
国後の見えるところから 

野付漁業協同組合 冨田 滉人 

 

この研修所生活はおそらく生きている間は忘れることはないでしょう。 

ここ鹿部に来る前は嫌な噂しか聞きませんでした。コンビニは遠い、飯は不味い、娯楽施設がない、

皆漁師の子供ばかりで治安が悪いなど、正直不安でしかありませんでした。しかし、いざ来てみるとい

つの間にかここの生活に馴染んでいました。コンビニが遠いのだって地元感があって好きだし、飯だっ

て不味くない、娯楽施設がなくても仲間がいるし、周りだって一見悪いやつの集まりですが心はピュア

で話しやすい奴らばかりだし、いつの間にか不安だった頃の記憶が消えていたくらいです。この研修所

生活捨てたもんじゃない、いやむしろ最高でした。おそらくこの研修所にきた人全員が言ったであろう

言葉を自分も言わせてください。  このメンバーで良かった。最高でした。 

日々団体生活を送る中ではそれはそれはいろんな事がありました。バカなうちらが集まればこんなに

もバカげた生活も毎日が幸せでした。 

そんな中で自分が最も印象に残っているのは毎日のお風呂です。ここでのお風呂はゆっくり入ること

できません。むしろゆっくりできる場所というのは初日に忘れました。それほど毎日うるさかったです。

いつものお決まりは体を洗っている間に痴話げんかが始まり、浴槽内でけがのない程度にプロレスが始

まります。そうすると何秒もたたないうちに舎監がきてお叱りの言葉を放っていきます。その後皆静か

に退室するというまでがルーティンになっていました。 

もうそんなバカげたことも中々出来なくなっていってしまいますが本当に楽しかったです。結果、自

分にとっては何気ない日常が一番楽しかったです。 

最後に、これからは親に追いつくのではなく追い越すことを目標に挑戦していきたいです。半年間

色々な面でサポートしていただいた方々ありがとうございました。 

 

 

 

漁業研修所での半年間を振り返って 

野付漁業協同組合 西山拓志 

 

 漁業研修所での半年間は沢山の出来事がありました。漁業研修所に入所した頃は、

近くに何もなくネットも繋がっていない刑務所みたいな環境での初めての寮生活ということで、無事に

半年間を過ごせるのかとても不安でした。しかし実際に生活をしてみると、そんな不安はすぐに無くな

りました。研修生同士の仲が良くいい雰囲気で、班員の皆も仲良くしてくれました。今年は同じ組合か

らの研修生が多く、知っている人がいたのも助かりました。また、三人の舎監さんも親切で困ったこと

があったら必ず力になってくれました。このように、多少不便を感じることはありましたが、皆のおか

げで楽しい寮生活を送ることができました。 

 自分は、この研修で様々なことを学び、身につけることが出来ました。最初は漁師になるのに必要な

資格と技術だけ学べればいいと考えていましたが、これから漁業をやっていく上で必要なことや漁師は

獲ることだけが仕事ではないなど、思っていたこと以上のものを得ることが出来ました。ロープワーク

や網製作、加工など、初めて経験することがほとんどで戸惑うこともありましたが教官達や船長、外部

講師の方々が指導してくださったおかげでなんとか身につけることが出来ました。特に資格の取得は大

変でしたが、独学よりはずっと短期間で楽に得ることが出来たと思います。 

 最後にこの半年間を振り返ると、とても内容の濃い半年間で時間があっという間に過ぎていったよう

に感じます。この半年間は関係者の方々の協力の上で成り立っていることへの感謝を忘れずに、研修所

で得たことをこれからの漁師生活に生かしていきたいと思います。 



半年間の成長 

         野付漁業協同組合 尾形航輝 

 

５月某日。朝目覚めたときに思った。ついに始まってしまったのだと。正直なこと

を言うと面倒だなと思うのが半分、楽しみなのが半分でした。 

楽しいことばかりではなかったが、終わりに近づくと半年が早く感じた。それというのも寮の生活だ

ったり研修内容が充実していたからだと思います。確実に１９年生きてきたなかで１番有意義な時間だ

ったと思います。ここからの人生で必要となってくること学び、取得してきたからだと思う。そして、

ここに入所するときに決めた目標に資格はすべて１発で取得し、何よりロープワークを覚え、的確にそ

のとき使える結びなどをできるようにするという目標を自分なりに立てていた。結果的にいうとこの目

標を成し遂げられたと思う。資格取得は結果的にすべて取得した。一見当たり前のことのように聞こえ

ると思います。確かに当たり前のことだと思う。しかし、これまでの自分の勉強はまったくしてきてい

ない。勉強が嫌いすぎるからだ。そこでこの半年の研修期間を経て変われるチャンスだと思った。これ

からは嫌いだからやらないなどというのは通用しないからだ。なので１発で資格取得をするという目標

をかかげた。この目標でこだわるのが１つだけある。それは１発でということだ。なぜなら、２回も同

じ試験を短期間でやれば受かるのは当然だし、どうせやるなら１発で合格した方がいいかなと思ったか

らです。あくまで個人の価値観の話しだが自分には大切だと思った。これを貫くことができ半年間での

成長かなと思います。 

 ロープワークでは、苦労したことはあまりなかった。その中でも、苦労したのは、サツマをきれいに

組むことと、結びを素早くすることである。組み方や結び方はすぐに覚えたがきれいに素早くすること

ができなかった。でも、夏に１度帰り実際につかってみてもやはり遅かった。でも結び方などはあって

いたので後自分には何が足りないと考えたときに圧倒的な経験の差であった。この経験の差を埋められ

るように漁業研修所が終わったら頑張っていこうと思いました。 

 最後にこの半年間の研修で成長できたのは、教官達や船長がわかりやすく教えて下さったり、後期の

研修期間に網入れや網揚げにたくさん連れて行ってもらって結びなどを覚えられたからだと思います。 

この半年間は生意気だったと思いますが、あたたかく相手をしてもらいありがとうございました。 

 

 

半年を振り返ってみて 

ウトロ漁業協同組合 松本 颯太 

 

私の家は漁師の家ではなく、中学の頃から将来は漁業の仕事に就きたいと思ってい

ました。去年の冬から、地元で働く会社も決まり半年間研修所に行ってみないかと、話があったので行

かせてもらうことになりました。 

ウトロ漁協組合長の推薦をもらい、会社の社長の許可もらい５月に漁業研修所にきました。研修所で

は沢山の免許、漁師としての心構え、技術を学べると聞いていました。 

初めの頃は緊張と不安でできるか心配でしたが、周りの仲間も親切で鹿部町であった野球大会で優勝

し楽しい思い出を沢山作ることができ、初めは半年の生活がとても長く感じていたが、前期が終わり後

期が始まるとすぐ終わりに近づき、半年の生活がすごく短く感じました。 

また資格取得の際には、教官や外部講師の先生方もわかりやすく丁寧に教えてくれました。特に潜水

の際には実技は研修所のプールで行い潜る練習をしました。ロープの結び方では船長が漁師として働く

上で必要な結び方、さつまの入れ方を教えてくださり勉強になりました。 

網修理や網仕立てでは、網会社の社長や漁師の人が実際に教えに来てくださり、今後仕事をしていく

上で使うことなので覚えて帰り地元で役立てたいと思います。 



沖実習では、底建て、刺し網、タコ箱、つぶ篭など地元ではできない漁業のことを沢山の経験をさせ

てもらいました。 

これからは、漁師として働くので半年間研修所で学んだ事を忘れずに、推薦してくださったウトロの

組合長さんや会社の社長、自分の親に感謝し仕事をしていく上で恩返ししていきたいと思います。 

本当に半年間漁業研修所に来て沢山のこと学べたので良かったと思います。ありがとうございました。 

 

 

 

「漁研での生活と学び」 

寿都漁業協同組合 小西 大五 

 

 社会人となり１５年目を迎えてかなり思い切った行動にでて、後悔はしていない

が漁業という分野で新しい発見の連続で困惑している今日この頃。漁研での生活が終わろうとしてい

る。振り返ると様々な困難が襲ってきたことが今でも鮮明に覚えている。 

生活を振り返るとまず自転車での行動（買い物他）がやはり辛い。車の有り難みが身に染みてわかっ

た。年齢も３７歳であり周りはまるで息子クラス。溶け込むのも一苦労であったがメンバーがよかった

せいかみんな良い子ばっかりで、特に Y.K君は息子同然のようにお互い慕って友達のように過ごし、あ

る意味有り難かった。いや、「ありがとう」。 

年齢のせいにはしたくないが「覚える」ってことに本当に苦労した。今までぬるま湯にいたことの「し

っぺ返し」でも受けるような洗礼ばかり経験した。漁師の世界を甘く見ていた。小さい頃から避け続け

た漁業。漁研でその全て（集大成）をここで学びとても良い経験となり、今後どう生きていくか漁業へ

積極的に関わりながら頑張っていきたいと思います。 

時には厳しく、時には笑いあり涙あり（？）の半年間、教官はじめ、職員の方々、迷惑ばっかりかけ

てすいませんでした。こんなおっさんを叱ってくれてありがとうございました。そして漁研生のみんな、

将来この日本の漁業を支え貢献してください。今まさに漁業を営む若者が減っているので漁研生は貴重

な存在なのです。だからこそこのような研修所があることを忘れないでください。仲間を助けあう気持

ちを忘れないでね。 

こんなおっさんと半年間お付き合いありがとう！！感謝・感謝しかありません。身体に気をつけてね。

たまには連絡してね！！ 

 

 

「終わりの始まり」 

                   斜里第一漁業協同組合 柴田 侑茉 

 

ここでの生活を思い返して見れば、とてつもなく短く感じた半年間でした。 

私が、この漁業研修所「刑務所」を入所してからは、一日一日が長く感じるばかりでした。半年間っ

て長いじゃねーかと思ったぐらいです。ここ鹿部町はほんとに田舎「ど田舎」、お買い物に行くのにも自

転車で２０分もかけてコンビニエンスストアやニコットまで行かないと行けなく正直辛かった、、、、ほ

んとに何も無い所なのですが、何故か、また来たい、寂しいという気持ちが心の奥底にある気がしてな

らないです。何故ならこの半年間と短く感じたはずの生活が物凄く濃いものだったからなのです。ここ

ではたくさんの事を学んだのだ、漁師になるうえでの基礎技術、資格、ロープワークやサツマ類、漁具、

魚類の基礎知識。教官や船長に教えて貰いながらやったことを今でも懐かしく思います。半年と短い期

間でしたけど、クソお世話になりました！！！！！ 

他にも前期に行かせてもらった漁家研修でのホタテの耳吊り、そこでは、親方、奥さんの方々の皆さ



んに教えてもらい感謝しかないです。そこで知り合う事ができた、私と同い年のかいとにはたくさんの

面白い話を聞けたし、不安も一気に吹っ飛びました、ありがとな。また今度会いに行くね。 

なんと言っても寮生活が物凄く楽しかった。こうた、ゆうた、友成君、ひろき、あゆむ、翔也くんと

やったウイイレ。特に友成君、こうた、ゆうたとものすごくやった記憶があります。こうたとは４０試

合近くやったかな(・・? 一回も負けたことがなっかたのですが、後期の終わりごろに一回だけ負けて

しまった。そのときのこうたの顔は忘れられません。長万部の柔生君は私の部屋をピッキングしたり。

前期なんかりゅうじは俺の部屋に泊まりに来てたくさん話したり。ｋ君はまじでチンピラだし。一班の

エース小西さんには何かとお世話になりました（笑）まだまだここでは言えないたくさんの事がありま

したが、ほんとに濃い半年間でした。みんなありがと、また会いに行きます。 

来年から本格的に漁師として第一歩踏み出します。日々色々な方々に感謝を忘れずに頑張ります。半

年間お世話になりました。 

 

 

半年間の漁研生活について 

野付漁業協同組合 蠟山 祐太 

  

 私は、H30 年３月まで酪農関係に勤めており、結婚を機に漁師になることを決め、

年齢も 30歳に近いことから漁業研修所に入所しました。しかし、新婚早々別居生活が始まりでした・・・。 

 入所時は、全く漁業について知らないことや研修生との年の差についていけるかの不安があり、無事

研修を終える事ができるのか考えていたが、今では馬鹿らしく思えます。半年間の研修生活について少

しまとめて報告したいと思います。 

 前期は５班の班長として、沖実習や基礎的な座学、危険物、潜水士などの試験等があり、結構タイト

なスケジュールだったと思います。特に印象として残っているのは潜水士の実技の時で、プールを泳が

され、老体には厳しい時間でした。前期を乗り越えられたのは、班員と楽しく研修できた事だと思いま

す。５班をまとめると個性的な人の集まりであり、元気が良くフットワークが軽いメンバーで構成され

ていたと思います。 

しかし、朝が弱くて度々寝坊しているメンバーがちらほらいたことも良い思い出になっています。 

 後期については、２班の班長として、一級小型船舶、ノットボード作成や海友祭の準備等をメインに

研修がありました。座学等が少ないため、あっという間に研修期間が過ぎて行った印象しかありません。

２班については、おとなしい班でのんびり過ごすことができ、一人を除いてはとても大人びている班員

で、ふざける時と真面目にやるときのメリハリができていて、とても楽しかったです。 

 半年間の研修を終えて、周りに支えられてなんとか研修期間を終える事ができました。早く帰りたく

て研修終了日を数えてた日が懐かしく感じます。賑やかな研修生でしたが、丁寧に講義をしてくれた教

官達には感謝しています。異動等でこちらの方に来たときはよろしくお願いします。 

これから地元に戻って仕事をしますが、健康と怪我だけは注意して、いつかまた会える事を期待して

います。 

最後に、半年間お疲れ様！ そしてありがとう！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 



漁研生活 

長万部漁業協同組合 中村 柔生 

 

 ３０年度の研修生は、良くも悪くも癖が強いメンツだった。。。 

残り２週間を切って寂しさが沸々と込み上げる。今思えば入所当時５月上旬の時は、真逆のことを思っ

ていた。 

ホタテ養殖の多忙な時期に、仕事を抜けて漁研にくることに対して後ろ髪引かれる思いがあった。そ

れと同時に「大丈夫だべか？寮生活とかやったことないからやっていけるべかぁ、、、」と入所に近づく

につれ、不安が募っていった。が、たいしたことなかった。 

そして、ほんと世の中色んな奴がいるなと改めて思った。休みになれば風俗行くやつもいれば、パチ

ンコ中毒もいる。中には、やる気すらなく、何しに来てんだろうかって奴もいた。そんな奴らを見てた

ら、不安がってた自分がバカバカしくなった。ある意味おもしろい奴らだった。 

週末になれば仕事ではあるが、帰ることができたのでそれはそれで良い息抜きになった。不満がある

とすれば、Wi-Fi がなくて毎月訪れる通信制限に悩まされることと、朝飯。朝に揚げ物を出すなんて

Nonsense！週の半分いや、もっと多かもしれない頻度で出る。改善の予知有り。他にもあげるとキリが

ないので、割愛(胸の内に秘めときます)。 

そしてなによりこの研修生活は、自分にとって大いに＋となったのは事実。ここに来なければ絶対に

繋がることのない漁師の繋がりを得た。やっている漁は違えども、繋がりあればお互い助け船になるの

は間違いない「出会い、ふれあい、繋がり、広がり」。この出会いを今後も大切にしたい。 

この３８人が揃うことはもうない。仲間内で会うことはあるだろうが、もうないでしょう。そういう

機会があることがあればいいなと思う。 

我々の仕事は、自然の影響をモロに受け、常に自然と隣り合わせである。なにが言いたいかというと、

皆死なないでということ。生きて良い漁業者になりましょう。 

 

 

漁研生活 

歯舞漁業協同組合 立野 優介 

 

漁研に来て最初に思ったことは、早く帰りたいでした。周りに知り合いはほとんど

いなく私からすれば、監獄と変わらない。そんな思いでした。ですが入所してみれば、とても賑やかで

学生の時と同じ感覚でした。講義が終わったら毎日ゲームをしたり、アニメをみたりする日々。様々な

人と交友関係が広がって、自分が入所時に目標にしていた社交性や協調性を身につけることはできたよ

うな気がします。 

もちろん全てが楽しい日々だったわけではありませんでした。私たちの目の前に立ちふさがっていた

のは最初の難関、危険物の国家試験でした。正直な話、自分にこの資格は必要なのかなどと考えました

が、とにかくやるしかないと重い腰を上げました。試験前の一週間は必死でした。知らない単語ばかり

で頭が沸騰しそうでした。ですが思いの外順調に勉強は進み、過去問の試験では８割とまずまずの点数

が取れました。が、本番というのは恐ろしいもので、結果から言えば合格こそしましたがあと一問落と

せば不合格というギリギリの結果になりました。他にも潜水士などの試験もがあり、前期は本当に一瞬

で過ぎていきました。 

後期からは新たな班で活動することになり、不安しかない状況でしたが、気づけば前期よりも多くの

人と関わりを持っていました。前期中には一度も話したことのない人とも話すようになり、不安はいつ

の間にかどこかへ行っていました。 

後期は試験が多く慌ただしい日々が続きました。一級小型船舶試験は筆記よりも実技試験の方が難し



かったなと思います。個人的に。 

今振り返ればストレスで発狂しそうなこともありましたが、それでも今無事に研修期間が終えられる

のは他の研修生の存在がでかいと思います。なにより、沖実習で捕れた魚を刺身にしていただけたのが

とても良かったです。刺身を食べるために私はここに来たんだと思わせてくれました。至福の時間でし

た。 

最後にこの半年の研修期間は少なからず自分を良い方向に進ませてくれたと思います。 

 

 

充実した半年間 

                   長万部漁業協同組合 松井 航太 

 

５月の初め頃からこの鹿部漁業研修所にきて１０月いっぱいまで、漁師に必要なス

キルを学びました！ 自分は土日ったら長万部さ戻って仕事をしていて漁研は自分にとってとても楽

でした。 

僕の隣の部屋は富田ひろと君でした。ひろにーとはもはやお互いの命を預けられるバディーでした！

ひろにーはとにかくかまちょで、俺のこと好きすぎてほんとにマジでやばかったです。 

同い年ではえりもの坪あゆむと雄武の菊地啓吾がいて、その二人とはほんとに仲良くて、あゆむはほ

んと想像以上のことしかしてこないし、啓吾はうんちく野郎だしこの半年間はかなり充実した半年でし

た。 

ここを卒業したらすぐ東京に行って歌手になり紅白に出て、そこで知り合った新垣結衣と結婚して幸

せな家庭を築いていきたいと思っています！みんな卒業したら忙しいし大変なこともあるけどお互い

連絡取り合って、正月とかみんな余裕ができたらまた集まりたいと思っています。 

今思い返すとほんとに馬鹿なことばかりやってきて、風呂では騒ぎすぎて授業よりも疲れるし、寮の

中で鬼ごっこしたりと、まさかの地震が起きて朝の三時に起こされて朝飯はカップ麺だし電気はつかな

いから携帯の充電もできないし、風呂も沸いてないから外の水が出るところで水浴びしたりと。 

一番びっくりしたのがこれから生きていく中で乾パンを食べなければいけないときが来たんだなっと

思ってほんとに泣きそうでした。 

他にも船長には「いいか松井、さつまは馬鹿でもできる」といわれ「松井おまえのさつまは早いし、

できてるけど、きたねー」と言われ、この半年間では船長に一回も褒められたことがありませんでした。 

最後に色んなことがあってとても濃い半年間だったけど、なんやかんやで資格も全部取れたしたくさ

んの繋がりが出来たので良い半年間でした。 

 

 

自転車生活 

ひやま漁業協同組合 斉藤 真人 

 

2017年下半期、漁業研修所に願書を提出して、過去二年分の試験問題が送られてき

た。科目は国語と数学、いや内容的には算数程度の問題だった。そこで目にした問題にこんな文があっ

た。「研修所からコンビニまで４ｋｍある。」確か、このような文だった。まさかとは思いつつスマホの

マップ検索で漁研からコンビニまでの道のりを調べてみた。本当に４ｋｍあった。次の日高校のクラス

メートにそのことを言ったら笑われた。正直自分も最悪と思っていた。 

入所日、寮で受付をして自転車を選びに行った。ほとんどが錆びていてほんとにこれで４ｋｍ行き来

するのかと思った。その夜に同じ漁協から来た柿崎と話すようになって徐々に友だちが増えていった。

入所から二日目、自転車に乗ってコンビニへ行った。やっぱり遠く感じた。どこへ行くにも自転車半年



間こんな生活が続くのか車がほしいと思った。漁研での生活も慣れた頃自転車に乗る抵抗も無くなって

いた。休みの日になればいつも４人で釣りに行ったり、道の駅に行ったり、たこ焼き屋に行ったり、温

泉にも行った。そしていろんな道でコンビニに行くようになった。浜の道、一本上の道、山側の大きめ

の道そうして、一番時間が短縮できる道を研究したりもした。そうこうしているうちに研修期間も残り

わずかとなって振り返ってみた。朝起きること、平日は必ず朝飯を食べること講義や試験がキツかった

のは最初だけだったかも知れない。３週間もすれば慣れてきて一日一日があっという間に終わって気が

つけば土日が来て自転車に乗って買い物や観光に行ってまた、一週間が始まっての繰り返しで一週間お

きに試験勉強があったときも早く感じた。そして、あと何日かで終わって、地元に帰って仕事をする。

地元に帰ったら生活リズムは変わると思う。自転車に乗ることもなくなる。自分の自転車はサドルがベ

ッコリ剥がれていて変速ギアーも錆びきっているオンボロだけど、この半年間自転車に愛着ができて自

転車生活を経験できて良かったと思いました。あと沢山の免許を取れて良かったです。 

 

 

教官方や友達について 

沙留漁業協同組合  南 勇斗 

 

漁研に来てからいろいろなことがありました。最初来たときは、とても緊張してい

ましたが、前期の時に隣の部屋になった捺矢と話をして仲良くなりました。それでも緊張はまだ残って

いました。ロープの授業で柴田（雅也）と仲良くなりました。柴田には、ロープの分からない部分を教

えてくれたり、さつまや様々なことを教わりました。それから柿崎や齊藤（真人）とも仲良くなりまし

た。この 3人は私にとって一番の漁師友達です。柿崎にはゲームをやらせてもらったりしました。真人

には、網修理など色々教わりました。４人で買い物にいったり、話したり、様々なことをしました。先

輩方もとても優しい先輩ばかりでとても過ごしやすく暇にいることなく楽しく過ごせました。一番印象

に残っているのは勝木先輩です。 

資格を取るのはとても大変でしたが、なんとか自力で取れました。私がちゃんと資格が取れたのは、

教官方のおかげです。危険物では河井教官、潜水士では澤田教官、一級船舶では本家教官にすごくお世

話になりました。特に一番取るのが難しかったのは一級船舶と潜水士と危険物です。 

４班の時の沖実習の風景が今でもよみがえります。後期に入り残りの日がわずかになって思います。

漁研のみんなや友達、教官方と離れるのはちょっと心細く、寂しいなと月日が迫ってくるたびに思いま

す。出来ることも増え、教官方や３人の友達からたくさんのことを学び、たくさんの方にお世話になり

ました。 

やっぱり一番の私の感想は漁研に来て良かったと思いました。これを生かし漁師になっていきます。

また会える時が来たらまた楽しく話したりしましょう。アデュウ！ 

 

 

あっというまだった 

いぶり噴火湾漁業協同組合 磯村 涼 

 

名古屋から北海道に来て、まだ１年半しか経ってなくて地名も文化も方言もわかっ

てなかったし、平均年齢よりもちょっと上だったので、実際に入所するまでは不安が強くて全然楽しみ

にはしていませんでした。でも、みんな優しい子ばっかりで、意地悪いのとかおらんくて、結構楽しか

ったなーって思っています。 

早く家に帰りたいって思う反面、まだ漁研にいたいっていうのが半分で、複雑な気分ですが、ネット

環境が悪すぎるのでちゃっちゃと家に帰りたいです笑 



教官３人はとても優しくて、ただちょっと風邪をひいただけなのに大丈夫か大丈夫かって心配してく

れたり、この教官でよかったなって思いました。 

ここで書いていいのかわからんこと結構やっちゃいましたが、いい思い出になりました。あと、前期

の２班、後期の３班、俺みたいなのが班長でいろいろ不満あっただろうけど、みんなありがとう！ 

鹿部っていうかこういう田舎は車がないと本当に不便でしょうがなくて、自転車でコンビニ行くのと

かかなりしんどかったですが、海沿いを自転車で走るのって人生で初めてで、たまには悪くないなって

思いました。 

楽しかった楽しかったって書いていますが、また漁研で半年間過ごせるかっていうともういらんです

笑。中学高校が終わってもう学生生活はないと思っていましたが、また学生生活ちょっと過ごせたので

いろいろ満足しました。 

ここにこないとわかんないこととか結構あって、個人で資格だけ取って漁師やるのと漁研で資格取っ

て漁師やるのとは知識や技術的にも全然違うし、ここで知り合った仲間ってこの先住んでるとこ遠くて

も生涯大事な仲間になるんじゃないかなって思ってます。将来自分の子供、跡継ぎたいってなったら漁

研に行かせようと思います。 

ありがとうございました。 

 

 

半年間の漁研生活 

野付漁業協同組合 勝木 翔也 

 

長かったようで短かった半年だったと思います。 

最初は、鹿部にくるのがすごく不安でした。鹿部に着いておとーと鹿部の町を回っ

ていて、コンビニも遠いし漁研の周りにはなにもないし、本当に絶望でした。 

漁研について荷物を下ろして部屋に行ったら、ここもなにもなくてさらに絶望しました。知っている

人もいないので、最初は野付の人達といました。でも日に日にみんなと仲良くなっていき、今ではすご

いみんな大事な友達です。 

前期は、最初漁家研修があり、笹本と一緒でした。親方も親方の家の家族もみんないい人達で、すご

い楽しかったです。自分の家ではホタテの桁引きをやっているんですけど、ホタテの養殖をやってこん

なやり方があるんだなとすごく勉強になりました。 

沖実習もやって、自分の家ではやらない刺し網やタコ箱やツブ篭などやって楽しかったです。タコ箱

ではタコが一匹もいなくて残念な感じだったけど、ツブ篭を上げてるときにタコが入っていてすごくよ

かったです。 

そして入所して一発目の試験が危険物で絶対乙４とってやると思って一週間すごく勉強しました。だ

けど丙種しか取れなくてすごく悔しかったです。 

その後、潜水士があり潜水士は楽に取れました。 

市場見学ではみんなで海鮮丼を食べに行き、それも今ではすごく良い思い出です。 

その他網修理など色々あってすごい長い気がした前期でした。前期が終わる頃やっと地元に帰れると

思ってうきうきしてました。 

後期始まる前、またあの何もないところに行かなきゃ行けないと思うとすごく憂鬱でした。だけど、

一級船舶や無線の資格もあったので気合いを入れなきゃと思い後期また来ました。 

後期来てすぐに一級船舶の資格ありました。船舶も一生懸命勉強しなんとか乙４以外の資格を全部取る

ことができました。そんなこんなで後期はあっという間な気がしました。 

こっちに来てたくさん仲間ができ、人生でこんな勉強したことがないってぐらい勉強して、いい教官

達にも出会い、長いようで短かったすごくよくて濃い半年間でした。 

地元に帰ったらここで学んだことをいかし将来立派な漁師になれるように頑張ります。 



漁研生活 

紋別漁業協同組合 松井 悠祐 

 

自分が漁研に来る前は、｢資格を取得するためだけの場所｣だと思っていたのです

が、全道各地から集まった人達と数ヶ月間過ごした中で得たものは、資格だけではなかったことに気づ

きました。たったの半年なので友達はいなくても何も苦ではないと思っていました。しかし自由時間に

みんなでラウンジに集まり一緒にテレビを見たりゲームをしたりする個性豊かな友達ができました。地

域ごとに異なることが沢山あるので、そういった話で盛り上がりました。捺矢は顔も言うこともイケメ

ンで憧れます。裕斗はルームシェアをしてるかと勘違いするくらい僕の部屋にいました。歩は口を開け

ばアホみたいな事を言うし、すぐインキーします。啓吾は少しホモっぽいので絡みがしつこいですが優

男です。翔也くんは地獄のダイエットを共にやり遂げた戦友です。航太は歯茎の主張が強すぎます。航

輝はパリピ感が否めないのですが実はしっかり者なので子育てを頑張ってほしいです。竜大はいっつも

人を笑わせるムードメーカーです。こんな仲間達に出会えて本当に良かったです。 

また、日頃の講義も自分が知らないことばかりで大変勉強になり興味深い講義も多々ありました。資

格も全て取得して勉強面でも充実していました。研修が終わるとみんな地元に帰り会う機会がなかなか

無いと思いますが、漁研の仲間と再会するのが楽しみで仕方がありません。また、地元に帰り仕事があ

りますがやるからにはいつまでも１０代の気持ちではなく社会人としての自覚を持ち仕事の面でもそ

うですが、まずは人として一人前になるように日々精進したいと思います。 

最後になりますが研修所の職員の方はもちろん、そして研修所の仲間にはお世話になりました。あり

がとうございました。 

 

 

短い漁研生活 

砂原漁業協同組合 福田 裕斗 

 

初日に歩と南とたっつの母さんとカレーを食べてから始まった漁研生活がもう終

わると思うとすごく短い時間に感じた。入所式のときはこうきをみてあやなんだと思ったのは良い思い

出だと思う。たっつとけいごが隣の部屋でけいごに関しては、ほんとにしつこい男だと思った。ラッピ

に連れてったのは貸し１だ。たっつは食べ物の話で盛り上がってすぐ仲良くなれたしおもしれーです。

まっちゃんは毎日いっしょに一緒にいたので漁研限定彼女同然です。はやとは、わやちゃっけくてめが

ねです。しょーやは、二つも上なのに精神年齢は歩むと一緒だ。松井こうたはとにかく黒いしうるさい。

島はつりです。蝋山さんは朝起こしてくれてありがとうございました。五班のときはすごくうるさい奴

ら集まりでつかれた。三班になってからは、まっちゃんとしょーやと同じ班になった、しょーがないか

らいつも遊んでやってるのでシャケの二三本送れ。 

しばちゃんは便所が長い、たいぺいは夜更かしせずに寝ましょう。磯村兄貴は、次あったときにはロ

レックスのデイトナを買ってくれるそうなので、暇があり次第家に突撃します。久保杉はケータイ洗い

すぎです、今に水没します。モンストはほどほどに。班は一緒じゃなかったけど、ともくんはスポーツ

やばくて怖い人です。ひろやくん馬鹿っぽいの演じてるんだと僕は睨んでます。 

ひろと君は、頭の回転が速くてすごくイケメンでバスケ上手いと思う。とかゆっとけば呑みにつれてっ

てくれそうなので書いときます。斜里組は一人一人がはんかくさいです。笹本の鼻の穴は BMWのグリル

です。教官方や舎監さんには迷惑かけました。 

歩は、まんず口へらねくて馬鹿まねばりこいでほんずくそねーけど、一緒に仕事した仲で温泉も行った

し、まま食いにも行ったし、一つ屋根の下で二人で寝ました。なつや、こいつは最初に見たとき、こい

つとは喧嘩するなと思ってたのにすぐ仲良くなっちゃって、おもしれくて砂原にいてもおかしくないと



思ってました。そんなやつらと離れるとなると、目から鼻水が出てきます。 

俺に会いたくなったら砂原に来れば良いと思います。来るならお土産の一つや二つとカッパズボンと

ゴム手と長靴を持ってきなさい。 

おまえら結婚式呼べよ。河合教官も 

 

 

研修所での思い出 

枝幸漁業協同組合 大平 佑太 

 

私はこの研修所に来ていろいろと学びました。福岡出身の私はどちらかというと

海より山育ちで、結び方など全然分からなかったけど、この研修所に来て結び方もだし網の構造や網の

修理の仕方などいい経験ができました。 

私は市場など行ったことも見たこともなかったので、函館の市場見学はとても面白かったです。実際

売人が魚の価格を決めて売っているのですが早すぎて何を言っているのか全く分からなくて聞き取る

方もすごいなと思いました。 

資格試験では楽な資格や危険物みたいな難しい試験もあったけど、たぶん高校の時より勉強したんじ

ゃないかというぐらい勉強して頑張って受かりました。 

沖実習では天気が悪く酔って吐いたりして前期の三班にはすごく迷惑をかけてしまいました。けど取

ってきた魚を教官たちがさばいてくれてすごくおいしかったです。 

操船では船外機が思ったよりむずくて、船に色をつけたりして結構慣れが必要でした。一級船舶での

操船は普通に走る分にはあまり難しくなかったけど、波があるときの離着がすごくむずくてちょっと怖

くて止めるとすごく遠くに止まったりしてそしてさっき離れたから次はもうすぐ近づけようとすると

ぶつかったりして結構大変でした。 

休日は友達と一緒に函館で有名なラッキーピエロに行きチーズカツ丼やいろんなハンバーガーを食

べたり、すごく大きい蔦谷にいって、中にあるゴディバでチョコシェイクみたいなのを飲んだりしてす

ごく充実していました。 

寮生活では最初洗濯機は使えるけど乾燥機が使えなくてすごく苦労しました。あと前期の時はすごく

蛾や小バエがいて暑いのに窓が開けられなくてきつかったです。後期では不運にも地震などがあり丸一

日電気系統が使えなく、風呂にも入れないという結構きつい一日も体験できました。 

これからもこの研修所で学んだことを活かして仕事をしていきたいです。 

 

 

研修所で過ごしてきて 

利尻漁業協同組合 柴田 雅也 

 

私は、初めて半年間もの間を島から離れて過ごしました。今までに、長い期間島か

ら離れて過ごすことはほとんどありませんでした。研修所で生活することはとても不安に感じていまし

たが、初日のご飯の時間に勇気を出し話しかけてみました。それのおかげで初日から友達が出来き、最

初に考えていた不安は無くなり、次の日からの教習などに集中して取り組んでいけるようになりました。 

研修所で勉強になったことは、ロープワークと免許です。ロープワークでは使う結びからあまり使わな

い結びまでを勉強することができました。私の家での仕事で、よく使う結びも覚えることが出来ました。

免許では、船舶や潜水士を取ることが出来て非常に助かりました、お金の面でも本来払わなければいけ

ない値段よりも安くなっていて、お金の面でも非常に助かり、研修所に来てとても良かったと考えてい

ます。 



研修が始まり約三ヶ月間がたつ頃に、自家研修がありました。自家研修は三ヶ月間学んだ事を試すこ

とが出来ました。今まで家での仕事を手伝っている時にロープ結びが出来なかった事がとても多くて迷

惑を掛けていましたが、自家研修で帰った時に仕事をしたところ、確りと仕事を手伝う事が出来て研修

所で学んだ事が活かすことが出来ました。研修所での講義は、今までに経験したことの無かった事が経

験出来ました。特に川での講義は初めてでどんな生き物とかが生息しているかを見ることが出来て良い

経験になり楽しかったです。研修所に来ると、ロープや免許の勉強ができ、さらには漁師の友達や仲間

が出来る場所だと私は考えます。漁師を目指している人は、半年間の短い期間なので研修所に勉強に来

ることが一人前の漁師になる近道だと私は考えます。 

 

 

漁業研修所 

ウトロ漁業協同組合 久保杉 拓矢 

 

私は祖父に勧められ漁業研修所に来ました。祖父は道南の土地に詳しくなかったよ

うで、函館の方としか言われておらず、意外と都会の方にあるんだなと思っていたら、函館出身の母に

鹿部ってすごい田舎だよと言われさらに Wi-Fiもなければ移動は自転車、コンビニは遠いと聞き正直刑

務所のようなところだなと思い不安でした。気持ち悪い虫は部屋入ってくるし、夕食は５時半と早すぎ

だし、洗濯物を乾燥機にかけるとすごい臭くなるしで、最初の方はこれから先長いな、家に帰りたいな

とばっかり思っていました。長期間親元を離れて暮らしたことがなかったのも不安のひとつでした。人

生初の金縛りにかかったくらい不安でした。でも、鹿部でわからないことだらけの日々を送っていくう

ちにホームシックはある程度なくなり、苦手だった虫もつまみ出せるようになったりとちょっとたくま

しくなりました。鹿部にも少し愛着みたいなものもできたし機会があれば函館に行くついでに鹿部でた

らこでも買おうかなと思います。 

研修で一番心に残っていることは養殖ほたてやこんぶのことなどを教わったことです。ウトロではや

らない漁業なので他の漁業を知るいい機会になりました。特にほたては漁家研修で養殖ほたてのお手伝

いをして、座布団洗いや耳吊りなどは知らないことでいい経験になりました。 

最後に教官方や舎監方、研修生達、子供なところが目立つ人間で迷惑をかけたりしましたが半年間お

世話になりました。研修所で学んだことを生かして漁業に携わっていきます。 

 

 

漁研ライフ 

野付漁業協同組合 中澤 友成 

 

漁研の野付率高すぎｗｗ最初に来て思ったこと・・・8人もいて入所式のときに野

付漁業組合が響きわたっていた。 

入校してすぐ野球大会が開催され、結果は見事優勝。自分の成績としては打率 10 割 1 本塁打となっ

た。歴代最高の成績であろう。鹿部に来て野球のセンスが開花されたのかもしれない。優勝賞金と別に

MVP賞として副所長から 1万円が贈呈された。そのお金は危なくパチスロにつぎ込むところであった。 

鹿部に来てスロットに行く量が確実に増えてしまった。多いときには月 6回は行っていた。収支とし

ては-3500枚まで行ったが結果+800枚で、終わりプラスで函館の勝負を終えた。漁研生の中には半端な

いマイナスを叩き込んだ人もいたり、話ができる人が多く函館のパチンコ生活は楽しかった。 

漁研の話に戻ります・・・ 

前期は 1班の班長になった。1班の頃は柔生と二人で班員をいじり倒していた。そのときの柔生の顔

はすごく幸せな顔をしていた。長万部の養殖ホタテのバイトをしたが丘仕事だけだったがめっちゃ疲れ



た。もういいかな。養殖ホタテのバイトは。うん・・・良い経験ができた！！！お小遣いありがとうご

ざいます！！！ 

漁家研修で養殖ホタテの仕事をした。沖仕事をやり色々と勉強になった。漁家さん達が面白くパチの

話で盛り上がった。えーっっこの！！！ 

危険物の試験勉強は無駄に勉強をした。間違いなく大学より勉強した。おかげですべての資格を落と

さずできたのでホッとしている。 

 

後期では北海道で大きな地震があり、停電が 1日続き最悪な生活であった。なんで今・・・って何回

思ったことか。地震が来る前に携帯を充電しておらず、終わったと思われたが、色々な人が助けてくれ

たおかげで無事連絡ができる状態になった。 

漁研の生活は大変でもあったが面白いこともあったので楽しかった。終 

 

 

感 謝 

湧別漁業協同組合 齊藤 大知 

 

 ここ、漁研に来てから半年。研修所に来る前は「やだなー」とか「面倒くさいなー」

とか思っていましたが、半年たった今「帰りたくないなー」と思っている自分がいます。距離的な意味

で帰るのが面倒というのもありますが、それ以上に漁研で過ごした時間がそう思わせてくれているのだ

と感じます。 

 故郷を離れて頑張ろうと思った５月。僕らの漁研生活は漁家研修から始まりました。仕事内容は耳吊

りで、アゲピンを使わない方法に衝撃を受けたのを覚えています。研修先の上平さんにはお世話になり

ました。乙四を持っていた僕とまっちゃんには研修の他、アルバイトでも面倒見てくださいました。 

 アルバイトの他に前期にやったことといえば潜水士の試験がありました。正直、使うのかな？と思っ

ていましたが、これが意外と面白かったです。試験勉強は楽しくなかったですが、この資格はなぜか分

かりませんが一番集中できた資格でした。 

 後期に入ってからは前期以上に取得しなければならない資格がたくさんあって、不安で眠れない日が

続きました。（ちゃんと寝てましたが。）ちなみに無事、資格は全部取得できたので良かったです。 

 私生活では、初めての寮生活でちゃんと生きていけるのか不安だったのですが、すぐにみんなと打ち

解けることができました。休みの日になれば、僕とよっちとヒラの３人で函館に繰り出し、遊び惚けて

いたのもいい思い出でです。毎日のように部屋に遊びに来ていた大将は、毎週金曜になれば帰っちゃう

ので一緒にゲームできないのが少し寂しかったですが、寝るまで僕の話を聞いてくれたいいやつです。

なつやも夜遅くまで話し相手になってくれました。なつやの話はとても興味深く考えさせられることも

たくさんありました。彼は本当に「漢の中の漢」です。 

 こんな感じで本当にたくさんの人に支えられて半年間やっていくことができました。秋田社長、山崎

さんをはじめとする外部講師の方々、寮生活を支えてくださった舎監の皆さん、色んなことを教えてい

ただいたり体験させてくれた教官方、そして何よりこの半年間を一緒に頑張ってきた研修生のみんな。

たくさんの思い出と楽しい時間をありがとう！！！地元に戻ったらお世話になった皆さんの耳に僕の

活躍が届くように精進していきます！！！ 

 

 

 

 

 

 



「半年間の漁研を振り返って」 

雄武漁業協同組合 菊地 啓吾 

 

 私はこの半年間たくさんのことを学べることができました。入所したときは不安と

緊張でこの先うまくやっていけるのかと思っていました、ですが周りの研修生のみんな気さくで優しく

て話しやすい人ばかりで一週間ぐらいで不安と緊張がなくなりました。 

 研修所に入って思ったことはこんなに資格、免許の勉強があるのかと思いました。自分は中学、高校

と勉強ができる方ではなく長続きしない性格だったので本当に不安でした。ですが漁師になるには資格

や免許がないと仕事や自分がもし船頭になったときに笑いものになるなと思ったし、親や仕事場の人、

漁組の人からも頑張ってきてくれと期待もしてくれていたのでその期待を裏切りたくないと思ってい

たので必死に勉強しました。人生で一番勉強したと思います。それに分からないときは教官や講師の人、

周りの仲間にも助けられて資格や免許をすべて合格できました。漁研に来なかったらこんなに免許や資

格を取れることができなかったと思います、お世話になった人に感謝したいです。 

 他にも漁研に来て一番印象に残った研修は漁家研修です。初日はとても緊張していました、ですが漁

家さんが優しく分からないときには親切に教えてくれて仕事があまりできなくてもアルバイトに誘っ

てくれたり、ご飯に連れてってくれたり漁師の仕事を教えてもらいました。本当に感謝したいです。 

 自分にとって漁研は来て本当によかったなと思いました。全道各地から色んな人がきて遊んだり、一

緒に勉強したりしていくうちに仲間になっていきました。漁研が終わったら別々になってしまうのが正

直寂しいです。ですが漁研が終了しても距離は離れますが、たまに会ったり獲った物を送り合ったりし

て、一生の仲間にしていきたいです。 

 

 

半年間の研修を終えて 

浜中漁業協同組合 清野 颯斗 

 

高校を卒業して２ヶ月、５月から始まった総合研修。入所式の日に受けたショックは

今でも忘れられません。寮の周りに何もなかったのです。比喩ではありません。本当に何もないのです。

漁研に来て数分で帰りたくなりました。でも地元から島竜太も来ていたし、すぐに友達ができたしどう

にかなるかなと思っていました。 

研修が始まりロープワークの授業があったのを覚えています。初めて見る結び方も有りとても苦戦し

ましたが、周りの人たちに助けられながらなんとか覚えることができました。ホタテも養殖も初めての

ことだったのでなにもわかりませんでしたが漁家さんの人たちに助けられなんとかなりました。 

漁研にきて色々な研修をしましたがほとんど覚えていません。それよりも休日に函館や札幌に遊びに行

ったことの思い出のほうが鮮明に覚えています。ほとんどパチンコばかりやっていました。ですがパチ

ンコがきっかけでみんなとの会話のきっかけになったり一緒に函館に行ったりしたりできて楽しかっ

たです。 

本当に周りの人たちに恵まれました。班の人たちにも恵まれていて、前期では６班の班長をやってい

ました。班長としては力不足ながら、副班長のひろと君に助けられ、班員のこうた、室本、北川、柴田

も班を盛り上げてくれて楽しい班生活を過ごせました。感謝ばかりです。 

後期の班はとも君の班でした。あゆむが盛り上げてくれて講義中ずっとわらっていました。大知やけ

いごが知らないおもしろい話をしてくれて、柿崎やりゅうじとはゲームの話で盛り上がり、本当に退屈

しない日々でした。ここを出たら機会があったらまたみんなで集まりたいです 

みんな釧路や浜中に来たらいつでも連絡してください。 

また会う日まで！ 



静内高校から鹿部刑務所へ 

えりも漁業協同組合 坪 歩 

 

こんにちは。僕はえりもからはるばるこの鹿部刑務所へやってきました。 

入試の時から他の人が少年院上がりしかいないと思いました。 

でもむしょ生活を一週間ほど続けていく中で、人相の悪い人や愛想の悪い人たちも実はいい人なんだと

気づきました。僕が気づき始めた頃には他の人たちもあゆむの魅力に気づき始めていました。 

それからというもの危険物、潜水、フォークリフト、船舶の試験の勉強をみんなで一緒になって教え合

いさらに称え合いそしてみんなでごうかくまでたどりくことができました。朝一で食べた海鮮丼ぼくは

みんなで食べたあの味を忘れません。だいちくんと一緒に行った漁家研修毎日一番最初に帰ってきまし

たね。 

網修理でお世話になった市議会議員の秋田製網の社長あきたさん。初めて見たときにびびった山崎さん。

若い方の山崎さんこのお三方には大変お世話になりました。 

最初は苦労したロープワーク。船長の野田船長 元船長の和田船長。いつも迷惑をおかけしました。 

めちゃくちゃ怒られたフォークリフト、ともくんとひろとくんに完全にはめられました。僕はあのとき

を苦しみを忘れません絶対に。 

小型移動クレーンも怒られましたこれは確実に松井航太のせいです死ね。 

毎日毎日迷惑をかけた本家さん。いつも笑顔の河合さん。仮面ライダーの大好きな澤田教官。あなたた

ちは感謝感謝です。研修中お世話になったヒロトまま・ヒロトパパ・あお・はる・のりさん・ちからさ

ん・こうき・りゅっち本当に楽しい週末でした。ヒロトままのご飯は本当に癒やしでした。 

ここに来て本当にいいひとたちばかりに出会えました。 

ケーごの部屋にはちん毛しか落ちてません。まっちゃんはカラオケが大好きです。たっつはデリカシ

ーがありません。ひろとは毎週家に帰ります。こうたは顔でしかわらいをとれません。なつやは男の男

です。ちゃんは森三中の大島ににてます。こうきはぱぱなのにあやねんです。しょーやくんはたぶんぼ

くたちと精神年齢が変わりませんいいお兄ちゃんです。ともくんは運動が最強でたまにマジで怖いです。

ひろとくんは話すのがうまくて笑い芸人みたいです。大森さんは永遠にあの若さを保つでしょう。斜里

組はお金持ち。 

本当に独特な個性の方たちばりでとても濃い半年を過ごせました。漁師になってもまた遊びましょう。 

いやだれがチュンチュンやねん。だれが本家やねんて。 

 

 

この６ヶ月半 

ひやま漁業協同組合 柿崎 翔樹 

 

私は、５月７日に入所しました。最初は、緊張して、友達が出きるか心配でした。 

でも、慣れてきて何人かともができました。 

一番最初のロープは、わからないだらけ、心配でしたが、教官や、船長がわかりやすく教えてくれて、

助かりました。沖実習では、底建てを初めてやって、わからないことだらけでした。でも、何日かやっ

ていくうちに、わかってきた。乙４、潜水士のしかくは、残念ながら落ちてしましましたが、高校でも、

一回危険物の資格を取ろうとしたんですけど、何回やってもだめでした。漁研でやった危険物の資格は

すごくわかりやすかったです。潜水士の方も、大変でしたけど、わかりやかったです。 

船舶の免許は、私にしてみれば、一番難しかったです。海図や計算問題が苦手でした。でも、やって

いくうちに、わかっていきました。 

ノットボードでは、大変でした。函館の視察見学では、面白かったです。 



網修理では、マジにわからないことだらけで、大変でしたが、怒られながらも、教えてくれた、秋田

社長や山崎さん大変お世話になりました。本当にありがとうございました。 

この６ヵ月は、大変なこともありましたけど、面白いこともありました。楽しかったです。漁研でた

ら、この６ヶ月半で学んだことを生かして、一人前の漁師になって、頑張っていきたいです。お世話に

なった教官や、船長には、俺が釣ったイカを送りたいと思います。 

みんな、違う漁師の仕事で、話聞いて楽しかったです。利尻から来た、柴田雅也君の養殖コンブの話

を聞かせてくれたり、いろんな面で助かりました。本当にありがとう雅也。同じ檜山の、齋藤真人君は、

熊石の組合長から話は聞いていて、優しいやつだから、仲良くすれよって言われました。あってみたら、

俺と同じ性格で話が合って盛り上がったことが記憶にあります。真人には、勉強の面で一番助かりまし

た。二人に会っていろんな事を教わりました。雅也 真人本当にありがとうな。イカ送るわ。 

 

 

漁研での生活 

歯舞漁業協同組合 篠原 龍二 

 

漁研について初日、周りの人は知らないし、寮生活も初めてでなにもわからない状

態で来ました。最初の方にやったロープワークで同じ班のひろやさんに話しかけてもらい、そのことが

きっかけに同じ班の人と打ち解けていき楽しくなっていきました。寮での生活は Wi-Fiが無くて最初は

辛くてなにもすることがなかったが、班のひろやさんとだいちさんと過ごすことで暇な時間がなく楽し

く寮生活を過ごしました。 

前期の班は仲が良く、楽しく過ごす時間が多かったため時間が過ぎていくのが早く感じました。 後

期では、人が変わり苦労することがあるかなと思っていたが、全然コミュニケーションも困ることなく

楽しみました。最近では、二階のラウンジで人が集まりスマッシュブラザーズをやり盛り上がって楽し

いです。ともさんが強すぎて勝つのに笹本と練習してほんの数回だけ勝ててほんとにうれしかったです。 

二階ラウンジ以外での生活は、だいちさんの部屋で騒いだり、新濱さんの部屋でしゃべったり暇な時間

がなくて良かったです。 

あとは、こうきの部屋では騒いだりしゃっべたりフォートナイトをやったり一番いる時間が長くても

う自分の部屋同然で過ごしていました。 

漁研では色々な事も学べたし、新しい友だちもできたので漁研に来てよかったなと思っています。 

最後に、入所当時はコミュニケーション関係で心配していましたが全然心配するどころかうるさくし

すぎるぐらいまで仲良くなった人もいるぐらいに寮生活を楽しみました。とりあえず漁研でこんなに楽

しめてよかったとおもいます。 

漁研生活が終わったら仕事をしなきゃいけなくなるので、なかなか会えるときがないと思いますが、

機会があれば会えればなと思ってます。 

 

 

半年間の思い出 

網走漁業協同組合 田口 亮太 

 

「免許を取りに行く」「漁師としての基礎を学ぶ」と言う目的で、研修所に来た５

月。それからあっという間に月日が流れました。正直、最年長ではと思っていたけど自分より年上が居

ると聞いて安心したが、いろんな意味で期待外れだった・・・。 

前期は主に危険物、潜水士、リフトと資格取得がメインで、頭が悪い自分には苦痛でしかなかった。

でも、ようへーやひろしのおかげでなんとか合格、あんなに勉強したのは人生で２回目だったよ(^-^)v



笑 

１ヶ月の自家研修を終え後期から班も変わり部屋も変わり新たな研修スタート！なんて思っていたら

「基本楽！」ってことばかり。笑  からの９月頭に大地震があり２日間の被災生活・・・(~_~;) 

そんな非常時なのにあまりにも被災しているとは思えない程楽しかった２日間でした。電気も無く水も

出ない状況で水浴びした時の大地のもっこり・・・最高です！！笑（あっ、指詰めなきゃ笑）でもさす

がに、船舶の勉強と被って色々焦ったけどまあなんとかなったから良しとしてます。 

ちなみに海友会会長としては、ほとんど何もしてなかったし、３７人みんなに残せた物も無いけど、

ただ一言「この半年間は無駄だった？」って聞きたい。 

一つ屋根の下で暮らし、色々な事を経験し、また色々な知識を学び、身につけたこの半年間・・・ 

クサい台詞を言うわけじゃないけど個人的には「最高の仲間に出会えた半年だった。」なんて・・・笑 

あっ最後に、前期３班のようへー、ひろし、立野くん、大平くん、カッキー、あゆむ！何も出来ない出

来損ないの班長でごめん。 

後期の５班の大地、島、ささもん、なつ、ゆーた、頼りない班長についてきてくれてありがとー。 

そして、この半年間お世話になった教官や舎監の方々、りかこさん。色々とご迷惑をかけましたがあり

がとうございました。 

これからは自家に戻り（大地は大学生に戻るか。笑）漁師として進み出し忙しくなると思うけど、い

つか余裕が出来た時にまたみんなで集まってワイワイ酒でも飲みたいと思ってます。なので誘ってね

m(_ _)m笑  以上！！ 

 

 

漁業研修を通して 

標津漁業協同組合 村山大地 

 

 この半年間で学んだことは数え切れないほど多いと思う。研修所に来るまでは船に

乗るどころかカッパすら着たことがなかった。船酔いや生活面での不安も少しはあった。そんな中、鹿

部に来てロープワークや網修理などで苦戦するも頑張れたのはたくさんの人に支えられてきたからだ。

不器用なりにいろんな技術を習得してこられたのは、諦めずに教え続けてくれた教官方や船長、仲間が

いたからだ。中でも前期で隣の部屋だった大森裕也さん、篠原龍二の存在は大きい。龍二はいい意味で

ギャップがあっていつも笑わせてくれた、あとわかめご飯で喜んでいたことは今でも覚えている。後期

に人間性が変わってしまったのは間違えなく裕也さんのせいだろう。裕也さんに至ってはこんな人が隣

町にいたのかと思うほどにぶっ飛んでいる、一応リスペクトはしている。何だかんだ面倒見が良くてい

つも笑わせてくれたおかげで半年間頑張ってこられた気もする。生意気な後輩でごめんなさい。一人ず

つ挙げていくと数えきれないくらい色んな事があるが、まとめるとみんな面白い人たちばかりでいい仲

間に会えたと思う。今後も機会を作って飲み会など開けたらいいと思う。 

 実技や勉強をしていると正直この半年間はあっという間だった。過去に研修に来た方たちからいろい

ろと話は伺っていたがいい半年間を過ごせたと自分では感じている。まだまだ学ばなければいけないこ

とは沢山あるためこれからも勉強の毎日になると思う。 

 最後にこれまでお世話になった教官方、船長、先生方、舎監さん、食堂の方々、本当にありがとうご

ざいました。いつかまた立派な漁師になって会えるよう日々の努力を積み重ねていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 



半年間の研修生活を振り返って 

浜中漁業協同組合 島 竜太 

 

半年間の研修で自分は色々な事を学ぶことができました。ロープワークでは結び

やさつま、網仕立て、網修理はカレイ網、ホッケ網の仕立てや有結節網や無結節網の修理を学び、結び

や網修理はなかなか覚えることができず苦労しました。加工実習は海友祭の売り物にするホタテの燻油

漬けや毛つぶ燻製、鮭とばを造った。講義では栽培漁業や魚類生態や海藻生態などためになることばか

りだった。沖実習では商品価値を上げるための血抜きや神経絞めを学んだり、道東で獲れないヒラメや

ウマヅラカワハギを見ることができた。スーパーに並んでる刺し身より血抜きや神経絞めした魚のほう

が血臭くなく身がコリコリして美味しかった。資格勉強は頑張った、友達に教えたりもした。試験日が

近いのに友達とゲームもしたりした。試験の中では危険物乙４が一番難しかったと思う。ラウンジで大

地君とドラクエ１１をプレイしたときは楽しかった。龍二が部屋に住み込んだ時もあった。地震で水と

電気が止まったときはびっくりした、トイレは流れないし、外で髪を洗ったりもした。その時に裸の笹

本と室本を研修所前にサイレントカートで連れてった時に車が来た時は笑った。その日の夜にラウンジ

に皆でベッド運んで寝たりもした。南が洗い場で放尿したり、壁に穴が空く事件もあった。祝日の日は

函館に行ったり釣りしたり、まいどにお好み焼き食べに行った。澤田教官と釣りに行った時はヤマメし

か釣れなかったけど久し振りの川釣りは楽しかった。たっつは地元の友達の飯田航太と池田涼とも仲良

くなった。前期はとても長く感じた後期はあっという間に一日が終わる。研修を終えて仕事が休みの日

ができたら遊びに行きますね! 大地君！！ 

 

 

漁研で過ごして 

常呂漁業協同組合 笹本 裕也 

 

 ５月に入所した時は、生活していけなさそうだったし、交通手段が自転車しかなく

てどこに行くにしても大変だった。マジで投獄された気分だった。でも結構面白い人や中には変わった

人とか居て、なんやかんや楽しめた。教官たちも面白い人ばっかりで講義も結構楽しめた。 

前期の時は初めてのことばっかりで大変だったけど、後期に入ってからは、初めてのこともあったけ

ど前期でやったことの応用編みたいな感じだったからなんとなくできた気がする。それに前期より後期

の方が一緒にいる人が増えてその人たちと一緒にいて面白かったし、めっちゃ楽しめた。 

そして、漁研で取れる資格は一応全部取れたし、ロープワークや網修理・仕立てのやり方もなんぼか覚

えたから一件落着って感じかなぁ。 

ヒロトコーヒー牛乳飲み過ぎだし、「BM、BM」ってうるせーから。俺 BMじゃねーからな。そしてチュ

ンチュン（あゆむ）には結構からかわれて大変だったけど面白かったわ。こーたも不良ってうるさかっ

たけどいいやつだったわ。スマブラは弱いけどなｗ  あと、大地くんは最初の印象めっちゃ恐かった

けどスゲーいい人でした。僕が二十歳になったら一緒に酒でも飲みに行きましょ。 

 前期の時の 1班のみんな楽しかった。友成くんもとーいくんも久保ちゃんもＹＯＳＨＩＫＩも柴ちゃ

んも面白い人ばっかで最高でした。後期の班は、静かだったけど、後期の班は田口さんと大地君とナツ

ヤと島と北川というメンバーで意外だったけどマジで最高でした。ナツヤと北川とは後期になってから

話したけど 2人とも面白いしいいやつだったわ。そして室本、結構遊んだね～。ホテルでも一緒に寝た

しいい思い出ができたわ。他にもいっぱい思い出があるけど僕のハートの中に納めておきます。 

 半年間いい生活ができた。研修所でみんなと過ごした時間はたぶん一生忘れないと思う。 

最後に漁研に来ることができてとてもよかった。ありがとうございます。地元に帰ったら一先ず、りゅ

ーじと一緒にこーきの家に泊まりに行きます。 



漁業研修所の思い出 

枝幸漁業協同組合 山本 捺矢 

 

５月７日に研修所に入所した。ここへ来て自分がインキー第１号でした３年前に研

修所に来た兄もインキー第１号だったらしい､さすが兄弟だなと思いました。（笑） 

漁研に来てやること聞くことすべてが勉強になりました、最初は資格とれるか心配だったけど全部受か

ったらモテルと思い頑張りました。そんな気の持ようでろくに算数もできない俺が全ての資格をとれた。 

漁研での一番の思い出はやはり友達ができたことだ、スロット好きな人が多くて毎週のように行ってた

な（笑）先輩方がなまら優しくて毎日気楽に過ごせた 

喫煙所での皆とのくだらない話は最高だった！！こんなに楽しく内容の濃い刑務所はほかに無いと思

う！！寮母さんは美人だし！本家教官は魚をさばくの上手だし！澤田教官はおっとり優しく、河井教官

のバカ笑い！船長のロープワーク技術、ギャグ線！副所長はいつも暇そうにしてた（笑） 

とくに仲の良い、しょーや君、あゆむ、ひろと、こうた、たっつ、まっちゃん、けいごとはまたどっか

であつまりたいな！！！！！ 

今この文章を書きながら本家教官に７００字以上書けと怒られながらやっている。文章を考えるのが

苦手な俺は７００字どうしても書けない。 

なんとか説得し許してもらおうと思います。 

 

 

漁業研修所を終えて！ 

室蘭漁業協同組合 北川 雄太 

 

僕は、この半年間漁業研修所で色々なことを学びました。最初に研修所に来たとき

はここで半年間過ごすということが長く、不安で早く終わらないかなって思っていました。 

徐々に研修などをやっていくにつれて友達ができてきて、スポーツやゲームなどをしているうちに漁研

での生活が楽しく感じました。 

漁家研修では、僕がやったことのないホタテの耳吊りを体験しました。短い時間ではあったがいい経

験になりました。 

ロープワークでは、結びの基礎から、さつま、クロスさつまといった基礎を前期から後期までたくさ

んの技術を教えてくれました。後期は、ノットボード作成をします。ロープワークの技術をいかしてノ

ットボードを作成しました。 

沖実習では、定置網、ツブ籠、タコ箱をしました。後期は船外機をはじめて操縦したが難しかったけ

ど楽しかったです。 

加工実習では、沖実習で獲ってきた魚やツブ、タコを加工して海友祭に販売する商品を加工していき

ました。 

寮での生活は楽しいときもあるし、うわっていうときもありました。特にコンビニに行くときは小西

さんという３８歳といきました。前期のときの小西さんはなんでも買ってくれたが、後期のときはいっ

さい買ってくれなくなりました！！！！くやしいです！！！ 

毎日のように小西さんとコンビニに行って、みんなからはさすが親子だなって言われています。僕が

子供で小西さんがお父さんらしいです。今思えば確かに親子だなって思ってきました。 

この半年間の漁業研修所は短かったです。研修所で学んだことを家に戻ったらロープワーク、網修理

などやっていきたいとおもいます。 

みんなと会えなくなるのはつらいです。 ありがとう！！！漁研！！！！ 

終わり！！ 



漁研生活を振り返って 

野付漁業協同組合 大森 裕也 

 

こんにちは！野付漁業組合の大森です。 

あっという間に漁業研修所での生活が終わってしまいましたね。ここに入所する前は、年下ばっかり

で嫌だな～とか男ばかりで華がないな～とか遊ぶとこがないな～とか、気持ちからマイナスでした。 

入所初日、本家教官から大森に良いチャリ残しておいたからと言われて見に行ったら、綺麗なチャリ

は早い者勝ちで、余り物の錆び付いたチャリしかなくて平気で嘘つくやんけスタートでした。そんな初

日を迎えましたが、今年は野付から８人も来ていたお陰もあり皆と打ち解けるのが早くて安心しました。

そこからはもう、やりたい放題でした(ご想像にお任せします）。 

前期から隣の部屋にまさか今後の寮生活で毎日関わることになるとは思っていなかった。村山大地髭

という人物に出会いました髭。前期は大地髭と隆二と３人で廃人レベルでトレクルをプレイして無駄に

無駄を重ねて自己満を満たすためだけに時間を費やしていました。でも、楽しかった。毎日集まってゲ

ームをするなんて中学生の頃の懐かしい気分を味わえました。YEAR。 

その他にもラウンジでゲームしたり体育館で運動したり函館いったりして有意義な時間を過ごせま

した。ここでは、二名の人しか名前を出していないけど、皆大好きで大好物だよ♡ 

前期はあっという間に終わり後期スタート。後期が始まる日、鹿部に電車で向かう途中、事件が起き

ました。森駅で乗り換えようと乗車していた二両編成の電車が「ガシャーン！ガタガタ、、、」の音と同時

に車両が離脱し発進してしまいました。心に焦りを感じました。一呼吸ついて落ち着いてから電車のア

ナウンスに耳を傾けました。。。「こちらは長万部行です」。。。。。。。現実から目を背けました。この日は暑

いし夜中まで呑んでたため正直早く寮で休みたい！と思っていた矢先の出来事でした。結果、本家教官

が森駅まで迎えに来てくれて、有り難い！いい人だ！としみじみ思いました。あの時のいろはすの味が

忘れられません。 

資格に関しては、正直こんなんで資格とれるのかよってやつが大半でした。麻雀用語で俗に言う｢安

パイ｣です。（多少調子に乗りました） 

そんな僕の６ヶ月間の大事な思い出でした！ 

皆それぞれ各地方で漁師頑張ろうな！近い将来また会えることを楽しみにしています。 

したっけ！！！！ 

 

 

漁研潜入録 

野付漁業協同組合 新濱 庸平 

 

俺はとある理由で絶海の孤島、鹿部町にある漁研とか言う監獄に潜入した。全く

とんだ任務になっちまったぜ。NHK の取材班いるし荷物は三階まで運ばなきゃいけないし初日はもうマ

ヨネーズ気分だった。ほんとに。Wi-Fiないし。いえ～い♪帰りた～い Wi-Fiあるし～♪ 

漁家研修で耳吊りを沢山した。こういう作業はわりと好きかも知れん。鹿部の漁場の危険さを思い知っ

た。何かって船酔いしました。一日だけとんでもない波の日があったが、その日は奇跡的に酔わなかっ

たけれど海水でカッパの中まで濡れた。あと海が俺の帽子を誘拐していった。鹿部の海は意外とお洒落

さんなのかもしれない。 

そして危険物取扱者乙種四類を取得。難しいって話だったが余裕のよっちゃんいか。ハクナマタタ。

特につまずくこともなく無事試験に合格。チョロ松。夜中まで食堂で田口君や拓志とみんなで勉強しま

した。点数で勝負したりと楽しかった。これぞ切磋琢磨ですなぁ… 

 そして沖実習。内容は良く覚えていないが海に俺の口から沢山の栄養を与えたのは朧気に覚えている。 



後期からは班が変わって班長に大盛りハリケーンが就任。俺の部屋の物干し竿には裕也の洗濯物が干

され、部屋を支配されることとなった。一日の屁の回数には驚きを隠せません。 

地震が来て停電したときは外に水浴びに行ったり真っ暗な中ラウンジに集まってろうそくの明かり

を頼りに携帯でゲームしていた。速度制限解除万歳。 

漁研では数多くのフレンズにエンカウントした。田口君という網走の超人、立野優介や篠原龍二とい

う根室の豪傑、浜中のタイニーベアこと島くん、玉くくりの鬼室本くん、長万部のファッションモンス

ター柔生に出会い、大地髭とか言う標津の恵みを授かり、笹本とかいう常呂のダニに遭遇、駆除を行っ

た。 

 お風呂でネッシーとか桃とかやってみたりラウンジでスマブラしてみたりシャンシャンシャンシャ

ン音ゲーしてみたりわざわざパチンコしに函館行ったり、最初の不満とは裏腹になんだかんだ楽しんだ

と思う。最後に 39℃の熱を出すし。死ぬかと思った。むしろほぼ死んでいたといっていい。 

 教官もバリエーションが豊かでした。何かといじめてくる本家教官。末代まで呪いますね。でも授業

をコンパクトにかつ効率よく終了させる(オブラート三枚分)ところは大好きでした。コアなネタで笑わ

せてくる澤田教官。拓志が幼少に暗殺者となるべく育てられ感情を殺されたネタに乗っかってくれてあ

りがとうございます。今日も一日、のびのびと。シャブ原キメ太郎がお気に入りの河井教官。後半全然

遭遇しませんでしたね。教官もなかなかキメてると思います。 

思い起こせばそれなりに楽しくやれてたんだなぁとしみじみ思ったのでした。部屋に引きこもってひ

とりゲームばっかりするかと思ったけれど、部屋に引きこもって数人でゲームばっかりすることになる

とは夢にも思わなかった。 

半年間お世話になりました。みんなお疲れさん。 

 

 

漁研生活を振り返って 

湧別漁業協同組合 金内 克樹 

 

入所した頃はみんなと仲良くできるか不安だったし、団体生活をするのも初めてで

不安なことばかりだった。そのせいで常に部屋から出たくない、早く家に帰りたい、漁研に来なければ

良かったとマイナスなことばかり考えていた。でも、同じ班の人たちはみんな優しくてフレンドリーだ

ったので、少しずつだったけど打ち解けていくことができた。そうやって生活していくことによって少

しずつ寮の生活にも慣れて色々な人とも話すようになって、自分がよく知らない地域のことなどもたく

さん知ることが出来て、楽しく寮の生活を過ごせるようになった。今では、寮の生活に完璧になれて自

分の家のようにリラックスして過ごせるようになった。でもたまに面倒くさいことがあると家に早く帰

りたいな～と思ったりもします(笑)。 

そして漁研では色々なことを学ぶことができた。特に、ロープワークはこれから漁師として仕事して

いくのに絶対必要なスキルなので、いろんな結びを覚えられたのはとても良かったと思う。実際自家研

修で家に帰ったとき漁研で習った結びを使う場面があったので、しっかり覚えていてよかったと身にし

みて思いました。なのでこれからも学んだ結びを実践で使えるよう日々頑張ろうと思います。 

あと漁研で取れる資格をすべて取ることができた。１番取りたかった船舶の免許も無事取ることができ

たので、漁研に来たかいがあったと思った。それにたくさんの資格を取ることができたので地元の友達

に自慢したいと思います。 

この半年はとても濃い時間を過ごせたと思います。それもすべて漁研に関わるすべての人達のおかげ

だと思っています。半年間ありがとうございました。これからもお互い頑張って行きましょう。 

それでは。 

 

 



漁研での半年間 

南茅部漁業協同組合 小板 大将 

 

 まず事前説明会の時に寮の見学をした時に一番最初に思ったのが刑務所みたいだ

なと思いましたが、この半年間住むと部屋にいるときはだいたいが勉強するか、寝るくらいでこのくら

い部屋で十分でその上部屋が狭いので掃除が楽なのでこれも十分だなと思った理由です。後は、コンビ

ニが遠いことは鹿部には何回か来たこともあるので知っていましたが実際自転車で行くと軽い運動に

なるほど遠かったですが、家が近いので毎週外泊をしていたので、家から研修所に帰ってくる時に必要

なものを買っていたので 2週間に 1回くらいしかコンビニなどに行かなかったので自分はあまり困らな

かった。 

 この研修所では、前期と後期に分かれており、前期では危険物や潜水士などの免許やロープワークの

基礎や網仕立てなどを学びとても濃厚な 2ヶ月間でした。 

 後期では、1 番必要な船舶の免許や玉掛け、クレーンの免許等の試験があり、研修所の終わりも近づ

き、自分は初め必要な免許が取れれば良いと思い来ましたが他にもロープの結び方等のこと学び、今思

うととても有意義な半年間でそんな半年間はとても早く感じました。 

 寮での生活も地元では味わえない知らない人たちとの生活も最初は緊張したりして、同じ班ともあま

り話せなかったがそれは初めで 2週間くらい経つと話せるような友達も出来講義が終わった後は、ゲー

ムなどをして遊んだりしてずっと部屋で一人というのは来た当初に比べると少なくなり寮での生活も

楽しいと思います。あと寮のご飯が多く最初は全部食べていたんですが、やっぱり多く残すことが多か

ったので申し訳なかったです。 

 研修所で取った免許で難しく思ったのは、危険物が 1番難しいと思いました。 

 

 

半年間の有期懲役 

斜里第一漁業協同組合 室本 紘希 

 

はじめ、研修所に来たときは Wi-Fiもなくコンビニまで 20分ほどかかるし、周り

の人はヤンキーばかりだし駅まで行くにしても坂道を汗水鼻水泥水垂らしながら行

かなくてはいけない。ここは研修所ではなくて実は、刑務所なんじゃないかな進路どこで間違ったのか

な？と思っちゃいました。しかし、日が経って研修生活に慣れていくと、自分はゲラだしみんな面白い

人ばかりなので毎日表情筋が鍛えられるばかりでした。今、思い返せばこうたのくだらないギャグで笑

って調子付かせてしまったことには悔いしかないです。 

ここでは沢山のアクシデントがありました。湿気がすごすぎて部屋が部屋干しくさかったこと。部屋

を少しばかり開けていたら小バエがたくさん入ってきたり大きな地震があって夜中おきて食堂に避難

して朝まで寝れなくなったり。風呂場でおしっこする人が居たり。残り数週間だっていうのに風邪を引

いてしまったり語ったらあと 15ページ位かかりそうなのでここでやめときます。 

はじめは、だるいなぁねむたいなぁと思う毎日でしたけど日が経つにつれて、もうお別れかぁ寂しい

なぁと思えるようになりやした。この心境の変化は「恋」なんでしょうか。 

笹本は天然で馬鹿であほで。りゅうじはヤンキー、こうきはやくざで遅くまでモンストしたのは良い

思い出でした。ゆうまとこうたとゆうたとやったウイイレも楽しかったです。ゆうたには特にお世話に

なりました。ありがとう(^_^)v 

これで、もうすぐ 700文字まで来たのでここでおわってあげます。良い文字数稼ぎになりました。 

残りわずかな研修生活を後悔なく有意義に暮らせれたらなぁと思います。 

教官はじめ和田先生、野田船長ならび秋田さん、Ｗ山崎さんお世話になりました。 



半年を振り返って 

紋別漁業協同組合 高橋 竜大 

 

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、まったく知ら

ない人たちと寮で暮らしていけるか不安でいっぱいでした。また、前に漁研に来

ていた先輩に漁研のことを聞いてみると、飯はまずい、コンビニは遠い、ネット

もうまく通じないと聞き、ますます不安が重なりました。ですが、実際ここに来てみると不安もありま

したが研修生の皆は、気さくで、個性豊か、面白い人たちがいっぱいで、年も近い研修生が集まって自

分はすごく楽しい毎日を過ごさせてもらい、また、半年なんてあっという間で毎日皆といたのでここに

３年間近くいた感じがします（笑）。 

漁研をもうそろそろ卒業となる事を考えて見ると実感が沸かないし、なんか心苦しくなったりして良

く分からない気持ちに駆られます。そして、海友祭が近づくにつれて少しずつ実感が沸いてくるのかな

～って思います（笑）。 

 漁研の友、世話になった教官たちへ。上にも書きましたが初めてここ来た時不安でいっぱいでした。

そして、皆と仲良くなれたきっかけは漁研に来てすぐに野球の試合があり俺もその試合に出ていたので

皆と話をしていくうちに仲良くなって行きました。その時、野球のチームには先輩たちもいて俺はすご

く心配でした。なぜかと言うと紋別に居た先輩はろくでもねー先輩ばかりいたので、俺は先輩が嫌いで

した。ですが、漁研に来ていた先輩たちは心優しく、また、面白い人たちでとても楽しいです！！ 

 友へ、半年間すげ～長いと思ってたけど、漁研の人たちといると毎日飽きませんでした。そんな日々

がなくなると思うと寂しいです笑笑、ですが、これから皆と会えなくなると決まった訳ではないので先

輩、友、教官たちと関わっていけたらいいな～と思っています。ｗｗ 

そして、俺と関わってくれた人たちには感謝の気持ちしかありません。本当にありがとう！！！！ 

みんな、大好きだ馬鹿やろーｗｗ 

 


