
記　事　欄 写　　真

広報担当大学

担当地方協力本部 千葉地方協力本部

氏　名 井野内　雅大

性　別 男

出身地 宮崎県延岡市

出身大学 近畿大学

階　級 ２尉

所属部隊等名 第２高射特科群第３３５高射中隊

職　名 射撃小隊長

駐屯地・基地名 朝霞駐屯地

普段の仕事

　１０代から５０代の幅広い年齢層
の隊員と仕事をしています。訓練計
画を作成したり、小隊運営を実施し
ています。また、訓練から人材育成
まで多岐にわたる業務を担当してい
ます。

部隊等紹介、
トピックなど

　都心に近い朝霞に所在し、５９人
で構成されている中隊です。高射部
隊として、首都圏の防空を行ってい
ます。現在は、２年に１度、アメリ
カで行われる実射訓練に向けて準備
をしています。

プライベート
（趣味、クラブ
活動など）

　フットサル、テニス、野球（ス
ポーツ全般）、おいしいものを食べ
る、最近はドライブ

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・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

　自衛隊の仕事は幅広く、他では代替することができない重要な
役割を担っています。また、自分が成長できる仕事だと思いま
す。少しでも興味がある人は何でも質問してください。
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記　事　欄 写　　真

広 報 担 当 大 学

担 当 地 本 千葉・東京

氏 名 田中　祐貴

性 別 男

出 身 地 千葉県

出 身 大 学 大東文化大学

階 級 ２尉

所 属 部 隊 等 名 東通群105基シ大317基通中

職 名 北宇都宮派遣隊長

駐屯地・基地名等 北宇都宮駐屯地

１　普段の仕事

駐屯地の電話交換からシステム
に至るまで駐屯地の通信に関す
る業務全般を請け負っていま
す。

教育隊支援で学生達の先頭を走るこ
ともあります。

２　部隊等の紹
　介、トピック

　通信科に所属
 基地通信は外からの電話等を
繋ぐ駐屯地の窓口として24時間
態勢で勤務しています。
　少数部隊ですが専門的な技能
をもった部下を指揮し、通信の
ニーズに速やかに対処できるよ
う訓練にも励んでいます。

訓練中部下に指示

３　プライベート
　（趣味、クラブ
　活動など）

　野球と大学時代から始めた登
山を現在も続けています。ま
た、休日を利用して国内の様々
な場所へ出掛け、美味しい物を
食べたり、観光したりと充実し
た余暇を過ごしています。

箱根旅行を満喫

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

　大学で培った自分の強みと自信をしっかりもって取組めば大
丈夫！幹部自衛官への道は決して楽ではありませんが、防大、
一般大の同期の皆と本気でぶつかり、辛い時は互いに助け合う
ことで乗り越えることができます。
　色々な人から刺激を受け、自分の成長を感じられる充実感こ
そ幹部自衛官の魅力です。
　君達が将来我々の後輩として自衛隊で活躍してくれる日を楽
しみにしています。



記　事　欄 写　　真

 広報担当大学

 担当地方協力本部 茨城・千葉地本

 氏　名 小沼　龍太郎

 性　別 男

 出身地 茨城県

 出身大学 慶應義塾大学

 階　級 ３尉

 所属部隊 第２０３整備補給隊、第３術科学校

 職　名 幹部学生

 駐屯地、基地 下総航空基地

　普段の仕事
基地で運用する航空機の維持整備及
び、航空機が安全に運行できるよ
う、各作業の指揮、監督。

　　勤務・訓練等を実施して
いる写真を貼付

　部隊紹介、トピッ
クなど

パイロットや搭乗員の養成機関の一
部として、航空機、搭載装備品、航
空機の運用に直接必要な装備品など
の整備を行っています。

　プライベート
（趣味、クラブ活動
など）

ドライブ、旅行、料理

私の仕事、
幹部自衛官
の仕事など

私はグローバルかつ他にはないやりがいのある仕事がしたいと思
い、海上自衛隊への入隊を決めました。海上自衛隊は、様々な職種
があり、自分にあうものがきっと見つかります。是非職業の選択肢
の一つとして考えてみてはいかがでしょうか。

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、正面向き、
制服及び私服可）

後輩へのメッセージ



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 千葉地方協力本部

氏　名 久保田　祐介

性　別 男

出身地 岩手県盛岡市

出身大学 同志社大学

階　級 １等海尉

所属部隊 海上自衛隊 航空補給処

職　名 航空機補給課 補給班 官給係長

駐屯地・基地名 海上自衛隊 航空補給処

普段の仕事
海上自衛隊の保有する航空機につい
て、修理に必要な部品を会社に引き
渡す仕事をしています。

写　真

部隊等紹介、
トピックなど

海上自衛隊航空補給処は、千葉県木
更津市に所在しており、海上自衛隊
の保有する航空機について、整備・
修理に必要な物品の取得、故障及び
修理への対応を主任務としていま
す。

写　真

プライベート
（趣味、クラブ
活動など）

ドライブや釣り等で余暇を過ごして
おります。

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
多種多様な職域が協力し合って、ひとつの任務を遂行している組
織です。あなたがやりたいこと、活躍できることがきっと見つか
ります。



記　事　欄 写　　真

広報担当大学

担当地方協力本部 千葉地方協力本部

氏　名 萩原　豪

性　別 男

出身地 神奈川県

出身大学 新潟県立大学

階　級 ２等海尉

所属部隊 海上自衛隊横須賀造修補給所

職　名 調整係長

駐屯地・基地名 横須賀地方総監部

普段の仕事

　部隊の訓練や行事の企画立案、他
部隊もしくは、一般企業との調整を
実施しています。皆さんがイメージ
しやすい例としては、企業の案内窓
口係や総合調整係だと思います。忙
しい配置ですが、やりがいを感じて
います。

写　真

部隊等紹介、
トピックなど

　横須賀造修補給所は、横須賀に在
籍する艦艇の修理や、燃料、食料な
どの補給を担っています。前線で戦
う船を後方からバックアップする大
切な部隊です。

写　真

プライベート
（趣味、クラブ
活動など）

　長い休暇が取得できた場合は、旅
行に出かけます。美味しいものを求
めて各地を周っています。他にも、
運動やスポーツ観賞、動画観賞など
平日のプライベートも充実していま
す。

写　真

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
　自衛官の仕事がどのようなものか、疑問や不安があると思いま
す。公務員の中でも、特殊な職業である自衛隊の魅力や厳しさを
嘘偽りなく伝えられたらと思います。



記　事　欄 写　　真

広報担当大学

担当地方協力本部 千葉・神奈川地方協力本部

氏　名 大石　悠太

性　別 男

出身地 静岡県

出身大学 専修大学

階　級 ３等空尉

所属部隊 中警団中防群防管隊

職　名 兵器管制

駐屯地・基地名 入間基地

普段の仕事

要撃機の管制をする資格取得に向
け、訓練に励んでいます。資格取得
後は対領空侵犯措置等の実任務に就
いて、国防の一翼を担います。兵器
管制官の特技を取得するために多く
のことを学ぶ必要があり、大変では
ありますが、やりがいを感じていま
す。

写　真

部隊等紹介、
トピックなど

日本の空を守るため、２４時間態勢
で警戒監視をしています。また、要
撃機の管制のみならず、弾道ミサイ
ル対処（ＢＭＤ）も担っており、防
空システムの要といわれる部隊で
す。

写　真

プライベート
（趣味、クラブ
活動など）

趣味のカメラを持って観光したり、
親しい友人と過ごしたりしていま
す。埼玉県にも観光地は多いのです
が、歴史的建造物の多い京都で、歴
史の尊さを感じながら、カメラを構
えて古都を散策するのが好きです。

写　真

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

後輩へのメッセージ

航空自衛隊には様々な特技があり、それらが緊密な連携をするこ
とにより航空機の運用ができる。いわゆるかけ算の組織です。私
の特技は兵器管制であり、要撃機を管制して我が国を防衛するこ
とが主な任務です。国防に少しでも興味のある方、ぜひ一緒に勤
務しましょう。



記　事　欄 写　　真

広報担当大学

担当地方協力本部 千葉地方協力本部

氏　名 髙田　侑希

性　別 男

出身地 千葉県

出身大学 帝京大学

階　級 ２等空尉

所属部隊 第７航空団会計隊

職　名 契約係長

駐屯地・基地名 百里基地

普段の仕事

私の主な業務は、基地で必要とする
ものを契約することです。
日常的に使う光熱費等の支払い、隊
員の食事に使う食材や事務用品等の
購入、業者への作業委託等、全て基
地と会社の契約で始まります。
契約班という部署で、業務を分担し
ながら基地の運営に支障が出ないよ
うに業務を実施しています。

部隊等紹介、
トピックなど

百里基地は８つの部隊があり、その
中でも第７航空団は首都圏唯一の戦
闘航空団です。そのため、自衛隊内
外を問わず多くの見学者がきていま
す。また百里基地は３年に１度の航
空観閲式が実施される基地であり、
当日は内閣総理大臣が来られます。

プライベート
（趣味、クラブ
活動など）

プライベートでは、異動先の県での
観光を楽しんでします。その県に住
むことになるので、地域の文化にも
触れる機会があります。また、雨の
日などは映画を見に行ったりしてい
ます。

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
国防に関わる自衛隊の仕事はやりがいや魅力があります。
ぜひ一緒に仕事しましょう。



記　事　欄 写　　真

広報担当大学

担当地方協力本部 千葉地方協力本部

氏　名 後藤　春菜

性　別 女

出身地 千葉県

出身大学 慶應義塾大学大学院

階　級 ３等空尉

所属部隊 第７航空団第３０１飛行隊

職　名 整備小隊付

駐屯地・基地名 百里基地

普段の仕事

私の主な業務は、第３０１飛行隊が
持つ航空機の整備業務の管理です。
毎朝パイロットに対して、整備に関
するブリーフィングを実施していま
す。日中は整備の監督を行い、飛行
後にはその日行った整備内容や実施
予定の整備について確認し、次の日
の朝の用意をします。

部隊等紹介、
トピックなど

第７航空団は首都圏唯一の戦闘航空
団であり、首都防空の要です。領空
侵犯等に備えたスクランブル発進の
待機や、パイロットの飛行訓練等を
行っています。私の所属する第３０
１飛行隊はカエルマークの飛行隊
で、最後まで残るＦ‐４部隊です。

プライベート
（趣味、クラブ
活動など）

趣味は学生時代から続けているパラ
グライダーです。週末天気の良い日
には筑波山の近くへ飛びに行きま
す。百里基地から非常に近いので充
実した週末を送ることができていま
す。雨の日は読書等をしています。

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

後輩へのメッセージ
自衛隊の幹部自衛官は日本一かっこいい職業だと思います。
一緒に頑張りましょう。



記　事　欄 写　　真

広報担当大学

担当地方協力本部 千葉地方協力本部

氏　名 松井　勇大

性　別 男

出身地 福岡県大牟田市

出身大学 佐賀大学

階　級 ２等空尉

所属部隊 第１高射群第１高射隊

職　名 高射整備幹部

駐屯地・基地名 市ヶ谷基地

普段の仕事

高射整備幹部として、高射器材を管理し
故障発見時に陣頭指揮するほか、整備員
の指揮監督を行い、安全かつ迅速に任務
が遂行できるような職場づくりを実施し
ています。

写　真

部隊等紹介、
トピックなど

第１高射群第１高射隊は、習志野駐屯地
の一角に本拠を置く高射部隊です。我々
の任務は、飛来する敵航空戦力をミサイ
ルで撃墜することであり、特に我々第１
高射隊は首都圏防空を担う最後の砦とし
て任務を遂行しています。

写　真

プライベート
（趣味、クラブ
活動など）

私は昔から歴史にまつわる観光地を巡る
ことが趣味で、城や寺院、遺跡等を巡っ
ており、時代については特に問わず幅広
く訪れています。現在は日本１００名城
の制覇を目標にしています。

写　真

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

幹部自衛官は部隊を指揮する指揮官であり、幹部の行動一つで部隊の
動きは大きく変わるため、大きな責任を伴う仕事となります。困難に
直面することもありますが、任務を完遂したときの達成感もまた格別
です。ぜひ幹部自衛官になって、私たちと達成感を共有しましょう。


