸した。俺はここに来て、すぐに帰りたくなった。鹿部

の町は何もなく、えりもの春より何もなかった。来た当時は友達もいなく毎日部屋にこもって勉強をし

ていました。一週間くらいしてやっと友達ができました。その名前は能登由貴(26)という人でした。こ

の人は大学に 7年通い、やめて漁師の道を歩むことになったそうです。この人との出会いは漁家研修の

相棒でその時についたあだ名が｢兄貴｣で皆からもよく親しまれていました。俺と兄貴は超一流のカリス

マで何をしてもトップクラスの人間でした。兄貴はかなり頭がいっちゃってて、奇声を上げたりいきな

り歌い出したりするような人間だったけど兄貴といるとこの人はほんとにカリスマ的な人間だと思い

ました。俺は 2班で最強の班でした。班長は田中公平(30)さんで皆からは｢こーちゃん｣って呼ばれてて

自分で自分のことを最強だのイケメンだのゆってました。(笑) 今こーちゃんは隣にいるけど初めて会

ったときはまだ 29 歳でした。と、隣でゆってます。いつも下ネタしか言わない３０の親父になっちゃ

ったけどこーちゃんの事は一生忘れないと思う。こーちゃんはいつも話が途中で終わります。そんなこ

ーちゃんだけどこーちゃんのおかげで 10キロも痩せることができました。 

 休日は鹿部でやることがなく毎週札幌に遊びに行ってました。やっぱり札幌は最高――――――――

――――――――――！かわいい女の子はいるし、友達の紹介でモデルの彼女もできて最高だった。  

 今仲の良い友達が 5人いるけどほぼ毎日一緒にいて話も尽きないし毎日笑っていれるけどあと 2週間

で離れるって考えると夜も眠れません。もちろん皆とも離れたくはないけれど、5 人とは特に離れたく

ねーな。年に１回は皆で旅行にでも行きたいな！ 

 僕は漁業研修所を卒業したら語学留学のためアメリカに留学しようと思っています。もちろん将来の

夢はハリウッドスターになること。父、母には申し訳ないけれど、僕はアメリカで頑張ろうと思います。

さようなら日本。 

 

 

6ヶ月間の刑務所生活 

           野付漁業協同組合 鎌田 海大 

 

 思い出がありすぎるので、大雑把に書きます。 

漁業研修所は、5月 8日からスタートしました。最初来た時の感想としては、「なにもない」・「コンビ

ニ遠い」・「刑務所」としか思っていませんでした。けど、実際はかなり楽しい生活でした。初日から友

達できたし、なんせ暇がなく楽しい生活でした。だけど不満もあります。ご飯の味が濃い、風呂の水が

汚い、虫が多いくらいかな？これ以上不満を書いたら怒られそうなのでやめておきます。研修の方も、

ロープワークや網修理も完璧じゃないけど覚えて帰れそうなのでここきて良かったなと思いました。資

格の方も今のところ全部とれたので遊ぶだけの場所にならなくてよかったです。 

今年の漁研生はホントに面白い人しかいないです。寮で笑わない日がないです。帰ったら絶対ここが

恋しくなりそうです（笑）10月で終わるけど正月前まであっても悪くない感じします。研修終わっても

また遊ぶ友達ができホントに良かった。とにかく楽しかった。 

 あんまたくさん書くとまとまらなくなるのでこのへんにしときます。 

6ヶ月ほんとにお世話になりました。これからも頑張ります。以上。 

 

 

 

 



鹿部の精神病棟 

岩内郡漁業協同組合 石橋 皐 

  

自分は漁業研修所の試験のときから毎日行きたくない、と思っていました。岩内か

ら鹿部に向かっている最中は本当に憂鬱で鹿部に着いたときには、絶望でした。コンビニまでは遠いし

道中は臭いしハエも多いし寮の中には WiFi もないし部屋によってスマホの回線が悪いところもあるし

廊下や窓とかトイレは虫の死骸だらけだし、なにひとついいところが見当たりませんでした。 

それに、寮生活も初めてで誰も知っている人がいないなかで後一年この研修所で生活できるかが心配

でした。始まって３日はとても辛かったですが、沖実習がきっかけで班員とも話すようになってからは

意外と楽しい所だと思うようになりました。 

漁業研修所のこの生活に慣れてきて地元の友達と通話をしながらゲームをしていたらほとんどが「お

前の所やばいところだな」と言われていました。 

基本毎日どこからか叫び声が聞こえたり、遠くから怒鳴り声が聞こえてきたから喧嘩でもしているの

かと思って行くと一人しかいなかったりとこの生活に慣れてしまって今では何も思わなくなりました。

思えば後期は気づけばあと数十日と知って驚きました。正直働かないこの生活も終わりだと思うと悲し

いです。 

ここにきて他の地域から来ている研修生と自分の地域で獲れない魚類をトレードできるところがとて

も魅力的だとおもいます。 

 

 

あっという間だった半年間 

                      常呂漁業協同組合 伊藤昴太 

 

 漁業研修所に来て半年間過ごしてきて、最初は同じ学校の同級生とここに２人でく

るということで安心して入試までは一緒に受けたが、家の事情でその人は来れなくなって漁研に常呂か

らは二つ上の駿介がいたが高校も違ってあまり関わりがないので漁研に行ったらみんなと仲良く出来

るか不安でした。でも、いざ漁研に来るとみんな面白いし、仲良くなれてサイコーだった。 

 授業では勉強が苦手だったので免許取れるか不安でみんなについていくのに必死だった。でも、なぜ

か危険物だけは全然スイッチが入らなかった。船舶の試験では一番大事と言ってもいいくらいで試験当

日では自己採点の時には手が震えた。でも受かってたから良かった。これで家には安心して帰れるなと

思った。 

寮生活では毎日がパーティみたいな感じでずっとここにいたいと思った。でも、飯が薄味であまり合

わなくて唯一の大好きな飯の楽しみはほぼなかった。あと、コンビニとか行くのにチャリで行くのがだ

るすぎて車をありにしてほしかった。 

漁研にはまだまだいたいしみんなと離れるのが寂しすぎる。教官達にはすごく迷惑なことやお世話にな

った。教官達やみんなとは機会があればまた会えるといいな！！ 

 

 

 

 

 


