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2021年度 オンライン合同面談会

この合同面談会は、外航日本人船員（海技者）の確保・育成に資するため、
外航日本人船員(海技者)の採用を希望する企業の人事担当者と就職希望者との面談の機会
を提供するものです。

2020年度までは、東京・大阪・広島の３会場にて開催しておりましたが、
新型コロナウイルスの感染拡大を鑑み、2021年度に限りオンラインにて開催いたします。

各企業は、この面談を通じて、SECOJが行う1年間の育成訓練(陸上研修及び乗船実習)
に参加する訓練生の一次選考を行います。(訓練生とは別に直接採用選考を行う場合も
あります。)
その後、各企業の二次選考を経て、訓練生はSECOJへ登録され、1年間の育成訓練に
おいて外航船員（海技者）に必要な資格と実務能力を身につけ、訓練修了後に当該
企業への就職を目指します。

１．募集人数
① 2021年度訓練生（7期生）の追加募集
募集人員 10名程度
訓練期間 2021年10月1日から2022年9月30日までの１年間
対 象 2021年9月卒業予定の者及び既卒者

② 2022年度訓練生（8期生）の新規募集
募集人員 20名程度
訓練期間 2022年10月1日から2023年9月30日までの１年間 (※)
対 象 2022年9月卒業予定の者､2022年3月卒業予定の者及び既卒者
※2022年3月卒業予定の者及び既卒者で三級海技士以上の海技免状受有者は、
訓練開始日を前倒しして、乗船実習から先に始めることも可能です。
この場合の訓練期間は、「2022年4月1日からの１年間」等となります。
(Ｐ4の訓練フロー参照）

２．応募資格
応募時の年齢が原則30歳未満であり、外航船員(海技者)として就職意欲のある
以下の要件を満たした日本国籍を有する者
航 海 三級海技士(航海) 、又はそれより上級の海技免状受有者（※）

かつ第一級海上特殊無線技士、又はそれより上級の資格受有者
機 関 三級海技士(機関) 、又はそれより上級の海技免状受有者（※）
※三級海技士口述試験の受験資格があれば応募可能です。

３．応募方法
SECOJ「2021年度オンライン合同面談会Webサイト 」（https://secoj.org/）
よりお申込みください。
※各企業の人事担当者とオンラインにて話が聞けますので、
多くの企業と面談されることをお勧めします。

https://secoj.org/


訓練生選考の流れ
訓練生の選考は以下の手続きにより行われます。

１．オンライン合同面談会における一次選考（6/19 ~ 6/25）
一次選考の結果は、SECOJから応募者へ通知します。
一次選考を通過した方には、当該企業の二次選考があります。

２．企業における二次選考（7月上旬から7月中旬）
二次選考の結果は、当該企業から応募者へ通知します。

３．育成訓練への参加申請（7月下旬）
二次選考を通過した方は、当該企業及び応募者連名の
「スキーム参加申請書」を SECOJ宛に提出してください。

４．訓練生の選定（8月上旬）
「外航日本人船員（海技者）確保・育成協議会」が審査、選定します。

５．SECOJに登録（8月上旬）
訓練生として参加が認められた場合は、SECOJから当該企業及び応募者へ、
訓練期間を明記した書面にて 通知します。

なお、企業における二次選考の結果、企業と応募者が直接入社することで
合意した場合は、当該企業からその旨通知されます。
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〜オンライン合同面談会イメージ〜

エントリー チャット 予約管理機能
6月19 〜 25日
オンライン
合同面談会

●参加者メリット
面談前に企業へ問
い合わせができる。

●参加者メリット
都合の良い時間を
選び、ゆとりを
持って、面談に臨
める。

●参加者メリット
自宅や学校から移
動することなく、
複数の企業と面談
できる。

参加者
・エントリーシート
へ情報入力

・自己PR
・企業情報(求人票等)
チェック

企業
・企業PR入力
・希望人材(NE等) 
エントリー情報
チェック

（個人情報除く）

企業
面談時に確認したい事
項等、事前に案内する
ことができる。

企業
期間内、可能な日時で
面談枠を設けられる。

企業
Zoom/Teams/Meet等
にて、面談者へ招待手
続きを行う。

事前に、SECOJから学校(学生) へ向けて
オンラインにてスキーム説明会を行います。（オンデマンド・LIVE）

※エントリー開始時期等については、Webサイト(https://secoj.org/) にてご案内いたします。

https://secoj.org/
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2021年
6月

合同
面談会
(オンライン)

育成訓練
開始

2022年
4月から
乗船実習
（6ヶ月間）

順次開始

育成訓練
開始

2022年
10月から
陸上研修
(３ヶ月間)

2023年１月から
乗船実習
（9ヶ月間）
順次開始

2023年
１月から
乗船実習
(3ヶ月間)
順次開始

2023年
4月

入社

2023年
10月

入社

上段：9月卒業者及び既卒者
下段：3月卒業者及び既卒者

2022年度訓練生の訓練フロー

参加企業
外航日本人船員(海技者)の採用意欲のある企業が参加します。参加企業名は、
SECOJの「2021年度オンライン合同面談会Webサイト（https://secoj.org/）」
へ順次公表しますので、ご確認ください。

訓練生の待遇

SECOJに登録された訓練生の待遇は以下のとおりです。
詳細はSECOJにお問い合わせください。

１．毎月10万円の訓練手当が支給されます。
２．海技大学校の入学金や授業料、講習費等の訓練にかかる費用負担はありま

せん。
３．SECOJ規定により、海技大学校入退寮時や乗下船時等の交通費が支給され

ます。
４．乗船実習中の食事代は不要です。

(陸上研修中の食事代は自己負担となります。)

※社会保険（健康保険、年金）については、各自で加入してください。
※訓練期間中、社会保険とは別に本スキームで傷害保険が付保されます。
※海技大学校での訓練期間中は、同校の学生寮に入寮することができます。
ただし、入寮に伴い発生する個人的費用（学食での食事代、光熱費等で月額
約５万円）は自己負担となります。

https://secoj.org/
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 乗船実習の期間は、二級海技士（航海・機関）試験の受験資格として求められる
乗船履歴の一部として認められます。

 乗船実習に際して必要な健康証明、外国免状等の取得及び予防接種を行います。

２．乗船実習（陸上研修期間以外の9ヶ月間）
合同面談会でマッチングした企業が手配した外航商船において実施します。

※ 今後、訓練内容が見直される場合があります。

[航海科]
●取得予定資格
・船舶保安管理者適任証書(SSO)
・ECDIS-Generic訓練修了証書
・ECDIS-Type Specific訓練修了証書
・甲種危険物等取扱責任者
・BRM訓練修了証書
●実習・演習
・船舶保安管理者講習(SSO)
・海上防災訓練標準コース
・BRM訓練
・ECDIS-Generic訓練
・ECDIS-Type Specific訓練
・甲板作業管理訓練
・GMDSSシミュレータ訓練
●三等航海士実務研修
■運航実務
航海計画/荷役実務
■操船実務
■コミュニケーション
海事英語/英作文/英会話実務/
当直業務
■安全管理
ISMコード/PSC対応/事例研究

[機関科]
●取得予定資格
・船舶保安管理者適任証書(SSO)
・甲種危険物等取扱責任者
・ERM訓練修了証書
・フロン類取扱修了証書
●実習・演習
・船舶保安管理者講習(SSO)
・海上防災訓練標準コース
・ERM訓練
・機関技能訓練
・機関作業管理訓練 [応急修理要領/
機器解放整備と工具取扱い/電気シ
ーケンス/PLC制御/油圧回路]

・主機遠隔操縦装置シミュレータ訓練
●三等機関士実務研修
■機関管理
機関性能/保船管理/燃料油管理
潤滑油管理/機関当直基準と実務
■コミュニケーション
海事英語/英作文/英会話実務/
当直業務
■安全管理
ISMコード/PSC対応/事例研究

１．陸上研修（毎年10月から12月までの3ヶ月間）

(独)海技教育機構「海技大学校」(兵庫県芦屋市)等において実施します。
※三級海技士以上の海技免状を受有していない者は、陸上研修開始直後の10月
の三級海技士口述試験に合格することが、その後の訓練継続の条件となります。

訓練内容及び取得予定資格
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中原 風樹さん (航海士)

東京海洋大学 水産専攻科 卒業

修了生の声〜5期生〜

はじめまして。私は元々魚類の研究者を志しており、
外航船員を目指していたわけではありませんでした。
しかし大学在学時の乗船実習を経験したことで、航海士と
いう職業を知り、興味を持ち始めました。
生物学を中心に勉強してきた私にとって船の世界は未知数
のものでしたが、就職活動中SECOJのスキームの存在を知り、
挑戦してみようと決心しました。
挑戦してみようと思えたのも海技大学校での陸上研修、訓
練生として社船での乗船実習、SECOJのスキームがとても手
厚いものであると感じたからです。また、実際にその通り
でした。
陸上研修中も乗船中もSECOJの方の親身なサポートがあり、
様々な困難も乗り越えることができました。
SECOJスキーム後、ある程度の知識と経験が備わった状態で
船務に就けるというのは有意義であったと感じております。
また、合同面談会では多くの企業が参加し、それぞれの企
業の担当者の方とお話しすることができるので、自分の漠
然としたイメージをはっきりさせる良い機会だと思います。
もし興味がある、または迷っている方は合同面談会に参加
してみてはいかがでしょうか。

澤井 建毅さん (機関士)
富山高等専門学校 卒業

角川 彩斗さん (航海士)

富山高等専門学校 卒業

海技大学校での研修では、主機をはじめとする基本的な
機器の説明や実物とシミュレータを使った演習、英会話の勉
強などが行われ、船で働くことについての基礎知識を身に着
け、外航船で働いた経験のある教官方からの話も聞くことが
できます。
乗船実習では、訓練生の立場でエンジニアとしての職務や仕
事、機関員の業務などに取り組み、船内で過ごす中で外航社
船の雰囲気や仕事の取り組み方について学びました。機関士
としての職務や業務内容について身近に感じることができ、
三等機関士として配属されたときにこの1年間の訓練での経
験は船で働くうえで欠かせないものになったと思いました。
スキームに参加したことはかけがえのない経験です。

卒業後、SECOJによる一年間のスキーム訓練に参加しました。
スキーム訓練では、海技大学校で陸上研修を終えた後、社船に訓練
生として乗船します。
船員として必要な知識、技術、経験を学ぶことができ、とても有意
義な一年間だったと感じております。
今後この訓練を活かし、自身のスキルの向上に努めてまいります。
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岡本 直也さん (機関士)
弓削商船高等専門学校 卒業

安達 大貴さん (機関士)
海技大学校 卒業

村上 元さん (航海士)
東海大学 卒業

海技大学校での３か月間の陸上研修の後、訓練生として日
本からケミカルタンカーに乗船しました。乗船してからは全て
が英語で、いつも辞書を片手に船内を走り回っていました。
英語が上達してからは、クルー達との仲も深まり日本を離れた
寂しさもいつの間にか消えていました。
SECOJ訓練生として乗船できる利点は、幅広く仕事を学べると
いう点だと思います。
航海士は見張り以外の時間で自分に課された仕事をしなければ
なりませんが、訓練生としての時間を利用して様々なクルーに
ついて回り、役職の垣根を越えて様々な仕事を学ぶ事が出来ま
した。そうしていろいろな仕事に手を出して日々出来ることが
増えていくと、任される仕事がどんどん増えて、船での生活に
とてもやりがいを感じるようになりました。
約半年の乗船でしたが、下船した時にあっという間だったと感
じ、クルー達との別れがすごく寂しかった思い出があります。
SECOJスキームに参加して得た経験は、入社後の三等航海士と
しての乗船への自信に繋がり、ケミカルタンカーの仕事で活躍
できる人材になりたいという思いを強くもつことも出来て本当
によかったと思っています。

私は世界中を航海する外航船員に憧れSECOJ育成スキーム
に参加しました。
初めに海技大学校での３ヶ月の陸上研修を受けましたが、ここ
では訓練生仲間と共に実践的な実習と授業、外航船員に必要な
資格講習等を受講し、多くの知識と技術を習得することができ
ました。
その後、社船での乗船実習でしたが、乗船してからの日々は初
めて経験する作業や英語でのコミュニケーションに非常に苦労
しましたが、乗組員と仕事や生活を共にする中で少しずつ自分
が成長していく実感がありました。
外航船員になることに正直不安もたくさんありましたが育成ス
キームを通じて自信をつけることができたおかげで
私は現在、三等機関士兼工務監督見習いとして外航海運会社に
勤務しています。
まだまだ未熟で勉強の日々ですが、
やりがいのある仕事につけて本当に良かったです。外航船員に
興味のある方は是非チャレンジしてみてください。

海技大学校での研修や社船においての乗船実習を経るこ
とで、外航海運業界を体系的に肌で感じることができます。
これは学校の講義、練習船実習ではもちろん得ることは出来
ないものです。
この業界に於いてどういったキャリアを形成していくこと
が日本人船員に求められて行くのかを知る機会を与えられ、
証書や免状等の取得、それらを月額10万円の手当と共に訓練
生という良くも悪くも責任を負わぬ立場で享受できるのが

SECOJでした。



鈴木 ひろかさん（航海士）

東京海洋大学大学院海洋科学技術研究科 卒業

① 現在、オイルケミカルタンカーでC/Oのアシスタント業務
をしています。主な仕事は、作業に関わる書類作成全般と、荷
役・タンククリーニング・メンテナンス等です。特に気を使う
のは、Stowage Planの作成とタンククリーニングです。
さらに、クルーの安全を守る事も重要な仕事であり、酸素や有
毒性物質の空気中濃度を検知したり、適切なPPE(保護具)の教育をしたりしています。また、メンテナン
ス計画及びその実行も重要な仕事です。不具合箇所、その可能性のある場所を早期発見して、船を良好
な状態に保たなければなりません。作成した書類の事前確認や仕事に対する改善点やアドバイスをC/O
から頂きながら、現在は仕事をしています。実践しないと学べない事が沢山あるので、今後も励んでい
きたいと思っています。非常に責任のある仕事ばかりですが、そこにやりがいを感じています。

②皆さんも進路や就職活動で悩む時期があると思いますが、私もそうでした。私の場合は、海運会社か
ら物流会社、メーカー、研究所等、非常に多種多様な業界を調べ、実際に訪問しました。そのお陰で、
本当に海運業界が好きである事を再認識しました。その中で、日本では珍しい、ケミカルタンカーに特
化した今の会社を選び、入社致しました。

③混乗船で、外国人が多いです。特にフィリピン人クルーが多く、ラテン系の明るい雰囲気の中で仕事
をしております。クリスマスや新年、クルーの誕生日には共にお祝いします。国や出身地による文化や
考え方の相違も勿論ありますが、それを取り持てるように現在も努力をしています。
また、SI(船舶管理監督)や陸上社員と一緒に船内を点検したり、今後のメンテナンスについて話し合った
りもしています。

④オイルケミカルタンカーは、船種の中でも特殊で大変と思います。また、港間の航海距離が短かった
り、荷役するバース数が多かったりするので、スケジュールが忙しく、離着岸作業や狭い輻輳海域を通
る事も多いです。学生生活の乗船実習にはない、こういった生活に慣れる事が、最初は一番大変だと思
います。特に、荷役やメンテナンス作業は分からない事ばかりだと思います。しかし、次第に慣れてい
きますし、仕事も積極的にしていく事で早く覚える事が出来ると思います。

⑤もっと経験を積み、知識を付け、C/Oになる事が今の目標です。
C/Oのアシスタントをしていると、自分の知識と経験が不足している
事を思い知らされます。C/Oの仕事は忙しく責任も重いですが、クル
ーと協力しながらより良い雰囲気で仕事が出来るようになりたいです。

⑥後輩の皆さん、海上での職務は非常に特殊で、特に最初の船は大変
な事が多いかと思いますが、常に目標を持って、自分で考え行動出来
るよう、頑張って下さい。不安な事や疑問は上司に打ち明けて解決し
ていくといいと思います。多忙な日々でのストレス対策も忘れず、時
には家族や友人に支えて貰い、周囲の方々に感謝しながら、仕事と上
手く向き合って下さい。

① 今のお仕事はどのような業務ですか。

② なぜ、今の会社へ入社したのですか。

③ 職場はどのような雰囲気ですか。

④ 入社して大変だったことは。(乗船勤務･陸上勤務を通じて)

⑤ 今後の展望や目標はありますか。

⑥ 後に続く後輩たちへのアドバイスをお願いします。
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清水 日向 さん（航海士）鳥羽商船高等専門学校卒業

① 二等航海士として現在、バルクキャリアに乗船し、航海計画立案や
無線装置、救命設備の整備を主に担当しています。航海計画を立案する
際は、しっかりとルールや安全情報を調べてブリッジチームに情報共有
することが大切だと感じています。また、船内ではIT化が進んでおり、
紙海図からECDIS、紙の刊行物からデジタル媒体に移行しています。船内
LANやメールシステムの不具合等も二等航海士が原因を究明し対処します。
今後はパソコンやネットワークに強い航海士がますます重要になってくると思います。

② 合同面談会で私の意見にとても共感いただき、外航船員になりたいという強い思いと、会社の日本
人船員育成に対する姿勢が十分に噛み合ったため、この会社の船に乗ってみたいと思い入社の意思を固
めました。

③ フィリピン人、韓国人、そして日本人の3カ国の混乗船となります。国籍は違っても同じ船で働く
仲間たちなので、お互いにフレンドリーで明るい船内環境を作り出しています。本船のモットーは「家
族的」です。休憩時間に一緒に卓球やカラオケなどで乗組員とのコミュニケーションをとっています。

④ SECOJの乗船実習を終え、三等航海士の職位を拝命して初めての乗船のときでした。それまでは先
輩三等航海士と共に仕事の手伝いをしていましたが、自分が三等航海士の任を受けていざ仕事を行うと
なったとき、何から手を付けていいのか分からずとても混乱しました。訓練期間中もすぐに仕事ができ
るように心がけていたのですが、計画管理の大切さと責任の重さを改めて実感しました。

⑤ 一航海ごとにスキルアップしていることを実感しています。今後の目標として、焦らず着実に一歩
ずつ前進し自分のスキルを磨き、将来しっかりマネジメントを行えるように修行を積み重ねたいと思い
ます。

⑥ 練習船、SECOJ乗船実習を終えて、初めて付ける肩章の金一本線は過去に経験したことがないほど
の重みで、その金一本線をつけてようやく船乗り人生がスタートすると私は思います。何度か挫折しか
けましたが、そのたびに肩章を握りしめ、初めて乗船した日の緊張感と仕事に対する熱意を思い出して
います。これから多くの困難が待ち受けていると思いますが、逃げずに困難に立ち向かう勇気を持って
ください。上司や同僚達、そして自分自身を信じてください。そして常に向上心を持って一航海大切に
しましょう。

今川 貴裕さん（機関士） 広島商船高等専門学校 卒業

① 現在は三等機関士で、担当機器は、ボイラ、空調機器及び電気機器
等です。勤務体系は、9ヶ月乗船、3ヶ月休暇のパターンです。

② 面談会場でのブースの雰囲気が良く、これから40年働きたいと思
える会社だと感じたからです。会社には航海科に広島商船の先輩が2人、
機関科に弓削商船の先輩が1人おり、5年後や10年後の大まかな育成計画
を伝えてくれたため、目標が作りやすく仕事が楽しいです。

③ 職場は19人のフィリピン人とたった1人の日本人（私）です。フィリピン人は、とてもフレンリー
で初対面でも打ち解けやすい人が多いと感じます。また、彼らの英語は日本人にとって、とても聞き取
りやすく、会話がしやすいです。英語がほとんど話せなかった私にとっては、彼らのフレンドリーで陽
気な性格と聞き取りやすい英語が最初の一歩を踏み出す上でとてもありがたかったです。

④ フィリピンの文化を受け入れるのに時間が掛かりました。特に食文化は独特でした。
食事は、辛い、酸っぱい、しょっぱい、甘いが特化しすぎて苦手でした。

⑤ 機関長になりたいです。船機長の部屋には湯船があります。
私達の部屋にはシャワーしかないので風呂のある生活を目指して頑張ります。

⑥ 外航に向いている人は心と時間に余裕のある人、1ヶ月電波がなくても寂しくなく、一人でも平気
な人、自分で判断ができる人、自己分析が出来ていて自分を理解し行動出来る人だと思います。外航を
目指すのであれば、やり通す覚悟と責任を持って臨みましょう。あなたの行動一つで、人命、環境に多
大な損害が出る、大変責任の大きい仕事です。就活頑張ってください。
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小川穂高さん（航海士） 水産大学校専攻科 卒業

① 現在、二等航海士として航海計画の作成、海図•書誌類・航海計器の保守・管理、
救命設備の保守・管理、荷役監督等を行っています。

② 水産大学校卒業後、外航船の航海士を目指していました。就職活動をする中で
先輩が入社されていると聞き今の会社を見学した際、社内がとてもアットホームな
雰囲気であったのが印象的で入社を決めました。
また船長まで経験できるということで、海技者としての知識・技術を高めることが
できるというのも入社の理由の1つです。

③ とてもアットホームな雰囲気です。聞きたいこと・困ったことがあれば乗船中・休暇中に関わらず
すぐに相談でき、私たち船員の意見や意志を尊重していただける風通しの良い職場だと感じています。
また船はフィリピン人・韓国人との混乗ですが、どのクルーも明るく親切でストレスなく業務に取り組
めています。私は、英語がとにかく苦手でなかなか話せなかったのですが、それでも手本を見せながら
丁寧に作業を教えてもらえました。英語は仕事をしているうちに身に付いてきましたが、そのクルー達
のおかげで日本人一人という環境にでも仕事に慣れることができたと思います。

④ 訓練生の時とは異なり、乗船時から航海士としての責任がついてまわります。船種毎に荷役監督業
務や航海計器も異なり、毎日が勉強です。自分の担当機器に不具合がないよう日々の点検にも細心の注
意を払うと同時に、不具合があったとき普段との違和感に気付けるようにしています。
また、昨今のコロナの影響で船員交代がままならず、私にとっても長期の乗船となり家族には心配をか
けたと思っていますが、会社からのサポートもあり無事帰ってくることができました。

⑤ 少しずつ成長しているように感じますがまだまだ途中です。船長・海務監督になれるよう理論を学
び、技術もさらに磨いていかなければなりません。上級の海技免状の取得はもちろんのこと乗船毎に学
ぶべきことを明確に職務に取り組むことで、さらにステップアップできるよう努力していく所存です。

⑥ はじめは戸惑うことも多いと思います。特に、三等航海士として部下がいる立場になりますが経験
はほとんどありません。他の航海士だけでなくクルーとも常に謙虚な姿勢で接することで自分の知識や
経験値が上がると思っています。初心を忘れず、何事も恐れず、チャレンジしていって欲しいです。

野村 亘平さん（機関士） 広島商船高等専門学校卒業

① 三等機関士として海上で勤務をしています。ボイラー，空調機，造水器
等を担当しています。また、これらの機器以外に電気系統全般や救命艇のエ
ンジンも担当しています。

② 私は、将来陸上から船舶を支援・管理する業務に就きたいと思っていま
す。弊社では、自動車運搬船,重量物運搬船,ばら積み船及びコンテナ船を管理・
配乗船しています。そのため、いろいろな船種に乗船する機会があり、多くの知識・技術・経験を得る
ことができるので、私の理想とする働き方と一致したため入社をしました。

③ 船内では基本日本人は一人でほかのクルーはフィリピン人やベトナム人です。定期的に誕生日パー
ティーやクリスマスパーティーを行い親睦を図り、国籍関係なくみんな協力して安全運航に努めていま
す。入港時は上陸してリフレッシュできることも魅力の一つです。

④ 初めて乗船したときは英語が全く話せなくコミュニケーションがとれませんでした。そのため、わ
からない単語は辞書で調べるなどして、積極的に会話をすることを心がけました。今でも英語は得意で
はありませんが日常的な会話は行えるようになりました。

⑤ 将来は、機関長となりその経験と知識を生かして陸上で船舶を管理する業務に携わることです。そ
のため、休暇中に上級免状の勉強も行っています。

⑥私は去年、海運が世界経済の土台を支えていると身をもって実感しました。新型コロナウイルスの影
響で多くの輸送手段が停止している中、船舶が物流の唯一の手段となっていたからです。
船員は普通の人たちからしてみたら影の薄い存在ですが、みんなが思っている以上にすごい仕事をして
いるんです。ぜひ、船員を目指していただき、すごい仕事を一緒にしましょう。
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① 今のお仕事はどのような業務ですか。④ 入社して大変だったことは。
② なぜ、今の会社へ入社したのですか。⑤ 今後の展望や目標はありますか。
③ 職場はどのような雰囲気ですか。 ⑥ 後に続く後輩たちへのアドバイスをお願いします。

堺屋 純さん（航海士） 大島商船高等専門学校 卒業

① 現在三等航海士として乗船しています。主な業務は消火設備、無線機器のメ
ンテナンス及び書類作成等です。出入港する際は船橋で船長の補佐を行います。
どれも安全な航海をする上で欠かせない仕事です。

② 学生の頃、外航船員になりたい！という想いのみで就職活動に臨みました。
しかし、実際に船会社の方と話をする機会というのは少なく、詳細な情報を集
めることが出来ませんでした。そんな中SECOJ の合同面談会に参加しました。会場では多くの船会社の
方と話をし、船種、航路、乗組員や休暇、給料形態そして会社の雰囲気などを見聞きし、それらの情報
から比較し、自分に合った今の会社に入社することが出来ました。日本人の少ないケミカルという分野
で上を目指したいということも入社の理由です。

③ 韓国、中国、ミャンマーの乗組員と共に乗船しています。多国籍なので文化の違いはありますが、
皆家族のように一緒に食事をし、ギターやゲームなどの娯楽をし、楽しく過ごしています。日本人は私
だけですが、寂しさを忘れるほど過ごしやすく、下船するまでがあっという間に感じたほどです。

④ ケミカルタンカーの構造、カーゴを理解することが大変でした。まだまだ勉強が足らないとも思い
ますし、とにかく忙しいです。バースシフトも多く、またPCCやコンテナ船などと違い本船荷役なので、
全て自分達で行います。睡魔と戦う日々もありましたが、慣れとは怖いもので上手く乗り越えることが
出来ました。

⑤ 船上での経験を積んでいき、ケミカルを正しく安全に扱えるようになりたいです。また、救命艇や
ECDISを熟知して航海士としてのスキルアップも目指したいです。大変で責任の大きなことですが、
Officerとして誇れるよう頑張っていきます。

⑥ 色々なことを聞いて、見て、経験し多くの知識を得るよう努力して欲しいです。そうやって得た能
力は、「自分のやり方」を見つけられて仕事が楽になり心の余裕ができます。頑張って下さい。

呉橋 和樹さん（航海士） 弓削商船高等専門学校 卒業

① 5隻経験後、船舶管理課で陸上勤務。船員担当として各船の乗組員
の配乗管理をしています。

② SECOJの合同面談会にて弊社採用担当と話す中で、外航船員として
活躍したいと強く感じたからです。

③ フィリピン人のみの船とインドネシア人、韓国人の混乗船の2つのタイプがあり、どちらかに日本
人が混乗する形となります。文化や言語の違いはあれど、船内はみな家族のような雰囲気で、休憩中は
一緒に映画やアニメを見たり、ゲームをしたりなど仲良く生活しております。

④ 乗船勤務で大変なことは、検船です。検船は航海士として責任重大な仕事の一つで、船の状態や
日々の整備能力、航海士としての知識などを厳しく確認されます。問題なく検船が終了したときには、
達成感と自身の成長を感じられました。

⑤ 今までの乗船経験をもとに、乗組員の不満やストレスを少しでも払拭し、更に良い環境を作ること
を目標に陸上からしっかりサポートできる人材になりたいと考えております。

⑥ 外航船員を目指すのであれば、最低限の英語が必要です。全く話せない状態からでも3カ月程度乗
船すれば自然と話せるようになります。ですが、今のうちに外国人と話す機会を増やして、英語に慣れ
ることを意識してみてはいかがでしょうか。
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