
日付 午前 午後 当直 当直副直コメント 副直コメント
7月11日 1300集合・乗船

1800課業(3/o)　ログに
ついて
2100課業(1/o)

板倉

説明が多くて疲れた。板倉

初日からやることが多くて大変だっ
た。体調には気を付けてがんばって
いきたいと思う。　塩谷
初日は説明が多くて覚えるのが大変
そうでした。これから頑張って船の生
活に慣れていきたいと思う。　　永元

7月12日 1000東京湾出港
1100応急部署配置説
明　現場確認

1330館山湾投錨　応急
部署繰練　消　火・退
船
1600船内見学
1900ログブック位置入
れ説明

塩谷

応急部署繰練がとても疲れた。気分
が悪くなった。塩谷

東京港を出れたのでよかった。　新
里
船内が広くてまだおぼえられません。
佐々木

7月13日 館山湾抜錨　観測準備
作業

海洋観測
機関入直方法

新里

初めてワッチをやった。新里

船内がとても広いし、機械の種類も
多いので覚えるのが大変です。　伊
奈
当直の仕事は大変そうだ　川並

7月14日 0930観測作業 1300機関入直方法　観
測作業

川並 初めての当直で、記入の仕方などが
わからなかったが、2/oなどによく教
えていただいたのでちゃんとこなせた
と思う。

放送の順番がよくわからなくて戸惑っ
てしまった。次からは手際よくした
い。　篠田　　　　　　　　　　放送を忘
れてしまいました。次は気をつけま

7月15日 0845観測作業
1054観測作業

1230観測作業
1530観測作業

玉橋

記入に戸惑いましたが副直の人に協
力してもらい終わらせることができま
した。

放送を忘れてご迷惑おかけしまし
た。今日は宮崎入港なので楽しみで
す。　井上　　　　　　　　　　　船の生
活にも少しずつ慣れてきました。宮崎
県上陸が楽しみです。　土屋

7月16日 1012油津入港 1300学生上陸
2100学生帰船

井上
久しぶりに陸に出てみんな丘酔いし
ていたが楽しそうだった。当直はなん
とか仕事を成せたと思う。

宮崎に上陸できてすごい楽しかった
です。　井上　陸に出て最初は酔った
けど、なんかホッとしました。　西井

7月17日 0900トロールネット片付
け

1300屋久島到着
1830トロールネット講習

西井
屋久島に初めて上陸し、明日も屋久
島で一日過ごせると思ったが、台風
で滞在できたのは３時間という結果
に残念だった。

屋久島観光ができないことが心残り
である。　畠山　３時間位屋久島に上
陸しました。今日抜錨しなきゃいけな
いのが残念です。今日の夜からワッ
チの時間帯が変わるので気をつけた
いです。 吉岡

7月18日 0930立花港入港 1300学生上陸
2100学生帰船

畠山

雲仙に行って温泉に入って、これま
での航海の中で一番楽しい時間だっ
た。そろそろトロールをやるらしい、こ
れも楽しみだ。

停泊中だったのであまり仕事はな
かったです。長崎に上陸できてよ
かったです。　吉岡
長崎の人達が皆気さくでいい人だっ
た。　熊田

7月19日 1320学生上陸
1500学生帰船

関
とても暑かった。店で飲んだコーヒー
が美味しかった。

上陸し、温泉に行った。海が見える
露天風呂で海鷹丸がどでかく見え
て、でかさに感動した。　海瀬

7月20日 トロール 1400トロール２
1730トロール３
2100福江島投錨

海瀬 台風の影響にうねりで操業が危ぶま
れたが予想通りでき、多分一生に一
度だと思われる体験ができてよかっ
た。また、大掛かりでやる割に取れな
く、魚も小さいという漁業を身をもって
知った

なし

7月21日 0830外船掃除 1215学生上陸
2100学生帰船

浜

日本一綺麗といわれる浜に行った。
波が高くておもしろかった。

なし

7月22日 0900課業(3/o)海図記
号、旗について

1355課業(1/o)救命救
急について
1800学生上陸
2100学生帰船

戸田

接岸は油津ぶり。ロープの出し方を
忘れてしまった。

今まで寄港した中で一番交通の便が
よかった。久々の都会！！　江端

7月23日 0900学生上陸 2100学生帰船 江端
一日長崎市内を散策した。上り坂が
多くて疲れた。

諏訪神社と平和公園へ行った。炎天
下の中歩くことはきつかったが良い
経験ができたと思う。　平松

7月24日 0830オッターボード片
付け
0915課業(1/o)イカ釣り
について

1300学生上陸
2100学生帰船

平松 今日は長崎上陸最終日。昨日行か
なかったグラバー園に行く。唯一の
心残りは角煮マンが食べられなかっ
たこと。

長崎は古い建物などが多く、落ち着
いて観光ができた。もう一度プライ
べートで来たい。　松本

7月25日 1000長崎港出港 1300ロープワーク
1500伊万里湾停泊

川浪 台風がきている為、伊万里湾に停泊
することになった。今日はだらだらし
た一日だった。

やっては忘れを繰り返したロープ
ワーク。今度こそ覚えられたかな。
長島
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日付 午前 午後 当直 当直副直コメント 副直コメント
7月26日 集魚灯の取り付け 2015手釣りイカ釣り

1730機関当直（A～C
ワッチ）

松浦
台風が迫っているため予定がなかな
か定まらなかったが、イカ釣りだけは
予定通りできて良かった。

イカ釣り後揺れが激しくなり寝つけな
かった人もいたようである。そろそろ
揺れは慣れてきているが、それにし
ても今回の揺れは強いと感じる。　長

7月27日 0900操舵シミュレーション1300大掃除1600金沢港江藤
揺れが大きかったのでやっと上陸で
きてよかった。

朝から船が大きく揺れて気持ち悪
かった。　平山

7月28日 0900学生上陸　 2100帰船 諸隈 今日は自由行動でウチナダビーチに
行った。まったりした海ではしゃいで
本当にいい一日だった。夏を満喫し
た。やっぱり海はいいな。風邪が流
行っているみたい。早く治って！！

金沢の名所を巡り巡った、今日この
頃。そぞろに歩けば、いとをかし。
酒、此れまたうまし。友、酔いて・・。
平山
時雨た。　松山

7月29日 0845市場見学
1045課業（排水量）

1300学生上陸
2100学生帰船

杉本 忍者寺はカラクリのお城だった。落と
し穴、隠し部屋、出口が５つある部
屋、25ｍ深の井戸、満喫した!!

日野
ルネス金沢に行った。屋内プール施
設。おすすめ　松山

7月30日 研究者紹介　イカ・観測
準備

1800課業（松本先生）メ
タンハイドレートについ
て
観測

永野 初めて8～0のワッチだった。午前中
のワッチでよって寝てたのでメタンハ
イドレートの授業以外が殆どワッチだ
けで一日が終わった感じだった。

観測中はAの人たちはもやい結びの
練習をしていた。もやい結びマス
ター！！板倉

7月31日 0900観測作業 1300課業（シミュレー
ション説明）

永元
課業の時間にワッチをやっていた。 CTD観測が長引いた。　塩谷

8月1日 課業（シミュレーション） 1300課業(3/o)天気図
について
1500松本先生の授業
2000イカ釣り

佐々木

イカがいっぱい釣れた。 忙しかった。　新里

8月2日 シミュレーション 1930イカ釣り 伊奈 カニがなかなか釣れなかった。眠た
い･･。

シイラに当たった人がいるらしい、怖
いわ～。川並

8月3日 1300外舷掃除　CTD観
測　　　　　　　　　1930イ
カ釣り

篠田
仕事が少なくてよかった。

外舷掃除をやった。疲れた。　玉橋
シイラはおいしいが当たるので気を
付けたいと思う。　井上

8月4日 1300課業
1420学生上陸
2100学生帰船

土屋
函館は初めてなので楽しみです。

神鷹丸の人と久しぶりに会った。　井
上　　　　　　　　　　北海道に着きまし
た。　玉橋

8月5日 0900学生上陸 2100学生帰船 安井

北海道を大満喫しました。楽しかった
です。　安井

函館って広いようで狭いようで・・。で
も超楽しいと思った。あと少しで今回
の実習が終わると思うと残念でなら
ない。　畠山
2/0のおかげで函館の一日が二倍楽
しくなりました。　西井

8月6日 0900学生上陸 2100学生帰船 吉岡
この航海中の最後の上陸でした。ハメを
外しすぎた人もいなそうで良かったです。
函館の町は大好きでも知らない人に沢山
写真撮られちゃいました。明日からはまた
海上生活です。皆データのまとめに追わ
れて大変そうだけど体調は崩さず最後ま
で頑張って

夜景の美しさには驚かされました。また絶
対に来ます。　西井
函館って思ったより夜景が綺麗なのね。
次来た時は函館山に登ろうと思いました。
あと塩ラ-メンがうまい！！味噌派の俺だ
けど久しぶりに塩が美味しいと思いまし
た 畠山

8月7日 0900出港 1300課業天気図
1830八戸投錨
1900課業

熊田
外人さんの背が高い。どこの国の人
か是非知りたい。

楽しかった。　関

8月8日 0800学生上陸
1200帰船（上陸しない
学生はイカのパック詰
め)

1330出港 大西
イカのパック詰めは量が多くて大変でし
た。持って帰るのが大変そうだと思いまし
た。上陸した学生はコンビニにいたそうで
す。あんなにイカを見ることもそうないの
で、パック詰めいい思い出だと思います。
漁港までたどり着けた人はいたのかなぁ
…

疲れた。　関

8月9日 掃除 13:00課業気象
18:00航海発表会

8月10日 掃除


