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―第７9 期⽣ 12 名が巣⽴つ―
２０１８年度(平成３０年)第７９期の卒業式を、去る３月８日に挙⾏しました。ＪＦグル
ープの新しい担い⼿として巣⽴った学生は１２名、卒業総数は２，６５１名となりました。
第７９期生は、校⻑賞３名、皆勤賞１０名、精勤賞２名となりました。
各賞では、水産庁⻑官賞に⾦城吉峰さん（現：沖縄県⽷満漁協）、全漁連会⻑賞に三津谷悠さ
ん（現：⻘森県平内町漁協）、漁村教育会理事⻑賞に阿部⿓太郎さん（現：北海道厚岸漁協）
が受賞しました。
吉田校⻑の告辞後に、岸 宏ＪＦ全漁連会⻑（漁村教育会理事⻑）のほか、多くの来賓が
卒業生に対して激励の言葉を贈った。岸会⻑は「卒業式の場で皆勤賞 10 ⼈、精勤賞 2 ⼈
と全員が受賞したことは、１年間しっかりと勉強した結果である。自⽴した JF 職員となる
ために、漁業者（組合員）に対して、すべてに公平・公正に接し、対話と強調性の精神並
びに理念と信念を持ちながら、1 年間頑張ったその思いを系統運動に全⼒で投入して欲し
い」と述べられました。
続いて、卒業生を代表して、熊谷繁⼈さん（北海道出身）が「組合学校で学んだ知識と
寮生活で培った自主・協同・友愛の精神を胸に、感謝の気持を忘れずに、漁村の発展に永
く貢献ができる⼈材となることを目指してゆきます」と⼒強く答辞を述べました。
最後に参列者全員からの拍⼿に送られ、岸全漁連会⻑、吉田校⻑と固く握⼿を交わし、
１２⼈の卒業生が同校を巣⽴ちました。
第７９期の就職先
⽒名

就職状況等

⽒名

就職状況等

熊谷

繁⼈

北海道 上磯郡漁協

三津谷 烈

⻘森県漁連

吉田

康斗

日本漁船保険組合 北⾒支所

三津谷 悠

⻘森県 平内町漁協（復職）

細川

由暉

北海道 紋別漁協

松井春太朗

山形県漁協

阿部

侑樹

北海道 猿払村 自営漁業従事

中村

颯

三重県漁連

飛内

健太

北海道 枝幸漁協

増野 朝都

大分県漁協

阿部⿓太郎

北海道 厚岸漁協

⾦城 吉峰

沖縄県 ⽷満漁協（復職）
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―2019 年度

第 80 期入学式―

ＪＦを担う学⽣８名が入学
４月５日(⾦)午前１１時より、第８０期の入学式が本校で新入生８名を迎えて⾏われまし
た。本年度は北海道７名、宮城１名が入学しました。

「水産政策の改革について、Ｊ
ご来賓の全国漁業協同組合連合会の古関和則専務理事が、
Ｆグループ全体で、浜の明るい将来を切り拓くものとなるよう取り組んでいる中、
皆様方も将来のＪＦ・浜のリーダーとなるようしっかりと本校で学び高い目標をも
って学生生活を送ってください。学生寮は皆様の勉学の場であり、仲間と生活を共
にして人格をつくる場であります。この 1 年を共にした仲間は生涯の同志としてお
互いに助け合っていけることでしょう」と激励。続いて農林中央⾦庫の木村吉男執⾏
役員 JF マリンバンク部⻑のご祝辞を砂⻑俊英 JF マリンバンク部副部⻑が代読、全国漁業
共済組合連合会猪苗代健⼀専務理事、組合学校同窓会の髙橋忠志会⻑からのご祝辞に８名
の入学生たちは熱⼼に耳を傾け入学の決意を新たにしました。

吉田校長は、
「新入生の皆さんは、1 年後の今頃、ＪＦの担い手として、漁協現場の
真只中に入ります。ここで学んだ知識・心構え、若さを力に漁業者の幸せのために
役割を果たしてくれるか今から期待が膨らみます。1 年間の学習と寮生活を経て互
いの絆を深め、逞しく成長することを心から願っております」と訓辞を述べた。
最後に、新入生を代表して山田佳人さん(北海道)は「本日入学した８名が１年間の寮生活
で協同組合精神を養い切磋琢磨しながら励み、目標達成に向けて邁進をしていく」と⼒強
く宣言をしました。
入学⽣の紹介
⽒名

推薦団体等と出身地

⽒名

推薦団体等と出身地

いぶり噴火湾漁協・北海道

池田

彪河

紋別漁協・北海道

樹

網走漁協・北海道

松坂

和樹

沙留漁協・北海道

⼩川

璃空

網走漁協・北海道

山田

佳⼈

保護者

能登

侑太

湧別漁協・北海道

渡邊

優汰

宮城県漁協

渡邉

峻輔

⽯川

＊本校の入学には推薦団体等が必要となります。推薦には、漁協等の系統団体、出身学校、保護者の 3 種類
があります。

学生は、
「漁協職員として必要な知識と考え方」、
「卒業後の社会⼈・漁協系統⼈としての生
き方及びマナー」を習得する為に、基礎・実務科目等の勉強と、寮生活で助け合いと向上
⼼を持ち⼀⼈ひとりが成⻑することを目標にして学校生活を送っています。
5 月 22 日(水)は、入学後はじめての⾒学研修として、横浜市漁協(神奈川県横浜市)に伺い
ました。また、6 月には、入学後はじめての検定試験(日商簿記 3 級)を受験します。
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求⼈のお願い
学生８名が漁協等に就職を希望しております。
新規採用を予定されている漁協および系統団体におかれましては、本校に求⼈をいただき
ますよう何卒よろしくお願いいたします。

第８０期学⽣自己紹介
渡邉峻輔（北海道伊達市出⾝）
私は全国漁業協同組合学校に入学し目指したいことは、資格取得を目標とし、それにとも
なって講義にも⼒を入れ、いい成績を残せるよう頑張りたいです。先ずはこの１年間を寮
の仲間と共に頑張りたいです。
⽯川

樹（北海道網⾛市出⾝）

この 1 年間の目標は、社会⼈としてのマナーを身に付けることと、漁業の基礎を身に付け
ることです。寮での共同生活では、コミュニケーションをとって仲良く生活します。
小川璃空（北海道網⾛市出⾝）
私の目標は 1 年間を通して自分が働いていくうえで必要な知識と技術を身につける事です。
特に資格取得に⼒を入れたいと思います。また、コミュニケーション能⼒の向上を目指し
⼀日⼀日を大事に生活していこうと思っております。
能登侑太（北海道紋別郡湧別町出⾝）
私の１年間の目標はたくさんの資格を取ることです。そのため日々の授業を真剣に受けた
いと思います。また、初めての寮生活になるので、協調性を持ち⼈として成⻑できるよう
頑張りたいと思います。
池⽥彪河（北海道紋別市落⽯町出⾝）
北海道紋別市から来ました。私はこの 1 年間で多くの知識を身に付け、資格取得に⼒を入
れたいと思っています。卒業後は地元の漁協で頑張りたいです。
松坂和樹（北海道紋別市興部町出⾝）
私は組合学校で勉学に励むことはもちろん、社会⼈に必要なことを寮での共同生活を通し
て学んでいきたいと思います。そして素直で誰からでも信頼されるような組合職員にない
りたいです。
山⽥佳⼈（北海道紋別銀湧別町出⾝）
漁業に関する必要な知識、資格を身に付けて組合に勤めてから苦労せず、若くても必要と
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される職員になるために、この 1 年間を無駄にせず、勉学に励みます。
渡邊優汰（宮城県本吉郡南三陸町出⾝）
私は地元の水産業に貢献するために組合学校に入学しました。漁業等に関する基礎的な知
識から専⾨的な知識をしっかりと学びながら、出来るだけ多くの資格を取りたいと思って
います。そして、就職した際に即戦⼒になるような⼈材になれるように毎日頑張りながら
も充実した１年間を過ごしたいと思います。

―２０１9 年度 階層別研修コースのご案内―
監査士養成コース

独学が難しい会計学・監査論を専門の講師が解説
〜科⽬の理解を深め合格を⽬指す〜

開 催 日：２０１９年７月２３日(火)〜７月２５日(木)
会

場：全国漁業協同組合学校(千葉県柏市)

講

師：会計学
監査論

畠山伸⼀ ⽒(公認会計⼠)、岡村健司 ⽒(公認会計⼠)
森

⼠郎 ⽒(ＪＦ全漁連監査企画部次⻑・公認会計⼠）

募集締切：７月８日(月)（５月下旬より募集要項を送付・ＨＰ掲載予定）

販売事業コース

流通環境の変化に対応する 衛⽣管理・品質管理のすすめ

開 催 日：２０１９年８月２９日(木)〜３０日（⾦）
会

場：エッサム神田ホール(東京都千代田区)(予定)

講

師：婁

⼩波⽒（東京海洋大学

教授）をコーディネーターとし、多数の

講師陣を予定しています。
視 察 先：未定
募集開始：6 月下旬より募集要項を送付・ＨＰ掲載予定

漁業経営指導員養成講座（専門講座）
漁家、中小漁業の経営体制の改善･強化を図るため営漁指導を担当する専門職員の養成・
スキルアップをねらいとし、内容は経営指導に必要なテーマで構成しています。
開 催 日：２０１９年１２月１１日（水）〜１３日（⾦）
講

師：東京海洋大学准教授

工藤貴史⽒

（沿岸漁業漁家経営に関する概論）

宮城県水産業経営支援協議会 水産業経営相談室 特別相談員 藤島武雄⽒
（漁家経営指導を通じて思うこと）
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公認会計⼠

岡村健司⽒

税理⼠・中⼩企業診断⼠

（漁業簿記及び税務）
⽯井計⾏⽒（漁家経営指導にかかる経営分析）他

募集開始：９月下旬より募集要項を送付・ＨＰ掲載予定

―２０１９年度同窓会等研修会のご案内―
組合学校同窓会と連携し、組合学校が支部に出向き卒業生向けの研修会を開催していま
す。同窓会の活動、組合学校の現状を報告し、学生募集の協⼒要請を⾏います。
北陸地区（２０１９年度５府県

ＪＦグループ職員研修会と共催）

開 催 日：２０１９年７月１９日（⾦）〜２０日（⼟）予定
会

場：⽯川県水産会館

募集開始：６月上旬より募集要項を送付・HP 掲載予定
九州・山口地区
開 催 日：２０２０年１月（予定）
会

場：福岡県予定

―組合学校の動き―
研修会のご案内や学生の研修等を掲載して参りますので組合学校のホームページを是非ご
覧下さい。
また、２０１７年度より本校は漁協への就職希望者の増加に繋がることを主な目的として、
近隣漁協と連携のうえ、出前授業を実施しております。
２０１９年度も出前授業を実施する方向で進めております。全国の⾼等学校をはじめ、漁
協等系統団体でこの取組みにご興味がございましたらご連絡をいただきたく、よろしくお
願いいたします。

回

覧
*掲載させていただきました講師等の役職につきまして、各研修実施日および発⾏日現在と
しております。予め、ご了承のほど、よろしくお願い申しあげます。
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