
記事欄 写真

広報担当大学

担当地方協力本部 埼玉・千葉地方協力本部

氏　名 鳴海　麗美

性　別 女

出身地 熊本県人吉市

出身大学 川崎医療福祉大学

階　級 ３等陸尉

所属部隊 第１高射特科大隊第２中隊

職　名 射撃小隊長・訓練幹部

駐屯地、基地 駒門駐屯地

普段の仕事

　普段は、訓練計画や命令の作
成が主な仕事です。計画を作成
する過程で、他部隊や地方自治
体と調整をする場面も多くある
ため、様々な方と関わることが
できます。幹部室でのパソコン
業務だけでなく、現場に出た際
は陸曹陸士と一緒に楽しく仕事
をすることができています。

　

部隊紹介、トピッ
クなど

　第１高射特科大隊は、師団隷
下唯一の高射特科部隊であり、
首都防空の任務を有していま
す。年に一度、北海道で実弾を
扱った訓練を実施しており、小
隊長はその際の射撃指揮を執り
ます。ミサイルを発射させるの
も小隊長なので、大きなやりが
いと貴重な経験を得ることがで
きる訓練です。

プライベート（趣
味、クラブ活動な
ど）

　走ることが好きなので体力練
成と気分転換を兼ねてランニン
グしたり、本を読んだりして休
日は過ごしています。また、同
期と連絡をとって近況報告をし
あってお互いを励ましあったり
しています。

　

項目

基本情報

私の仕事、
幹部自衛官
の仕事など

カレッジリクルータメッセージシート

後輩へのメッセージ

　辛いことも苦しいことももちろんありますが、部下や同期
と一緒にがむしゃらに頑張りやり遂げた時の達成感、充実感
や楽しさは比べ物になりません。貴重な出会いや経験が沢山
できる環境で働いてみませんか？

年1度の対空実射検閲の様

幹部室での恒常業務の様

職種学校の同期たち



記事欄 写真

広報担当大学

担当地方協力本部 埼玉地方協力本部

氏　名 小山　純平

性　別 男

出身地 埼玉県東松山市

出身大学 大阪大学

階　級 ３等陸尉

所属部隊 第１施設大隊

職　名 小隊長

駐屯地、基地 朝霞駐屯地

普段の仕事

　訓練の計画を立てたり、小隊
長として訓練に参加したり、中
隊長を補佐したりと、業務は多
岐にわたります。

部隊紹介、トピッ
クなど

　第１施設大隊は、日本の首都
防衛の任を担う施設科部隊で、
朝霞駐屯地に所在しています。

プライベート（趣
味、クラブ活動な
ど）

　休日には、東京で遊んだり、
家で本を読んだり、自衛隊に
入ってから始めた登山などをし
てリフレッシュしています。

項目

基本情報

私の仕事、
幹部自衛官
の仕事など

カレッジリクルータメッセージシート

後輩へのメッセージ
　先行き不透明な国際情勢の中で、日本の平和を守る力を持
つ組織で働くことは、とてもやりがいを感じることができま
す。

荒川での漕舟練成

公園巡り、目白庭

園



記事欄 写真

広報担当大学 東京理科大学

担当地方協力本部 埼玉地方協力本部

氏　名 須貝　遥

性　別 男

出身地 埼玉県春日部市

出身大学 東京理科大学

階　級 ３等陸尉

所属部隊 東部方面通信群

職　名 駒門派遣隊長

駐屯地、基地 駒門駐屯地

普段の仕事

　駒門駐屯地の通信幕僚として
駐屯地の通信業務の補佐をして
います。また、派遣隊長として
隊員の指導及び業務の監督を主
に行っております。

　事務室での勤務の様子

部隊紹介、トピッ
クなど

　東部方面通信群は東部方面管
内の通信を担っており、第１０
５基地システム通信大隊では東
方管内の駐屯地の通信を維持運
営しています。私の所属してい
る駒門駐屯地では１４個部隊あ
り約１１００名が勤務していま
す。

　部隊新編に伴う電話工事

プライベート（趣
味、クラブ活動な
ど）

　趣味はランニングやサイクリ
ング等の体力練成と寺院巡りな
どをしながらの旅行といった日
本の文化に触れることで、これ
らをバランスよく楽しみ、心身
の充実を図る休日を過ごしてい
ます。

　新年に隊員と神社で参拝

項目

基本情報

私の仕事、
幹部自衛官
の仕事など

カレッジリクルータメッセージシート

後輩へのメッセージ
　右も左も分からなかった私も周りの先輩が優しく指導して
もらい日々成長することができました。新しい世界に挑戦し
てみようと思う方はぜひ希望してみてください。



記　事　欄 写　　真

広報担当大学

担当地方協力本部 埼玉・千葉地方協力本部

氏　名 植田　尚

性　別 男

出身地 神奈川県

出身大学 慶應義塾大学

階　級 ２等海尉

所属部隊 横須賀造修補給所誘導武器科

職　名 砲こう係長

駐屯地・基地名 横須賀基地

普段の仕事

　海上自衛隊で運用している艦艇の
整備や修理の管理を行っています。
　イメージとしては一般の事務職と
同じで書類仕事がメインであり、自
衛隊以外の人との調整も頻繁に行い
ます。
　それ以外に武器整備の手順書の作
成補助等も行っています。

写　真

部隊等紹介、
トピックなど

　私は横須賀造修補給所という部隊
で勤務しています。造修補給所とは
艦艇の整備や補給といった後方支援
を行っており、横須賀では約３０隻
の艦艇を支えています。
　その中で誘導武器科は、大砲やミ
サイルおよびそれに付随する様々な
機器の整備や修理を行っています。

写　真

プライベート
（趣味、クラブ
活動など）

　休みの日はドライブをしたりイン
ターネットで海外ドラマを見たりし
ています。
　職場の同僚と息抜きにバトミント
ン等の運動をすることもあります。

写真なし

私の仕
事幹部
自衛官
の仕事
など

カレッジリクルータメッセージシート

項　　目

基本情
報

　カレッジリクルータの写真を添
付（上半身・正面向き、制服でも
私服でも可）

後輩へのメッセージ

　特殊な仕事ではありますが、普通では出来ない経験や出会いが
多くあります。。
　また、きつい仕事があることも確かですが、自衛隊全体として
ワークライフバランスの向上にも取り組んでおり、誰にでも働き
やすい環境作りが進んでいます。



記　事　欄 写　　真

広報担当大学

担当地方協力本部 埼玉・千葉・富山・大阪地本

氏　名 井口　みな

性　別 女

出身地 岐阜県

出身大学 富山大学

階　級 ２等海尉

所属部隊 横須賀地方総監部経理部

職　名 経理課経理係

駐屯地／基地 横須賀地方総監部

普段の仕事

　経理部の庶務総括として、経
理部における業務が滞らず実施
されるよう、予定管理、文書処
理、部内外との業務調整等、あ
らゆる庶務業務を行っていま
す。また、横須賀地区で発生す
る通信料の支払いも担当してい
ます。
　最近は、対米調整等語学を活
かした仕事も任していただける
ようになってきました。

部隊紹介、トピッ
クなど

　横須賀地方総監部は横須賀地
方隊の本拠地です。経理部で
は、地方隊に属する各部隊のお
金の管理をしています。５つの
課室から成り立っており、契約
から支払まで一連の業務を行う
ことで、横須賀地区に在籍する
陸上部隊及び横須賀在籍艦艇に
対し後方支援を行っています。

プライベート
（趣味、クラブ
　活動など）

　帰宅後や休日は、スキルアッ
プのため、簿記、英語、フラン
ス語を勉強しています。
　特に、横須賀に来てからは、
Skypeを利用して、外国人の先
生からフランス語を習っていま
す。

カレッジリクルータメッセージシート

基本情報

項　　目

カレッジリクルータの写真を
添付
（上半身及び正面向き、制服
でも私服でも可）

後輩へのメッセージ

私の仕事
幹部自衛
官の仕事
など

　誇りとやりがいのある仕事です。「国防」に直接携わること
ができるのは、自衛官しかありません。
　さらに、自衛隊には様々な職種があります。誰でも活躍でき
る場面があります。自衛隊で貴方のスキルを活かしてみません
か？



記　事　欄 写　　真

広報担当大学

担当地方協力本部 埼玉・神奈川地方協力本部

氏　名 中村　有里

性　別 女

出身地 神奈川県横浜市

出身大学 横浜薬科大学

階　級 ２等空尉

所属部隊 中警団基群衛生隊

職　名 薬剤衛生資材班長

駐屯地／基地 入間基地

普段の仕事

　薬局における調剤業務や衛生
資材物品等の調達業務、予算の
適正管理と多岐にわたる業務を
行っております。さらに射撃訓
練や救急救護に関する教育を行
うこともあります。

部隊紹介、トピッ
クなど

　衛生隊は、医療資格を保有す
る隊員が多く所属しており、パ
イロットをはじめとする自衛隊
員の健康管理を行うとともに環
境衛生、食品衛生業務を行って
います。

プライベート
（趣味、クラブ
　活動など）

　趣味はエレクトーンや音楽鑑
賞です。様々な音楽に触れるこ
とで気持ちを切り替えることが
でき、心身の充実を図る休日を
過ごしています。

カレッジリクルータメッセージシート

基本情報

項　　目

後輩へのメッセージ

私の仕事
幹部自衛
官の仕事
など

　日本全国の勤務地で薬剤師として幹部自衛官として、様々な
業務ができることが魅力です。
　ぜひ、自衛隊で、薬剤幹部として働いてみませんか？



記事欄 写真

広報担当大学

担当地方協力本部 埼玉地方協力本部

氏　名 松本　侑也

性　別 男

出身地 埼玉県所沢市

出身大学 駒沢大学

階　級 ３等空尉

所属部隊 第１高射群第４高射隊

職　名 高射整備幹部

駐屯地、基地 入間基地

普段の仕事
　整備幹部として整備作業の指
揮監督をしています。その他に
は事務的な仕事もしています。

部隊紹介、トピッ
クなど

　第１高射群は首都圏の防空を
担う重要な役割を持っていま
す。
　アメリカでの実弾射撃訓練な
ど国外での訓練も行っていま
す。

プライベート（趣
味、クラブ活動な
ど）

　趣味はラグビーです。休みの
日にはスタジアムに観戦しに
行ったりしています。
　学生の頃にラグビーをやって
いたので今でもたまにラグビー
をやって体力練成に励んでいま
す。

項目

基本情報

私の仕事、
幹部自衛官
の仕事など

カレッジリクルータメッセージシート

後輩へのメッセージ

　自衛隊は国内の勤務だけでなく海外での勤務や訓練なども
できます。教育制度も整っていて必要な知識・技能に関して
は段階的に丁寧に教えます。
　就職活動はいろいろ不安ではあると思いますが、皆さんと
一緒に働けることを楽しみにしています。



記事蘭 写真

広報担当大学

担当地方協力本部 埼玉・大阪地本

氏　名 徳田　弘一

性　別 男

出身地 広島県

出身大学 同志社大学

階　級 ３等空尉

所属部隊 第３補給処

職　名 在庫統制課 緊急処理班長

駐屯地、基地 入間基地

普段の仕事

　パソコンを用いて関係部署と
調整をしたり、資料の作成を行
いつつ、班員の仕事状況を掌握
し、部隊の要求に応える仕事を
しています。

　勤務、訓練等を実施して
いる写真を添付

部隊紹介、トピッ
クなど

　私の所属する第３補給処は航
空自衛隊の通信電子器材、写真
器材及び気象器材にかかわる保
管、補給、整備及び調達業務を
行っています。中でも在庫統制
課は写真のようにデスクワーク
が中心となっています。

　部隊の訓練、活動、勤務
環境などがわかる写真を添
付

プライベート（趣
味、クラブ活動な
ど）

趣味：筋トレ
職場には筋トレできる道具が沢
山あるため時間を見つけては体
力練成に励んでいます。

　プライベートを紹介する
写真を添付

項目

基本情報
　カレッジリクルータの写
真を添付（上半身、正面向
き、制服及び私服可）

私の仕事、
幹部自衛官
の仕事など

カレッジリクルータメッセージシート

後輩へのメッセージ
非常に多種多様な業務があるため、自分がやりたいと思う仕
事が見つかると思います。民生の安定に携わる唯一の仕事で
ある自衛隊で活躍してみませんか？


