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「教育施設のご紹介」

来たれ！未来の船員諸君！
国立唐津海上技術学校

佐賀県唐津市

独立行政法人海技教育機構に属する国立唐津海上技術学校
の校長先生をはじめ、実際に教壇に立たれている先生や若さ
あふれる生徒たちをリポートした。

本校は昭和15年に設立され、以来4745名もの卒業生を海運業界その他に送り出している歴史あ
る学校です。現在、卒業時には４級海技士の航海、機関の筆記試験が免除となり、さらに６ヶ月の
乗船実習科に進学して履歴を付けることにより、４級海技士免許が取得可能です。就職先は内航船
社が主で、就職率はここ数年100％を維持しています。また、入学者も応募倍率が2.5倍前後を保
つ状況となっています。
就職先となる内航船は、近年省力化機械化が進み、従来からある知識技術に加えて、新しい技術
や機器に対する知識、荷役管理能力が求められており、業界が求める要件も
高くなってきています。本校では船員経験者でもある教員がこれらを教授
し、就職後も新しいことを吸収し、変化に対応できる能力を身に付けるよう
教育を行っています。また、内航船は少人数でかつ幅広い年齢層の乗組員が
多く、このような船内生活に適応できるよう、寮生活を通じて、集団生活や
規律を学びさらにコミュニケーション能力を身に付けるような資質教育にも
力を入れています。
校長 園田
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忠

海上実習

アーク溶接

問事項

先生へのご質
・役職

がな）

・氏名（ふり
・出身県

る若者へ
を目指してい
①全国の船員
るもの
員に求められ
船
の
ら
か
れ
②こ

座学

ロープワーク

航海科教諭
佐々木

亮（ささきりょう）

北海道
① 『船員』は、日本経済と私たち
の暮らしを支える重要な職業です。資源が乏しい我
が国においては、様々な原料を海外から輸入し、世
界に誇る ｢高度な生産技術｣ で製品化、そして世界
各国へ輸出しています。これらの重要な経済サイク
ルの大部分を担っているのが ｢船舶｣ であり、その
｢船舶｣ を安全・安定的に運航するのが『船員』の
使命です。
船員を目指している皆さん、一生懸命勉強して１
日も早く、｢大海原｣ で活躍してくれることを心よ
り期待しています。
② 『船員』は陸上の職業とは違い、数ヶ月間の連
続勤務が要求されます。また、｢仕事場｣ と ｢生活

質問事項
生徒さんへの
（ふりがな）
・学年 氏名

の場｣ も同じである特殊な環境です。このような職
場環境で新人船員に求められる資質は、｢元気な挨

・出身県
した動機
①船員を目指

拶｣ ｢やる気｣ そして ｢コミュニケーション能力｣
が必要であると思います。

②将来の夢
等
しかったこと
③入学して楽
輩達へ
員を目指す後
④これから船
ど
の過ごし方な
⑤趣味・休日
）
んなことでも
⑥その他（ど

実習

２学年
大瀬良

翔（おおぜらかける）

山口県
①

父がタンカーマンというのが一

番の動機です。話を聞いているだけで船員の大変さ
が伝わってきますが、それを悠然とこなしている父
船員ほけん 2016. ３・４
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の姿に憧れたためです。

釣りをしているとその日によっての一日の潮流の変

②

化も知ることができ船に乗った時にも役に立つので

自分もタンカーマンになって、誰からも、信頼

される船長になりたいです。

釣りをすることが趣味です。

③

⑥

男だけの学校生活と寮生活が楽しいです。みん

自分は将来、内航船舶の航海士になりたいと考

なと毎日、楽しく話したり、はしゃいだりするのが

えているので普段の生活態度や、あいさつをしっか

一番の楽しい時間です。寮生活ではいろいろ学べ、

りする等、新人船員として、要求される基本的な資

以前の自分よりも大きく成長できます。

格を残りの学校生活で身に付けたいです。

④

実習で初めて学校の練習船を動かした時は本当

にこれまでにない感動と充実感を覚えました。他に

２学年

も、普通高校では決して体験できない貴重な体験が

吉浦

できますし、海や船が好きな人にとって本校は最高

長崎県

悠斗（よしうらゆうと）

の学校です。

①

⑤

休日の過ごし方は、主に買い物に出かけたり、

から船に乗って手伝いをしたり、沖釣りなどをして

グランドで体を動かして遊んでいます。休日を使っ

いくうちに船への関心が芽生え、いつか大きい船で

て疲れをとったりストレスの解消ができます。

働きたいと思い船員になろうと思いました。

⑥

②

残り少ない学校生活と寮生活でクラスの仲間と

楽しく過ごして、充実した学校生活を送りたいです。

私の父が漁師であり、小さい頃

将来コンクリート等の原料となるセメントを大

量に運搬するセメント船に乗り活躍したいと考えて
います。

２学年

③

川部

ついて話したのが印象深いです。本校は船乗りを目

卓哉（かわべたくや）

福岡県
①

同じ目標を持つ同級生と将来についてや船種に

指して入学し勉強する学校であるため、船への魅力

幼い頃から海上保安庁職員とし

を語り合えることができました。

て海で働く父を見ていたので、その姿に憧れて自分

④

も海で働くことのできる船員に興味をもち、船員を

たくさんあると思います。しかし、仕事を一生懸命

志しました。

やり遂げた後の達成感は、とても大きいと思いま

②

本校を卒業後、内航船舶の貨物船で航海士とし

す。また内航海運は日本経済を支える重要な産業で

て経験を積み、その経験を生かして、海上保安庁へ

あるため、期待も集まっています。みなさんも、ぜ

の道も考えています。

ひ船員を目指して下さい。

③

⑤

同じ年代の仲間達と、寮生活という厳しい環境

船員とは陸上にいる時間が少なく苦しいことが

私は、休日の時は釣りをしたり時によっては沖

の中で助け合いながら、一般の高校生では経験でき

に出て漁の手伝いをしています。主にイカ釣りをし

ない学生生活を楽しむことができたことです。

たりして休日を過ごしています。趣味は小学の頃か

④

らしている野球です。

教官方がいつも言われているあいさつと掃除を

普段から心掛けることが学生生活だけでなく、船に

⑥

乗った時も役に立つと思います。

休みです。辛い時もありますが達成感も大きく、と

⑤

てもやりがいのある職業であると思います。

休日は趣味である釣りをすることが多いです。

救命いかだ訓練
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信号訓練

船員とは、内航では基本３ヶ月乗船し１ヶ月の

救命講習

乗船式

知識・技術が最も要求されるため、少しずつでも信
１学年

頼される船員になるための努力をしていくことが大

赤塚

切だと思います。

仁平（あかつかじんぺい）

福岡県
①

⑤

私が船員を目指した動機は、父

休日は友達と買い物へ行ったり、釣りを楽しん

だり、学校に常備してある道具を使い、体力向上の

が船員で幼いころから、船の話をたくさんしてくれ

ための筋トレやランニングをしています。

て楽しそうだと思い船員になろうと思いました。

⑥

②

と協力しながら自律することができる環境です。

将来の夢は、大型タンカーの船長になることで

寮生活は船内生活を意識して狭いながらも仲間

す。
③

クラスのみんなで三井グリーンランドに行った

１学年

ことです。

古川

④

長崎県

この学校は、規則や規律、あいさつなどが厳し

剛志（ふるかわつよし）

いので、日々の寮生活を通して、確実に身に付けら

①

れると思います。

乗り、手伝いをしていたため、少しずつ、海上での仕

⑤

事に興味を持ち始め、船員になろうと決意しました。

趣味は釣りです。放課後に、学校の近くの海で

父親が漁師で小さい頃から船に

釣りを楽しんでいます。

②

⑥

この学校に入学してよかったと思うことは専門

し、調査船の航海士になることを目標に、日々、努

知識や技術、寮生活では、団体生活を習得すること

力し他の生徒の模範となるように頑張っていきたい

ができ、充実した毎日を送っています。

です。
③

在学中に三級海技士（航海）の筆記試験に合格

校内の遠足で、三井グリーンランドに行き、友

１学年

達と１日中楽しんだことです。

田中

④

銀二（たなかぎんじ）

長崎県
①

船員は大変な仕事ですが、船員になりたいと思

う強い意志を持つことによって、ある程度の辛い事

私の父と兄は船員で、小さい頃

も乗り越えていくことができると思うので、しっか

に父の乗っている巻網漁船に乗せてもらい、その

りと努力して、自分の目標を実現させて下さい。

時、機関室や船橋を見た時、私も将来、大型船に乗

⑤

りたいと思い船員を志しました。

時間があればカラオケやボウリングなどに行き友人

②

達とエンジョイしています。

私は将来、タンカー船の機関長を目指している

休日は音楽を聞いたり友達と買い物に行ったり

ので、そのために必要な知識・技術を身につけ、他

⑥

の船員にも認められる立派な機関士になりたいで

ます。船では、24時間、誰かが当直をし、次の当

す。

直のために休養している人がいます。寮生活におい

③

球技大会で行ったバレーボールが楽しかったで

ても、自由時間であっても、勉強している人や、体

す。練習期間は短かったですが、クラス全員で楽し

調が悪く、休んでいる人もいるので、常に思いやり

くやれたことが一番の思い出です。

を持って寮生活を送る訓練をしています。

④

私達は、船内生活を意識した寮生活を送ってい

船員になるには、上司に対する態度や、体力、

寮生活

学校行事（帆船祭り見学：長崎）

卒業式
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