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創立

周年記念特集
２０２１年１2 月 28 日
全国漁業協同組合学校

ー 寄稿特集 ー
・～北海道猿払村とのつながり～
前 猿払村漁業協同組合 専務理事 木村 幸榮 様
北海道猿払村 村長 伊藤 浩一 様
北海道猿払村 住民課 税務係 能登 侑太（第８０期） 様
・特定非営利活動法人 水産業・漁村活性化推進機構
副理事長 髙橋 忠志 様
（全国漁業協同組合学校 同窓会会長）
・宮城県漁業協同組合 志津川支所
支所長 阿部 富士夫 様
・全国漁業共済組合連合会
常務理事 岩下 巧 様
・和歌山県漁業協同組合連合会
総務部 部長 浦﨑 元 様
・元 根室湾中部漁業協同組合
大場 康之 様
・元 学監（H１５～24）
酒井 祥次 様
・元 学監（H２７～２８）
佐藤 清吾 様
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前 猿払村漁業協同組合
専務理事

木村 幸榮

組合学校に対する思い
先ずもって、全国漁業協同組合学校の創立
80 周年おめでとうございます。

ホッター君

徒たちと顔を合わせて話したく、私の一番苦手とする人前で教
壇に立ち講話をしたこともあり、やっと組合長の同意を得て採
用に至っております。

偏に 80 年といえどもご苦労は多々なされて
いるとは存じますが、先ずはこの節目に皆様の
ご努力に敬意を表すると共に、心よりお祝い申
し上げます。
さて、私事になりますが、長きに亘り漁業協同
組合勤務で感じたことは、漁協(漁業)の活動
事業とは、山や河川そして海において一連の中
で自然環境を守りつつ、資源を育てる産業で
あり、そして先人たちの知恵や伝統を継承し、
地域漁業振興を通じ多岐にわたって未来の子

月日が経ち今では組合学校から採用した職員は、当漁協では

供たちに豊かな環境を残す役割を果たしてい

なくてはならない人材となっており、こういった取り組みが続く中

ると考えております。

で今では、地元の行政・猿払村長からも賛同があり、これから公

組合学校卒業生は漁協職員として知識を取

務員として必要な人材としての位置づけから、私と猿払村で組合

得することは当たり前のことであり、いろいろな

学校と情報交流のもと組合学校から採用が決まり、村の職員とし

ことに前向きに取り組んでおり、特に業務運営

て住民のため働いております。

に関して積極性があり、それ以上に人としてな

このような行政も含めた取り組みケースは、全国でも珍しいと

くてはならない礼儀作法を身に着け、協同組合

思います。今振り返ると如何に人とのつながりが大事かと思って

精神を重んずる頼もしい人材であると思って

おり、また政治の分野においても「成長と分配」という言葉が大き

おります。

く報道されておりますが、やはり殺伐とした現代だからこそ協同

今では、北海道オホーツク北部の漁協に数多
くの組合学校卒業生が就職しておりますが、私

組合精神、この言葉の意味する重要性を改めて深く考えるときが
来ているかと思っております。

が漁協に勤めた始めたころは、上司で一人だ
けが組合学校卒業生だった大先輩がおりまし
た。毎日仕事終わりに飲みに行く度に、協同組
合精神について語られた記憶が残っており，そ
の頃から私も現役で組合学校へ行きたいと強
く思うようになりましたが、生活が厳しかったこ
ともあり当時はあきらめておりました。
そんな経験から率先して組合学校卒業生を
是非採用したいと思い、１０年程前から優秀な
人材発掘採用に向けて、組合学校の先生方と
の情報交換を行いつつ、組合学校にも何度も
足を運び地元の前浜の状況について、直接生

【猿払村漁協職員として勤務する卒業生】
左：山田侑人（７４期） 左から２番目：佐々木紳伍(７４期)
右から２番目：木村駿斗(７７期) 右：佐藤駿(７５期)
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北海道猿払村
村長 伊藤 浩一

組合学校創立８０周年に寄せて
北海道猿払村長 伊 藤 浩 一

さるっぷ

そしてなんと、２名の学生が名乗りを上げていただき、見事に学科
試験と面接試験を突破し、現在、村職員として活躍をしていただいて
おりますが、その後１名については、出身地の漁業協同組合に空きが

このたび、全国漁業協同組合学校が創立８０周 でたため、そちらに再就職をして、頑張っていると聞いております。
年を迎えられ、衷心よりお祝い申し上げます。
組合学校の歴史を少し垣間見させていただき
ますと、幾多の苦難を乗り越えながら、創立以来
２,６６７名の学生が学び卒業されております。
このことは、ひとえに歴代の教職員と地域の皆
様の揺るぎないご努力の賜であると思います。

猿払村に就職した
能登君(第８０期)

さて、猿払村と組合学校のご縁を少しお話させ
ていただきますと、元々組合学校と本村の漁業協
同組合とは職員の採用など繫がりがありました

漁業協同組合学校ですから、主に漁協系統の人材育成に取り組ん

が、村とはほとんどご縁がなかったように思いま

でおられますが、私から見ますと、教育のみならず、寮生活で養う礼

す。

儀や協調性を兼ね備えた人材育成がなされるいると、採用した職員を

私が、平成２５年１２月に村長に就任させていた みて感じております。
だきましたおりに、漁業協同組合の木村前専務か

こうした組合学校の取り組みは、学生が社会に出ても十分に活躍で

ら、組合学校への訪問のお誘いを受けたことでし きるものと思います。これもひとえに、教職員や事務方など関係者皆
た。
前木村専務からお話しをお聞きしているうち
に、私としても、組合学校がどのような学校か興

様のご尽力のたまものと存じます。
ご承知とは存じますが、猿払村は、ホタテ漁を主としておりますが、
コロナ禍において昨年、一昨年と飲食店などの需要の低迷や輸出の

味が沸いてきましたし、組合学校から有用な人材 減少など厳しい状況でしたが、本年は新型コロナウィルス感染者の減
を漁業協同組合で採用をしておりましたので、是 少などにより、ホタテの価格については平常時に戻ってきております。
非にとご一緒させていただきました。
そのご縁もありまして、毎年学校訪問をさせて

村としても漁家収入は大きな村税収入でありますので、安堵してい
るところです。

いただく中で、貴重な授業時間をお借りしまし
て、生徒の皆さんに猿払村の紹介やまちづくりな
どの、漁協職員の養成とは違ったお話をさせてい
ただく機会をつくっていただきました。
行政の話は面白いものではないと思いますが、
生徒の皆さんにはしっかりと聞いていただいたこ
とに感謝しております。
この機会を設けていただいてから２年目の時
に、「漁協職員等になって基幹産業を支えていく
ことも大変重要なことでありますが、もう一つの
選択肢として、行政側から基幹産業などの促進
やまちづくりを一緒にやってみませんか。」と、村
職員採用へのＰＲをさせていただきました。
組合学校には申し訳なかったのですが、村とし

また、全国漁業協同組合学校には、これから広く世界に貢献できる
学生たちを輩出していただけるようお願いします。
本村には、高校や専門学校、大学がありませんので、村独自の奨学
資金制度を構築させていただきました。
この制度の中に、組合学校も入れるよう早急に検討して参りたいと
思います。
終わりに、全国漁業協同組合学校の一層のご発展と関係各位のご
活躍を祈念するとともに、今後とも猿払村とのお付き合いお願いしま

ても有用な人材確保をしたかったものですから。 して、お祝いの言葉といたします。
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第 80 期生
趣味：読書

北海道猿払村
住民課 税務係 能登 侑太

一生に残る 1 年間
猿払村に就職をして早２年が経とうとし
ています。組合学校での一年は私自身の
人生の中でも、一生に残る良い経験とな
っています。
組合学校では、資格取得はもちろん、
将来に役立つことを学ぶことが出来ます。
大学教授やその道のプロが講義をして下
さるので身になる講義ばかりです。漁業
の事だけではなく、税のことや経済の事な
ども学ぶことができ、とても密度の高い授
業内容となっています。
また全国から仲間が集まるので、その
街の事などを知ることができ、人生の幅も
広がります。

寮生活を通して得た仲間は、卒業して 2 年近く経った
今でも繋がりがあります。組合学校で巡り会うことができ
た仲間は、時として心の支えにもなっています。
そして、現在の職場である、猿払村に就職を決めたきっ
かけは、伊藤村長が組合学校に来られ、猿払村の描く未
来について話をされていたことに感銘し、「伊藤村長の下
で働いてみたい」という思いを抱いたことからでした。
漁業という産業を、漁協だけではなく、地域を通してサ
ポートできる人生も良いなと考えることができ、行政も一
緒になって漁業を支える地域には、力強さがあると感じて
います。
最後になりますが、組合学校 80 周年おめでとうござい
ます。
これからも組合学校で学んだことを糧にして日々、猿払
村のために頑張っていきます。

【学生時代の思い出：ボーリング大会】

【現在猿払村の職員として日々成長中】
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特定非営利活動法人
水産業・漁村活性化推進機構

第 42 期生
全国漁業協同組合学
校同窓会 会長

副理事長 髙橋 忠志

全国漁業協同組合学校同窓会の
活動について
同窓会会長 髙橋 忠志
母校は、昭和１６年１０月に漁協系統の役職
員等指導者の養成機関として設立され、以
来創立８０周年を迎えられましたことに、同
窓生と共に心よりお祝い申し上げます。
この間の卒業生 2，667 名は、漁協系統
を主として、全国各地で活躍しております。
このような中、同窓会は、会員相互の資質
の向上と親睦を図り、あわせて母校の維持
発展に寄与することを目的に活動し、会報
及び会員名簿の発行、通常総会の開催等が

また、3 年ごとに開催している令和 2 年度通常総会
は、新型コロナ感染症の拡大により開催ができないとの
ことから、事業報告書・収支決算書、財産目録、事業計
画書及び任期満了に伴う役員改選について、書面決議
とし、過半数の賛成をいただき承認されました。事業計

あり、通常総会開催時に再教育研修会を開
催してきました。
特に平成 27 年 5 月から組合学校と共催
により同窓会活動のさらなる活性化を図る
ため、東北地区報告会（岩手）を皮切りに、
平成２８年１月東海・近畿・中国地区（兵庫）、
平成２８年１１月四国地区（愛媛）、令和元年
７月北陸地区（石川）に続いいて、令和 2 年
2 月九州・山口地区（福岡）の同窓生を対象

画では、各地域に同窓生が広く在籍することから、母校
学生の入学募集活動の協力を目標としておりますので、
会員のご協力をよろしくお願いいたします。
平成２３年３月に発生した東日本大震災で被災地の
支援に役立てるため、組合学校と連名で会員の皆様に
義援金の協力をお願いし、多くの会員等のご協力によ
り２,６９８千円もの義援金を募ることができ、この義援
金は全額、全漁連の「がんばれ漁業募金」を通じて被災
地へ寄付させて頂きましたし、組合学校校舎の改修が

とした同窓会報告会と卒業生再教育研修会
を開催し、同窓会の発展につなげたく、同窓
生のご意見を拝聴し、各都道府県を超えた
同窓生の皆さんのたてよこの絆をより深め
ていただき、母校の発展と同窓会活動のさ
らなる活性化を図って参りました。

必要となり、「新全国漁業協同組合学校構想実現に向
けた施設整備募金」を漁村教育会と連名で、平成１６年
１２月に実施し、多くの会員等から２,１４８千円の募金の
ご協力がありました。日頃の会員の皆様のご協力に感
謝申し上げる次第です。
最後になりましたが、同窓生の皆様方の益々のご活
躍とご健勝をご祈念申し上げると共に母校のますます
のご発展を祈念する次第です。

北陸地区同窓会活動
(石川）
令和元年７月
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宮城県漁業協同組合
志津川支所
支所長

第 42 期生

阿部 富士夫

全国漁業協同組合学校創立 80 周年
誠におめでとうございます。
私が組合学校に入学したのは昭和 56
年 4 月(42 期生)でした。

ます。たった 1 年の組合学校での生活でしたが、私にとっ
てかけがえのないものとなっています。
震災から 10 年が過ぎ戸倉出張所カキ部会の震災後
の取組が評価され第 58 回農林水産祭で天皇杯を受賞

私の故郷宮城県南三陸町(旧志津川
町)の田舎から親元を離れての千葉県柏
市での組合学校生活には大きな不安と希
望を抱いて入学したことを今でもはっきり
覚えています。多くの仲間との 1 年間の生
活(全寮制)、色々な思い出が蘇ってきま
す。卒業近くに故山本辰義先生に阿部君
は宮城県だったな。と覚えてもらっていた
こと、またしっかり頑張れとエ－ルをいた
だいたこと。私の大きな宝物でした。その

することが出来ました。この取組について母校である組
合学校で、講師として話をする機会がありました。吉田
校長先生をはじめとする諸先生方に感謝致しております。

後 30 年地元の漁協に勤め組合学校で学
んだ「協同組合とは」を、組合員そして同
僚の職員と酒を酌み交わし自問自答して
いました。
そのような生活が一変したのが平成
23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震
災の津波です。常々津波の覚悟はありま
した。しかし住宅が流されるような大きな
津波が来ることは想像もしていませんで

水産業を取り巻く環境は本当に厳しく現在浜は疲弊し
ています。そんな時代だからこそ人材づくりであり、組合
学校の果たす役割は今後さらに大きくなると思います。母
校の今後益々の発展と多くの関係者の皆様方のご多幸を
お祈り致しております。
宮城県漁業協同組合
志津川支所長 阿部 富士夫

した。多くの大切な人々の命が津波によっ
て奪われました。本当につらい出来事でし
た。
復旧にあっては無我夢中で組合員の生
活の基盤を作るべく業務に邁進しました。
そんな折り、同期である高橋さんから千
葉県九十九里で同窓会を開くからとのお
誘いがあり、出席致しました。皆一様に歳
は取りましたが、あの当時の思い出話は
尽きることはありませんでした。震災から
の復旧の中で同期との再会は本当に嬉し
く、私に更なる力を与えてくれました。今
でも多くの同期生と連絡を取り合ってい
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第 45 期生

全国漁業共済組合連合会
常務理事

岩下

組合学校を卒業して早 36 年が経
過しました。
私の同期は、入学時 55 名（卒業

巧

ける魚価安、更に燃油高騰等、厳しい経営環境にあ
りますが、この状況を乗り越えるためにも、漁業、漁
協経営に精通した人材育成は今後も引き続き重要

は 54 名）、寮生活も一部屋 4 名ずつ

です。組合学校は、勉強だけでなく、全国の人と人と

の大変賑やかで、青森から沖縄までの

のネットワーク作りの場でもあることを皆さんに理解

出身者が集い、方言や年齢格差による

して欲しいものです。

話題の違いもあり、楽しい学校生活を
送ることができました。
大変貴重な僅か 1 年間の学校生

最後に、これからの水産業を背負っていく人の学
びの学校として末永く存続していくことを願い、創立
80 周年の記念投稿といたします。

活で、校風も引き継がれることは殆ど
ありませんが、就職した後も全国津々

昭和 59 年 4 月入学 昭和 60 年 3 月卒業
第 45 期 岩下 巧
全国漁業共済組合連合会勤務

浦々の漁協・漁連等で働いておられる
諸先輩方をはじめ同窓生の皆さんに
は、仕事面でも随分助けられたことも
あります。組合学校の卒業生と言うだ
けで親身になってくれる同窓生には感
謝するばかりです。
最近は、少子化の影響もあり、ま
た、厳しい水産業界を反映して、組合
学校の入学生が毎年 10 名前後と寂
しい限りです。漁業・漁協経営は、不
漁、多発する自然災害、コロナ禍にお

今期(第８２期)入学式
7

第 48 期生

和歌山県漁業協同組合連合会
総務部 部長

浦﨑

元

全国漁業協同組合学校
創立 80 周年寄稿

した寮生活は貴重な経験となり、楽しかった思い
出としてよく覚えています。

創立 80 周年を迎えられましたこ
と、心よりお祝い申し上げます。
月日の経つのは早いもので、私が
昭和 63 年 3 月に本校を卒業して

私は現在 JF 和歌山漁連に勤務し、本校で学ん
だ協同組合精神を胸に日々奮闘しておりますが、
年々同志が少なくなってきており、人材育成が懸
案事項となっています。

33 年余りになります。
今回の寄稿に際し、卒業以来書棚

このような中、先日当会でも本校での就学を支
援する奨学金制度を創設することができました。

に閉まっていた卒業アルバムを見返

今後はこれまで以上に本校を活用して、職員養成

しました。共に入学した第 48 期生は

と将来浜のリーダーとなる漁業者の育成に取り組

40 名。一番の思い出は寝食を共に

んで行きたいと考えております。

した寮生活です。今となっては勉学に
勤しんだ事はほとんど記憶に残って

最後になりましたが、本校のさらなる発展を祈念
申し上げ、お祝いの寄稿とさせて頂きます。

いませんが、40 名の同期と共に過ご

【組合学校卒業生】

《組合学校入学にかかる奨学金制度を制定》

左

有難いことに、漁協職員・漁業者に就職または就業希
望する者を対象とした、組合学校入学にかかる奨学金
制度を今年度より制定頂けました。
この場をかりて改めて御礼申し上げます。
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：第 43 期

西尾 英高 （参事）

中央：第 48 期

浦﨑

右

嶋

：第 67 期

元 （総務部長）
雄一郎

元 根室湾中部漁業協同組合

第 57 期生
【現在】
マルイチダイ大場水産㈱

大場 康之

私は 57 期生として、組合学校を卒業さ
せていただきました。
突然に知らない局番からの携帯電話へ

代表取締役

私の１年学校生活がここからスタートした訳です。朝は起
きれず、夜は寝れずとがむしゃらになって生活し、友達以
上に兄弟で過ごしているかのような寮生活。

着信が入り、組合学校の【タナベ】様でし

大迷惑であったであろう、若気の至りと言えば格好が良

た。

いが、講師の方や事務員様にもお世話になりました。

大場様でしょうか？本校が 80 周年記

学校の授業のことを書こうにも、記憶にあまりないし、

念特集の原稿の依頼でお電話いたしまし

嘘を書いてもこれまた意味が無いし（笑）

た！！と急に言われで断る時間もタイミ

朝起床して、まずはみんなで朝食を食べて 1 日がスタート

ングも分からず引き受けてしまったことを

する。 授業 をし て又 、 昼飯も 一緒 、 授 業し て夕飯 も 一

まずはこの場で謝罪をしたいと思います。

緒・・・。

沢山の諸先輩様がいるのにもかかわらず、

本当に毎日一緒（笑）

失礼しまして、一筆を書かせて頂けれ

同級生は嫌だったかもしれないが、私はそんな生活が大

ば・・・と思います。

好きでしたね。
築地市場の見学、ボーリング大会、活魚センター三浦漁

私は組合学校を卒業し、あれから 25

協、横浜市漁協など精一杯に考えてくれている学校行事。

年がたちました。とても優秀な成績とは嘘

そんなこんなであ！！！と言う間に３月に入りとうとう卒

でも言えず、周囲の方にも大変お世話に

業の時期へと・・・。

なった一人だと思います。

まだ携帯電話も今ほど普及はしていない時代だからこそ、

実は、私の父も組合学校の卒業生であ
り、親子２代がお世話になった訳で、父親
からは全国に友達を作ってこい！が口癖
でした。
【4 月入学式】

楽しめた、思い出に残った１年だったのではないか？と思
います。
さあ、卒業し私は北海道にもどり、根室市内の漁協に勤
めることになりまして組合学校で学んだことを十二分に発
揮するステージは整っていたのですが、社会人としての意

初めての千葉県に足を踏み入れる。

識はやはり全く足りずに一社会人生活がスタートいたしま

とても都会とは言えないが、十分に都

した。

だ！と思ってたのは記憶にあり。
【5 月連休】
やはりホームシックや、当時は彼女にも
会いたいと！と気持ちが強く、連休にす
ぐに帰郷。
嫌、嫌ではあるものの、連休明けからが

根室湾中部漁業協同組合様にお世話になり、社会人と
しても、人間としても一回り成長させていただいたのでは
ないだろうか？
浜の人の為になれるように、浜の人が獲った魚を沢山
の人に食べてもらい漁協マンとして２０数年お世話になり
ました。
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そして、数年前に小さい水産会社を設
立し漁協マンを卒業した訳ですが、組合
学校で学んだ１年間と漁協で学んだ２０数
年は私の宝物だったと心の底から言えま
すね！
私にも子供が生まれ、男の子ですので、
親子２代から３代と私は息子に組合学校
へと入学させることを提案したいとおもっ
ていますね。

大場さんの一
番の応援者
（娘さん）

全国に友達を作って来い！！と言って
やりますね（笑）
組合学校の１年間があって今の自分が
いる、父親に勧められた組合学校をまた、
息子に勧められるそんな素晴らしい学校
であることは間違いないと思います。
今、世界は新型コロナウイルスや、北海
道道東では赤潮問題と、厳しい水産状況
でありますが、自分たちのできることから
出来る範囲でやって行きたいですね！
私は、先日【魚屋コンビニカー】を作り、
北海道内で魚の移動販売も行っておりま
す。いずれ、全国を廻ってみたいという夢
もありますので、その時は全国にいる仲
間の顔を見れるのも楽しみの一つですね。
80 周年がこの先、100 周年、200 周
年、３代から 4 代、5 代、１０代と通えるよ
うにまだまだ組合学校の存在を願ってお
ります。
恥ずかしい私の原稿が皆様に読んで頂
ければこれ以上にない幸せであります。

＊移動販売車で、根室の美味しい
海産物をお届けしています。
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学監勤務歴
H１5～H２4

元 学監
酒井 祥次

学監勤務 9 年と 9 名の
「銀鱗ボーイ」の入学

け、全員揃って笑顔で出発できました。
この人と人の繋がりは、本校ならではの優れた点です。
2011 年、東日本大震災

私が学監を勤めたのは、2003(平 15)
年から 9 年間で、その始まりは、9 名の入
学生が決まっており、皆が、目差しがキラ
キラ光る、「銀鱗ボーイ」でした。
最初の仕事は、この学生の皆を、希望
する漁協へ就職させることであり、求人票
を貰うべく､推薦漁協や OB 漁協へ依頼
活動を開始しました。それを押すため、学
生の PR を図り､トップセミナーで水産庁

で福島原発が爆発し、hot スポットになった柏市の本校を
逸早く調査してくれたのは、「海生研」からの講師藤井(総
括)マネジャーです。その安全宣言のお蔭で学生が無事
入寮できました。学生に寄り添う学監と主事の姿勢と、情
熱ある講師の皆様により本校が営まれました。
2012 年女子学生が入学し、本校が華やかになり、良い
漁協に就職されて女子の進路を広げてくれました。男女
共学の体制を完備した本校が、一層の発展をするよう祈
念します。

長官と学生との場面を撮って､水経・みな
と新聞に載せて貰い、夏休中の漁協実習
も載せてもらいました。それらを積み重ね、
求人票が集まるようになり、学生も徐々に
増え本校の底力が上がってきました。
就任時の寮室の暖房はボイラーのス
チーム暖房だったので、舎監の森本主事
第７２期 始業式

が冬は毎朝、寒いボイラー室で点火し、夜
間に学寮に何かあれば学生を諭し、卒業
生の森本舎監ならではの温かな対応があ
りました。
ある年、信望があった寮長が漁協研修
のバスが来ても寮室から降りて来ないと
いう異常事態が起こり、見切り発車という
寸前、教務担当の檜垣紀子主事が 4 階の
寮室に駆け上がって母親の言葉で話し掛

第７１期 卒業式
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学監勤務歴
H２７～H28

元 学監

【現在】
特定非営利活動法人
水産業・漁村活性化推進
機構 事務局次長

佐藤 清吾

組合学校創立８０周年に際して

在職中の２年間は吉田校長はじめ森本、檜垣両氏に大
変お世話になりました。

私が全漁連に入会したのは昭和 50 年、
住まいは千葉県柏市南柏の独身寮でした。
組合学校も江古田から南柏に同時期に
移転しました。それ以来、地方勤時期を除
いて約３５年余組合学校とは様々な活動を

学校運営も一層大変な環境になりますが、学びの場の
提供は協同組合運動の原点ともいえるものです。系統の
英知結集のもとぜひ継続してほしいものです。
山本先生退任式での記念撮影（初めての教え子たちと
ともに）

通じ交流に努めてきました。
そして 2015 年から 2016 年の僅か２年
間でしたが、学監として組合学校の運営に
携わり、学生とともに過ごしました。まさに
新しい体験の連続で、定年を挟み漁協系
統生活の締めくくりに、協同組合運動の原
点でもある漁協職員教育の原点を経験で
きる環境を与えてくれた全漁連に感謝の気
持ちで一杯でした。
学生との交流だけでなく、校舎の改修と

山本辰義先生退任式（第７６期）

図書館の整備、出前授業の下準備、山本
辰義氏の教え等々想い出と反省が今でも

全漁連 0B（元学監）

佐藤清吾

交錯して脳裏に浮かびます。
経験を通じて、多くの学生が悩んでいる
人とのコミュニケーションの取り方の重要
性を教えられました。
様々な事情を持つ学生の受け入れにあ
たり、自身のことをわかってもらえるための
工夫、他人から共感をもって受け入れても
らえる工夫等を一緒になって考えました。
これらがかかわった学生にどの程度役立
ったのか疑問ですが、組合学校卒業生の
離職率と世間一般の若年層のそれとの比
較検討してみれば今後の運営のヒントにな

フットサル大会（第７7 期）

ると思います。
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