
記　事　欄 写　　真

広報担当大学 日本大学等

担当地方協力本部 東京・静岡地本

氏　名 足立　美彩季

性　別 女性

出身地 静岡県三島市

出身大学 日本大学（国際）

階　級 ３等陸尉

所属部隊 第１特科隊第４中隊

職　名 前進観測班長

駐屯地／基地 北富士

普段の仕事

　計画の作成や個人貸与物品等
の管理をしています。また演習
場整備等の長になって全般を指
揮・統制し、円滑に業務を処理
しています。写真は演習場整備
時の写真です。

部隊紹介、トピッ
クなど

　北富士駐屯地は、山梨県で唯
一の駐屯地であり、山梨県全域
を災害等の担当区域としていま
す。また、第１特科隊は１０５
ミリ榴弾砲による国賓への礼砲
任務を与えられています。礼砲
業務は外務省等との調整があり
失敗が許されない非常に重要な
任務です。

プライベート
（趣味、クラブ
　活動など）

　休日は、同期や友人と山梨県
内を観光したり、ＢＢＱ、ドラ
イブをして楽しんでいます。

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

　自衛隊への入隊に不安があると思いますが、幹部候補生
学校で１から優しく教えてもらえます。また職種決定後に
もその職種の初級幹部として教育を受けるためサポートは
充実しています。一緒に頑張りましょう。



記　事　欄 写　　真

広報担当大学 日本大学等

担当地方協力本部 東京地方協力本部

氏　名 小林　拓也

性　別 男

出身地 千葉県市原市

出身大学 日本大学（法）

階　級 ３等陸尉

所属部隊 第１特科隊第２中隊

職　名 前進観測班長

駐屯地／基地 北富士駐屯地

普段の仕事

普段は北富士駐屯地や付近の演
習場において、教育訓練の企
画・実施、装備品の整備等をし
ています。訓練の時には、前進
観測班長として大砲の射撃の観
測を行い、目標に命中するよう
修正しています。

部隊紹介、トピック
など

第１特科隊は、首都圏の防衛を
担任する第１師団隷下の火力戦
闘部隊であり、大口径の火砲を
装備して作戦地域全域にわたり
火力戦闘を行うとともに、他部
隊に協力しています。また、自
衛隊唯一の礼砲部隊であり、国
賓が来日した際には、礼砲を実
施します。

プライベート
（趣味、クラブ
　活動など）

休日には趣味であるドライブや
映画鑑賞、読書を楽しんでおり
ます。また、山梨県は東京など
の都心にも比較的出やすいた
め、いろいろな所へ行くことが
でき、リフレッシュすることが
できます。

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

自衛隊は、国防・災害派遣・国際協力など普通の社会人では経
験できない仕事をすることができ、非常にやりがいがありま
す。ぜひ自衛隊を人生の選択肢の一つとして考えてみてくださ
い。



記　事　欄 写　　真

広報担当大学 日本大学等

担当地方協力本部 東京地方協力本部

氏　名 小林　隼

性　別 男

出身地 栃木県宇都宮市

出身大学 日本大学

階　級 ３尉

所属部隊等名 第２高射特科群第３３５高射中隊

職　名 副射撃小隊長

駐屯地・基地名 朝霞駐屯地

普段の仕事

　大きくは訓練計画を作成したり、
小隊運営を実施しています。また、
訓練では隊員とともに練度向上に励
んでいます。

部隊等紹介、
トピックなど

　部隊では幅広い年齢層の隊員とと
もに勤務しており日々刺激を受けて
います。また部隊は都心に近い朝霞
に所在し、首都圏の防空任務を担っ
ています。２年に１度、アメリカで
実射訓練を行う等やりがいのある仕
事をしています。

プライベート
（趣味、クラブ
活動など）

　サッカー、バスケ、ボクシング
（スポーツ全般）、映画鑑賞

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

　自衛隊は自分を成長させることのできる環境が整っており、非
常にやりがいのある仕事です。一緒に日本の未来を守りましょ
う。

http://eawww.c3i.jgsdf.go.jp/ie/photo/img/photo/event/e04.jpg


記　事　欄 写　　真

広報担当大学 日本大学等

担当地方協力本部 自衛隊東京地方協力本部

氏　名 荘司　優

性　別 男

出身地 千葉県　柏市

出身大学 日本大学

階　級 ３等陸尉

所属部隊 第１普通科連隊第５中隊

職　名 小銃小隊長

駐屯地／基地 練馬駐屯地

普段の仕事

・訓練計画等の作成
　普段は、上級部隊から示される訓
練の大綱に基づき、訓練の計画作成
や上司への指導受け等を行います。
・小隊の指揮
　訓練や演習の際には、小隊長とし
て偵察、調整、命令下達、戦闘指導
等といった指揮官としての仕事を実
施します。
・支援業務
　企業の新入社員の体験入隊や、予
備自衛官の招集訓練、担当する区の
防災訓練等に参加するなど、様々な
支援業務を実施しています。

部隊紹介、トピッ
クなど

　私が所属する第１普通科連隊は、
関東地域の１都６県を担当する第１
師団のお膝元、東京の練馬駐屯地に
駐屯する部隊であり、１番のナン
バーを有することから「頭号連隊」
と呼ばれています。任務は首都の防
衛・警備災害対応等であり、有事に
備えて市街地における戦闘を含む戦
闘訓練を実施しています。
　また、東京２３区の各行政機関と
連携して防災訓練を実施したり、国
家行事に参加しています。 体力検定を受ける隊員たち

プライベート
（趣味、クラブ
　活動など）

  趣味は、映画鑑賞・ゲーム・マン
ガ鑑賞・飲み会・カラオケ・ボーリ
ング・ダーツ・スキーなどです。自
衛官は飲み会が多く、酒に強い人も
多いです。私も毎週のように職場の
上司や部下、同僚と飲み会に行って
ます。飲み会で円滑なコミュニケー
ションが取れていると、仕事の際も
何かと助かります(笑)。でも、毎日
そんな日だと疲れるので、週一回は
一人でのんびりゲームしたり、マン
ガ喫茶でごろごろしてます。

私の仕事
幹部自衛
官の仕事
など

  後輩の皆さんは多分色々なことを思って自衛隊を志していると思
いますが、自衛隊を強くしたいまた、どんな困難も乗り越え耐えら
れる強い志がある人は、ぜひ入隊を希望するべきだと思います。

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



記　事　欄 写　　真

広 報 担 当 大 学 大東文化大学等

担 当 地 本 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。


