
記　事　欄 写　　真

広報担当大学 豊橋技術科学大学

担当地方協力本部 愛知地方協力本部

氏　名 西目匠

性　別 男

出身地 群馬県

出身大学 豊橋技術科学大学

階　級 ２等陸尉

所属部隊 防衛大学校付

職　名 研究科学生

駐屯地／基地 防衛大学校

普段の仕事

昨年までは整備部隊において車両
整備小隊長として整備員の訓練・
管理を行っていました．　現在は
防衛大学校理工学研究科の学生と
して，メタマテリアルなどを用い
たアンテナについて研究していま
す．

部隊紹介、ト
ピックなど

防衛大学校理工学研究科では，自
衛隊の装備品の研究開発や調達の
分野などで活躍できる人材を育成
しています．最新の防衛装備研究
に触れる機会もあり，防衛と科学
技術の知見を涵養することができ
ます．

プライベート
（趣味、クラ
ブ活動など）

休日は３Ｄプリンターを用いた造
形や３輪バイクで横須賀周辺で
ツーリングをしています．

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

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

科学技術の発展は自衛隊においても例外ではなく，装備品のハイ
テク化が進んでいます．一方でそれらを十全に扱うためには知識
と技能を持った人材が必要とされています．皆さんが大学で培っ
た力をぜひ活かしてみませんか？



記　事　欄 写　　真

広報担当大学 愛知県内の大学

担当地方協力本部 愛知地方協力本部

氏　名 後呂洋輔

性　別 男

出身地 愛知県

出身大学 名城大学

階　級 ３　尉

所属部隊 第３０３保安警務中隊

職　名 小隊長

駐屯地／基地 健軍駐屯地

普段の仕事

　第1小隊長として隊員を指揮し、
警務科部隊としての任務（司法警
察業務・保安業務）遂行のため及
び他部隊の任務達成に寄与するた
めに必要な訓練に励んでいます。
また、管理幹部を兼務しており、
中隊の管理について、各種担当の
指導及び監督を実施しています。

部隊紹介、ト
ピックなど

　第３０３保安警務中隊は九州を
管轄する西部方面隊の作戦地域に
おいて、主として警護等の保安業
務により西部方面隊直轄部隊等を
支援し、必要に応じ捜査活動等の
司法警察業務を行なっています。

プライベート
（趣味、クラ
ブ活動など）

　私の趣味は登山です。研修期間
中に観光と体力錬成を兼ねて始め
ました。自衛官の転勤が多いこと
を活かして、今後も各地の有名な
山々を登りたいと思っています。

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
（上半身及び正面向き、制
服でも私服でも可）

後輩へのメッセージ
　自衛隊には様々な軍種、職種、職域があり自分の得意分野を活
かした仕事ができます。皆さんと一緒に仕事ができることを心よ
りお待ちしています。



記　事　欄 写　　真

広報担当大学 南山大学

担当地方協力本部 愛知地方協力本部

氏　名 野々山静

性　別 女

出身地 愛知県豊田市

出身大学 南山大学

階　級 ３等陸尉

所属部隊 第２特科連隊第１大隊第２中隊

職　名 前進観測班長

駐屯地／基地 旭川駐屯地

普段の仕事

　私の所属する「野戦特科部隊」
とは、火砲を主力装備とする砲兵
部隊として、歩兵や戦車部隊の戦
闘を火力によって支援し、また指
揮官の使用できる全火力をコント
ロールする戦闘に欠かせない職種
です。私の仕事は前進観測班長と
いって砲弾を目標に誘導したり、
前線の指揮官に同行して、戦闘を
火力的見地から補佐しています。

部隊紹介、ト
ピックなど

　旭川駐屯地は、旧軍の時代から
地域と親密で良好な関係を築いて
きた由緒ある駐屯地です。その中
でも私の所属する第２特科連隊は
駐屯地で最大規模の部隊として、
旭川市をはじめ、近隣市町村の仕
事に積極的に貢献しています。私
も、深川市の氷雪まつり協力隊長
として勤務できる貴重な機会をい
ただき、難しくも充実した経験を
得ることができました。

プライベート
（趣味、クラ
ブ活動など）

趣味は弓道、読書、ランニングで
す。弓道は高校の時から始め現在
２段です。今でも練習に赴き、精
神統一を行うことでどんなに厳し
い任務でも乗り越えられるよう心
を鍛えています。

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
（上半身及び正面向き、制服
でも私服でも可）

後輩へのメッセージ

　近年では、女性連隊長、艦長や戦闘機パイロット等々、様々な
分野で活躍するかっこいい女性自衛官がメディアにも取り上げら
れ話題となっています。私も、かっこいい先輩に少しでも近づけ
るよう、日々努力しているところです。自衛隊は厳しい,キツそう
というイメージが強いと思いますが、段階的な教育カリキュラム
が組まれ、熱心に教えてくれる教官がいるので、いつの間にかで
きていますから全く不安に思うことはないと思います。人とは違
う経験をしたい、人の役に立ちたいと思っている方はぜひ自衛隊
を志願してみてください。



記　事　欄 写　　真

広報担当大学 愛知大学

担当地方協力本部 愛知地方協力本部

氏　名 山本大貴

性　別 男

出身地 静岡県

出身大学 愛知大学

階　級 ３等陸尉

所属部隊 第５戦車大隊第２戦車中隊

職　名 戦車小隊長

駐屯地／基地 鹿追駐屯地

普段の仕事

　普段の業務は、計画作成等のデ
スクワークに加え、隊員とともに
現場で作業をしたりします。ま
た、各種演習に参加し、部隊の練
度向上に努めています。

部隊紹介、ト
ピックなど

　私は、機甲科職種の内、戦車部
隊に所属しております。戦車部隊
は、優れた火力・機動力・装甲防
護力を持つ近接戦闘部隊であり、
様々な任務を付与されます。その
中で小隊長は自身も戦車に乗車し
ながら、複数の戦車を指揮し任務
を達成します。容易な仕事ではあ
りませんがその分達成感を得るこ
とができます。

プライベート
（趣味、クラ
ブ活動など）

　休日は、隊員とともに食事に
行ったり、ドライブをしたりしま
す。
また、体力錬成を実施し体力の維
持向上に努めています。

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
（上半身及び正面向き、制服
でも私服でも可）

後輩へのメッセージ

　幹部自衛官は教育入校で様々な専門知識を得ることができ、将
来的に自身がどの様な幹部自衛官になるかを選ぶことができま
す。遂行する職務には、重い責任が伴いますが、自身の成長を感
じることができます。



記　事　欄 写　　真

広報担当大学 中京大学

担当地方協力本部 愛知地方協力本部

氏　名 梅村起生

性　別 男性

出身地 愛知県岡崎市

出身大学 中京大学

階　級 ３等陸尉

所属部隊 第１０即応機動連隊　第１中隊

職　名 小銃小隊長　後方幹部　他

駐屯地／基地 滝川駐屯地

普段の仕事

　私は小銃小隊長及び係幹部とし
て各種計画の立案、部下隊員の服
務指導、中隊の兵站部門の指導監
督等を行っています。演習等では
小隊を指揮し、作戦行動に当たり
ます。

部隊紹介、ト
ピックなど

　所属する第１０即応機動連隊
は、平素から編成されている諸職
種連合部隊であり、有事の際は全
国あらゆる場所にに緊急展開する
能力を有しています。また、私が
所属する普通科部隊は作戦行動に
「最終の決」を与える職種として
常に最前線に立ち行動します。

プライベート
（趣味、クラ
ブ活動など）

　自衛隊は訓練がハードな分、休
日も多く与えられます。普段は先
輩幹部や中隊長と飲み歩いたり、
長期休暇には愛知県に帰省して大
学時代の友人達と再会したりとプ
ライベートも充実してます！

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
（上半身及び正面向き、制服
でも私服でも可）

後輩へのメッセージ
自衛隊は他の職業にはない「国防」を担う組織です。国家国民の
負託に応えるため、誇りとやり甲斐をもって仕事が出来ます。
いつか皆さんと共に任務に当たれる日を心待ちにしています。



記　事　欄 写　　真

広報担当大学 愛知県内の大学

担当地方協力本部 愛知地方協力本部

氏　名 都築和明

性　別 男

出身地 愛知県尾張旭市

出身大学 明治学院大学

階　級 ３等陸尉

所属部隊 第２８普通科連隊

職　名 小銃小隊長

駐屯地／基地 函館駐屯地

普段の仕事

　現在、第１普通科中隊１小隊長
として勤務しています。主任務
は、小隊の精強化を図る為に、訓
練の計画作成や訓練の実行及び監
督等をすることです。今後は、旅
団レンジャーの教官を担当し、旅
団事業にも携わる予定です。

部隊紹介、ト
ピックなど

　私の所属する第２８普通科連隊
は第１１旅団隷下の部隊です。風
光明媚で歴史と文化が豊かな函館
に駐在しており、道南の防衛警備
及び災害派遣を担当しています。

プライベート
（趣味、クラ
ブ活動など）

　休日は、最近、車を買ったこと
もあり、ドライブを満喫していま
す。
　北海道の豊かな自然の中をドラ
イブできることは、この上ない贅
沢です。また、ご飯とお酒が美味
しい所も魅力です。

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
（上半身及び正面向き、制服
でも私服でも可）

後輩へのメッセージ
民間企業における勤務経験を経た私は、自衛隊における勤務の特
殊性、やりがいを日々感じながら勤務しております。自衛官を志
す皆を全力でサポートします！よろしくお願い致します！



記　事　欄 写　　真

広報担当大学 名古屋大学

担当地方協力本部 愛知地方協力本部

氏　名 山田貴紀

性　別 男

出身地 岐阜県

出身大学 名古屋大学

階　級 ３等陸尉

所属部隊 第１１特科隊第３中隊

職　名 前進観測班長

駐屯地／基地 真駒内駐屯地

普段の仕事

　普段は訓練幹部及び後方幹部と
して勤務し、中隊の人と物の動き
を管理して、中隊長を補佐してい
ます。
　訓練では小隊長として、部下を
率いることもあれば、単独で動く
こともあり、幅広い仕事がありま
す。

部隊紹介、ト
ピックなど

　私の所属している部隊は、野戦
特科という職種で大砲やミサイル
を扱う職種です。
　また、北海道の部隊なのでス
キーの訓練が盛んである他、さっ
ぽろ雪まつりの雪像制作の支援等
も行います。

プライベート
（趣味、クラ
ブ活動など）

　休日は、同僚と大学生の頃から
続けているフットサルで身体を動
かしたり、お酒を飲みに行くこと
が多く、仕事のことも忘れるくら
いとてもエンジョイしています。

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
（上半身及び正面向き、制服
でも私服でも可）

後輩へのメッセージ

　自衛官は大切な家族、友人、地元、祖国を守るために身を捧げ
るロマンとやりがいのある仕事だと思っています。
　後輩達には学生の間にたくさん遊び、ほどほどに勉強し、様々
な経験をしてから入隊してきてもらいたいです。まずは今を楽し
みましょう。



記　事　欄 写　　真

広報担当大学 愛知県内の大学

担当地方協力本部 愛知地方協力本部

氏　名 山田梨愛

性　別 女

出身地 愛知県

出身大学 愛知大学

階　級 ３等陸尉

所属部隊 第１地対艦ミサイル連隊

職　名 射撃小隊長

駐屯地／基地 北千歳駐屯地

普段の仕事

　普段は事務仕事をすることが多
いですが、隊員と一緒に駆け足や
スキーをして体力練成や戦技の練
度向上に取り組んでいます。

部隊紹介、ト
ピックなど

　地対艦ミサイル連隊は他の特科
部隊と比べてスケールの大きい部
隊なので、アメリカで実射訓練を
実施します。また、多くの女性自
衛官が活躍しており、男女平等に
勤務できる職場です。

プライベート
（趣味、クラ
ブ活動など）

　休日に、ティータイムに読書や
刺繍をするのが楽しみのひとつで
す。また、映画を見たり料理をし
て、ゆったり過ごしています。

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
（上半身及び正面向き、制
服でも私服でも可）

後輩へのメッセージ
　自衛隊は大変だというイメージがあると思いますが、同期や隊
員と助け合い、どんなことも乗り越えることができます。幹部自
衛官は達成感と充実感のある仕事です。



記　事　欄 写　　真

広報担当大学 名古屋市立大学

担当地方協力本部 愛知地方協力本部

氏　名 住田貴大

性　別 男

出身地 愛知県名古屋市

出身大学 名古屋市立大学

階　級 ３等陸尉

所属部隊 第３９普通科連隊重迫撃砲中隊

職　名 小隊長

駐屯地／基地 弘前駐屯地

普段の仕事

１　訓練計画作成
２　訓　練
３　体力練成
４　服務指導

部隊紹介、ト
ピックなど

　１２０ｍｍ迫撃砲を装備する火
力支援部隊であり、要求に基づき
迅速に火力発揮する。

プライベート
（趣味、クラ
ブ活動など）

釣り

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
（上半身及び正面向き、制服
でも私服でも可）

後輩へのメッセージ

　自衛隊という職業に興味がある人は、一度自分が希望する進路
の先輩に話を聞いてみるといいと思います。自衛隊の良い所や大
変な所等を知れば、自分で思う自衛隊のイメージが大きく変わり
ます。



記事欄 写　真

広報担当大学 名古屋大学

担当地方協力本部 愛知地方協力本部

氏　名 岡本直也

性　別 男

出身地 岐　阜

出身大学 名古屋大学

階　級 ２等陸尉

所属部隊 第３８１会計隊

職　名 契約班長

駐屯地／基地 多賀城

普段の仕事

　契約班長として班業務の統括の
ほか、主に役務・工事といった部
外業者へ委託する契約の締結業
務、駐屯地所在部隊の担当者への
会計的助言などを実施していま
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３８１会計隊は
隊員に対する給与・旅費の支払、
民間業者との契約の締結などを通
じ駐屯地所在部隊への会計支援を
主な任務とする、支援部隊です。
　こういった業務のほか、駐屯地
のソフトボール大会等への参加を
通じて部隊内外との連携を深め、
団結の強化を図っています。

プライベート
（趣味、クラ
ブ活動など）

　趣味は入隊後始めたダーツで
す。同期や部下隊員とお酒を飲み
ながら親睦を深めつつ、お互いに
切磋琢磨しています。
　職業柄、全国各地へ出張するこ
とも多いことから出張のたびに土
地柄の名物を食べることも楽しみ
にしています。

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

　みなさんの自衛隊に対するイメージはどんなものでしょうか？
「キツそう、大変そう…」といった声が聞こえてきそうですが、
自衛隊は真に人を大切にする組織です。心身・物品など様々な面
において、上司や先輩、同期からのサポートが必ずあります。安
心して自衛隊の門戸を叩いてみてください。



記事欄 写　真

広報担当大学 愛知県内の大学

担当地方協力本部 愛知地方協力本部

氏　名 青山武史

性　別 男

出身地 愛　知

出身大学 名城大学

階　級 ２等陸尉

所属部隊 第１普通科連隊

職　名 情報幹部

駐屯地／基地 練　馬

普段の仕事

　訓練の計画を作成し、実行し、
部隊の練度向上に励んでいます。
　中隊の訓練に参加し、自らの能
力を向上しています。

部隊紹介、ト
ピックなど

　第１普通科連隊は、政経中枢で
ある東京都に所在しています。首
都防衛という特性に応じた様々な
訓練を行い、日々練度向上に励ん
でいます。

　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）

　城を見ることが好きで、旅行先
では様々な城を見学に行っていま
す。最近も姫路城に行ってきまし
た。

　プライベートを紹介する写
真を添付

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

　自衛官は国民を守る非常にやりがいがある仕事です。中でも、
訓練計画等を主導して作成できる幹部自衛官は、自ら部隊を強く
できるため、やりがいが大きいです。一緒に勤務できることを
願っています。



記　事　欄 写　　真

広報担当大学 名古屋大学

担当地方協力本部 愛知地方協力本部

氏　名 木戸定人

性　別 男

出身地 石川県

出身大学 名古屋大学

階　級 ３尉

所属部隊 第３４１会計隊

職　名 会計班長

駐屯地／基地 古河駐屯地

普段の仕事
いわゆる経理のような仕事を中心
に行っています。国のお金を預か
る非常に責任のある仕事です。

部隊紹介、
トピックな
ど

仕事の特性から全隊員が自身の仕
事を明確に自覚し、取り組んでい
る良い部隊です。

プライベート
（趣味、クラ
ブ活動など）

会計科は、効率の良い、仕事を行
うことで、自分の時間を作り出す
ことができ趣味を楽しむことがで
きる良い職種です。

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
（上半身及び正面向き、制
服でも私服でも可）

後輩へのメッセージ
明るく楽しい素晴らしい職場です。やる気さえあればいくらでも
成長することができるやりがいのある仕事です。共に働ける日を
楽しみにしています。



記　事　欄 写　　真

広報担当大学 愛知淑徳大学

担当地方協力本部 愛知地方協力本部

氏　名 横山貴久

性　別 男

出身地 愛知県名古屋市

出身大学 愛知淑徳大学

階　級 ３尉

所属部隊 第３特殊武器防護隊

職　名 第２小隊長兼情報幹部

駐屯地／基地 千僧駐屯地

普段の仕事

　有事における部隊の対処能力を
強化すべく、小隊長として部隊の
訓練管理や教育を実施していま
す。

部隊紹介、ト
ピックなど

　私が勤務している第３特殊武器
防護隊は兵庫県伊丹市にありま
す。原子力災害やＮＢＣテロと呼
ばれる化学関連の有事に対応する
為、隊員一丸となって日々訓練し
ています。

プライベート
（趣味、クラ
ブ活動など）

　趣味はウルトラランニングと甘
い物を食べること。知らない場所
へ出かけて、現地を思いっきり走
り回って旅することが大好きで
す。ランニングチームに所属して
おり、休日に仲間と一緒に汗を流
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
（上半身及び正面向き、制服
でも私服でも可）

後輩へのメッセージ
　民間にはない貴重な経験が出来ます。国防という重大な責任を
負う仕事ですが、勤務を通じて自分自身が変化していく様子を肌
で感じてみませんか。刺激的な日々が待っていますよ。



記　事　欄 写　　真

広報担当大学 名城大学

担当地方協力本部 愛知地方協力本部

氏　名 川島佳浩

性　別 男

出身地 愛知

出身大学 名城大学

階　級 １等陸尉

所属部隊 第１０師団司令部

職　名 法務幹部

駐屯地／基地 守山

普段の仕事

　師団司令部法務幹部として、師
団長を補佐するため、法務に関す
る情報提供、訓練等の計画の作成
を実施しています。
　また、部隊の行動、隊員の私生
活等に関する法的係累を除去する
ため法律支援を実施しています。

部隊紹介、ト
ピックなど

　第１０師団は、愛知県名古屋市
に司令部を置き、東海・北陸６県
の防衛及び警備に任じ、災害派
遣、民生協力及び国際平和協力活
動などにあたっています。

プライベート
（趣味、クラ
ブ活動など）

　ドライブ
　幹部に任官してから、京都・茨
城・名古屋と異動したため、各地
における名所・旧跡を家族ととも
に回っています（写真は、京都の
天ヶ瀬ダムに行った際の写真で
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
（上半身及び正面向き、制服
でも私服でも可）

後輩へのメッセージ

　日本の安全保障環境が厳しさを増す中、普段の業務・訓練等は
大変ではありますが、その分やりがいもあり、仲間との絆が深ま
る職場環境です。
　一緒に勤務できることを楽しみにしています。



記事欄 写　真

広報担当大学 獨協大学

担当地方協力本部 愛知地方協力本部

氏　名 稲川温子

性　別 女

出身地 埼玉県

出身大学 獨協大学

階　級 ３等陸尉

所属部隊 第３３普通科連隊本部管理中隊

職　名 補給小隊長

駐屯地／基地 久居駐屯地（三重）

普段の仕事

  補給小隊長として、連隊の補給
支援に関する計画・調整・訓練な
どを行っています。そのほか、個
人情報などのコンプライアンスに
関する教育を担当しています。

部隊紹介、ト
ピックなど

　三重県全域の防衛・警備を担当
する久居駐屯地の骨幹部隊です。
多様化する陸上自衛隊の任務（防
衛・災害派遣等）を迅速・的確に
対応するため、即応態勢を充実さ
せるとともに、各種教育訓練等に
邁進しています。

プライベート
（趣味、クラ
ブ活動など）

　趣味は筋トレで、課業後や休日
にはトレーニングジムに通ってい
ます。今はベンチプレス６０kgを
目標に頑張っています。

　プライベートを紹介する写
真を添付

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

  現在の厳しい国際情勢の中、自衛隊の役割は重要度を増してい
ます。自衛隊は「国防」という崇高な任務を有し勤務すればする
ほど誇りが持てる職業です、また、厳しい訓練をやる気と情熱で
乗り越え、新しい自分を発見し成長させることもできます。皆さ
んの入隊をお待ちしています。



記　事　欄 写　　真

広報担当大学 愛知県内の大学

担当地方協力本部 愛知地方協力本部

氏　名 鈴木遥

性　別 女

出身地 愛知県豊田市

出身大学 中京大学

階　級 ３尉

所属部隊 第１０施設大隊

職　名 渡河器材小隊長

駐屯地／基地 春日井駐屯地

普段の仕事
　渡河器材小隊長として、小隊訓
練の計画及び実施

部隊紹介、ト
ピックなど

　温かみのある職場です。

プライベート
（趣味、クラ
ブ活動など）

　趣味は、スポーツ観戦。
特にはサッカーとハンドボールが
好きです。

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
（上半身及び正面向き、制服
でも私服でも可）

後輩へのメッセージ 気になったらやってみる。



記　事　欄 写　　真

広報担当大学 名城大学

担当地方協力本部 愛知地方協力本部

氏　名 永井豪

性　別 男

出身地 愛知県

出身大学 名城大学

階　級 ３佐

所属部隊 関西補給処

職　名 装計部衛生課長

駐屯地／基地 宇治駐屯地

普段の仕事
管理薬剤師業務と調達を実施して
おります。

部隊紹介、ト
ピックなど

今いる部署は、医薬品等を調達・
管理する部署です。これ以外にも
全国に病院もありかつ各種災害派
遣・国際貢献でも活躍している人
もいます。

プライベート
（趣味、クラ
ブ活動など）

薬剤師勉強会に参加しておりま
す。また、比較的に定時にかえる
ことができ、子供と遊ぶ時間を設
けられる。

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
（上半身及び正面向き、制服
でも私服でも可）

後輩へのメッセージ
厳しいと思われる自衛隊ですが、まわりの隊員は、非常にやさし
く団結力も高い。体力に不安があっても入れば、教育期間も長く
育成してくれるので、チャレンジしてみてはどうですか。



記事欄 写　真

広報担当大学 愛知県内の大学

担当地方協力本部 愛知地方協力本部

氏　名 花田和之

性　別 男

出身地 福　岡

出身大学 立命館大学大学院

階　級 ２等陸尉

所属部隊 第３５２会計隊

職　名 契約班長

駐屯地／基地 千僧

普段の仕事

　駐屯地の会計隊として、契約や
給与の計算、支払い等の業務を実
施しています。私は各部隊からあ
がってくる要求を受けて、消耗品
や備品、工事等の契約をしている
契約班の長をしています。契約の
中には駐屯地で勤務するうえで欠
かせないものもあるので、責任感
をもって日々取り組んでいます。

　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

　私が勤務している第３５２会計
隊は、兵庫県伊丹市に所在する千
僧駐屯地にあります。以前は名古
屋市守山区に所在する守山駐屯地
で勤務していたのですが、３年間
勤務をして、異動となりました。
私が所属している会計隊は、他の
部隊に比べて異動は多いですが、
人の繋がりも広がっていくので、
人生においてよい刺激になり、仕
事においても知人が増えるのでよ
り仕事がやりやすくなるという面

　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）

　現在は妻、子供２人の４人で官
舎生活を送っており、趣味をやる
間もなく育児に奮闘中です。わん
ぱくな長男と産まれたばかりの次
男たちをみるのは大変ですが、充
実した休日を送っています。現
在、自衛隊においてもワークライ
フバランスを重視していく傾向に
あるため、将来、家庭を築いてい
くうえで不安だと思っている方も
休日や代休等しっかりとれる体制
になっていので、安心してもらえ
ればと思います。

　プライベートを紹介する写
真を添付

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）　　迷彩

後輩へのメッセージ

　自衛官は、民間の企業とは取って代われない特殊な職業です。
自衛隊は様々な役割を持ったいくつもの部隊が連携して、数多く
の任務に取り組んでいます。デスクワークから野外訓練まで、や
ることは多いですが、やりがいもあるので一緒に頑張りましょ
う。



記　事　欄 写　　真

広報担当大学 中京大学

担当地方協力本部 愛知地方協力本部

氏　名 長谷川左京

性　別 男

出身地 三重県

出身大学 中京大学

階　級 ３等陸尉

所属部隊 第４飛行隊

職　名 航空操縦要員

駐屯地／基地 目達原

普段の仕事

　現在、私は陸上自衛隊のヘリコ
プター操縦士になるため、教育を
受けており、部隊で勤務するため
の技能を習得中です。

部隊紹介、ト
ピックなど

　私の所属する第４飛行隊は、九
州北部の防衛警備・災害派遣を任
務とする第４師団で唯一のヘリコ
プターを保有する部隊です。

プライベート
（趣味、クラ
ブ活動など）

　長期の休みには、旅行に行くこ
とが多いです。写真は沖縄旅行を
した時の美ら海水族館での１枚で
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
（上半身及び正面向き、制服
でも私服でも可）

後輩へのメッセージ
　自衛隊にしかできない・自衛隊でしか出来ないことが多く、達
成感を味わえる、やりがいのある仕事だと思います。



記事欄 写　真

広報担当大学 愛知県内の大学

担当地方協力本部 愛知地方協力本部

氏　名 杉野佳隆

性　別 男

出身地 愛知県瀬戸市

出身大学 名城大学

階　級 ３等陸尉

所属部隊 第４２即応機動連隊第２中隊

職　名 小銃小隊長

駐屯地、基地 北熊本駐屯地

普段の仕事

　小隊長として、訓練の計画及び
命令等を作成し、訓練の実施では
現場における小部隊のリーダーと
して勤務しています。

　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

　第４２即応機動連隊は北熊本に
駐屯し、災害や様々な事態に即
応、機動的に対処する任務を有し
ています。そのため、普通科をは
じめ様々な職種の隊員が協力して
任務に当たっています。

　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）

　休日は熊本市内の散策をした
り、たまに少し遠出して博多や天
神などに遊びに出たりしていま
す。また、長期休暇の際には、実
家へ帰省することもあります。

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

後輩へのメッセージ

　自衛隊は人を育てる組織です。日々を通して、様々な経験をし
ます。その中には、辛いことや苦しいこともたくさんあります。
しかし、決して一人見捨てられることはありません。隣には苦難
を共にする仲間が、前には導いてくれる先輩方がいます。勇気を
出して自衛官への道に進んでみませんか？



記　事　欄 写　　真

広報担当大学 愛知学院大学

担当地方協力本部 愛知地方協力本部

氏　名 久木元暁

性　別 男性

出身地 三重県

出身大学 愛知学院大学

階　級 １等海尉

所属部隊 大湊地方総監部

職　名 人事課募集支援係長

駐屯地／基地 大湊

普段の仕事

主特技は艦艇用兵（機関）
艦に乗れば機関長や哨戒長として
勤務し、現在は陸上配置で主に人
事関係と募集広報関係の仕事をし
ています。「自衛隊」＝「体育会
系」というイメージを持たれます
が、海上自衛隊ではよほど意識し
ない限り運動はしません。毎日パ
ソコンとの戦いです。

部隊紹介、ト
ピックなど

大湊地方総監部が青森県むつ市に
所在します。むつ市というとかな
り田舎ですが、大湊地方総監部の
警備区には宗谷海峡、津軽海峡と
国際海峡が所在するため、実は忙
しい部隊です。基地内は不審者は
絶対侵入ｄけいない警備態勢です
が、野生のカモシカの侵入は易々
と見過ごします。

プライベート
（趣味、クラ
ブ
　活動など）

大学では居合道部でした。自衛隊
に入ると剣道が柔道かが盛んです
のでほとんど居合をする機会はあ
りません。かといって剣道もしま
せん。陸上部隊ですとカレンダー
どおり（以上？）の休日で、青森
県の美味しいものを食べあさって
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 ａ

後輩へのメッセージ

海上自衛隊一般幹部候補生は、江田島の赤レンガといわれる旧海
軍兵学校跡で１年間、勉強します。学校が終わると３等海尉、昔
でいう「少尉」として様々な勤務地に配属されます。防衛大学校
を卒業しようが、東大を卒業しようが、昇進は完全実力主義で
す。一緒に艦に乗ろう！



記事欄 写　真

広報担当大学 愛知県内の大学

担当地方協力本部 愛知地方協力本部

氏　名 武本大樹

性　別 男

出身地 岡山県

出身大学 名古屋工業大学

階　級 １等海尉

所属部隊 横須賀造修補給所

職　名 水測係長

駐屯地／基地 横須賀

普段の仕事

　自衛艦搭載装備品の維持整備の
整備内容、期間などの調整を艦艇
部隊と行います。その結果を民間
企業（造船所等）と調整して、実
際の整備作業等を決定するのが日
常の主業務です。

　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

　造修補給所は、艦船、武器等の
造修（補給、修理等）に関する業
務を行う部隊です。私が所属して
いる水中武器科では、ジャイロコ
ンパスなどの航海機器やソーナー
などの水中において活躍する機器
の維持整備が主業務です。

　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）

　スノーボードが趣味です。前配
置で青森（大湊）勤務があった際
に毎冬の楽しみでした。現在は、
近場にスキー場がないことから行
う機会が少なくなっているため、
新たな趣味として食べ歩きを開拓
中です。

　プライベートを紹介する写
真を添付

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

　自衛隊は国防を担う組織の一部です。官公庁の中でも特殊な組
織であり、他では経験できない事業等に携わることは非常にやり
がいを感じます。また、様々な職域があり、自らの可能性を広げ
られる組織です。



記　事　欄 写　　真

広報担当大学 愛知県内の大学

担当地方協力本部 愛知地方協力本部

氏　名 小原朝華

性　別 女性

出身地 新潟県

出身大学 北陸大学薬学部

階　級 1等海尉

所属部隊 呉衛生隊

職　名 薬務係長

駐屯地／基地 呉

普段の仕事

地区内の自衛隊員の健康診断に使
うワクチンや看護材料などの調達
と管理、艦艇に乗せている医療機
器や医薬品などの支援をしていま
す。

艦艇の医療機器の点検風景

部隊紹介、ト
ピックなど

呉衛生隊では、主に呉地区内の隊
員の健康管理（各種健康診断、身
体検査）や救急要請対応、多種多
様な艦艇の医療支援を実施してい
ます。

西日本豪雨災害での活動風景

プライベート
（趣味、クラ
ブ
　活動など）

休みの日はゆっくり作り置き料理
を作ったり、徹夜でゲームに興じ
たり、近隣の居酒屋開拓を楽しん
でいます。

自衛隊基地周辺は飲み屋が多

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
（上半身及び正面向き、制服
でも私服でも可）

後輩へのメッセージ

自衛隊の魅力は色々ありますが、個人的に嬉しいのは給与が良い
のと長期休暇が取りやすい点、そして何と言っても緊急時の対応
をしている時の「私、役に立ててる！」という充足感と高揚感で
す。大変な任務も多いですが、その分得られるものも多い仕事で
す！



記　事　欄 写　　真

広報担当大学 愛知県内の大学

担当地方協力本部 愛知地方協力本部

氏　名 伊藤峻

性　別 男

出身地 愛　知

出身大学 名城大学

階　級 １等海尉

所属部隊 練習艦隊司令部

職　名 衛生幕僚

駐屯地／基地 呉

普段の仕事

　衛生幕僚として、遠洋練習航海
に必要となる医薬品や衛生資材の
確認、各国の衛生状況に応じた教
育、資材の準備等を行います。
　また、練習艦隊の給食審査や行
政文書管理監査等を担当していま
す。

部隊紹介、ト
ピックなど

　練習艦隊司令部は、幹部候補生
学校を卒業した初任幹部の遠洋練
習航海を実施します。艦艇で国内
や海外を巡りながら初任幹部の訓
練を行う部隊です。

プライベート
（趣味、クラ
ブ
　活動など）

　読書、ゲーム、料理等インドア
な趣味ばかりですが、かわいい
キャラクター物が好きなので関東
勤務のときはディズニーランドや
サンリオピューロランドへ遊びに
行って楽しみました。

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
（上半身及び正面向き、制服
でも私服でも可）

後輩へのメッセージ

　自衛隊の薬剤官として、病院勤務であれば薬剤師業務もありま
すが、その他衛生資材等の調達業務を担当したり、海外派遣訓練
へ参加したりします。このように自衛隊では調剤業務以外にも幅
広くいろいろな経験をすることができます。



記　事　欄 写　　真

広報担当大学 愛知県内の大学

担当地方協力本部 愛知地方協力本部

氏　名 中田梓

性　別 女

出身地 愛知

出身大学 愛知県立大学

階　級 １等海尉

所属部隊 やまぎり

職　名 航海長

駐屯地／基地 横須賀

普段の仕事

　艦を目的地まで安全に運航する
ことが航海長の仕事です。そのた
め事前に、艦が航行するルートを
海図に書き込み、航路計画を立て
ます。
　また、艦の訓練を計画すること
も航海長の仕事のひとつです。

部隊紹介、ト
ピックなど

　護衛艦「やまぎり」は、第11護
衛隊を構成する内の１艦で、横須
賀を母港としています。前線での
部隊展開もあれば、訓練支援の協
力もします。
　護衛艦隊直轄部隊の艦として、
任務に即応できるよう、日々訓練
を実施しています。

プライベート
（趣味、クラ
ブ
　活動など）

　インドア派なので、家で小説や
漫画読んだりしています。時々友
人と映画を観たり落語を聞きに行
くなど遊びに出かけたりします。

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
（上半身及び正面向き、制服
でも私服でも可）

後輩へのメッセージ

　艦を動かすというのは、一人ではできない仕事です。全員に役
割があり、それを一人一人が確実に行うことで任務が遂行できま
す。最初の配置でいきなり部下がいることに気後れすることもあ
るでしょうが、あなたも誰かの部下であり、上司や先輩をいくら
でも頼って成長していく姿を、上司も先輩も部下も温かく見守っ
てくれます。



記　事　欄 写　　真

広報担当大学 名古屋大学

担当地方協力本部 愛知地方協力本部

氏　名 中尾真琴

性　別 女

出身地 山梨

出身大学 名古屋大学

階　級 ２等海尉

所属部隊 横須賀造修補給所

職　名 武器補給係長

駐屯地／基地 横須賀造修補給所

普段の仕事

　私の職種は経理補給幹部です。
現在は、横造補所武器部で勤務し
ており、主な任務は横須賀在籍艦
艇等への武器関連の物品の補給や
故障対応です。

部隊紹介、ト
ピックなど

　横須賀造修補給所は横須賀在籍
艦艇への艦船、武器、需品等の保
管、補給及び整備及び修理の監
督、検査、試験が主な任務です。
　海外派遣艦艇の造修補給支援を
実施していることが特徴です。

プライベート
（趣味、クラ
ブ
　活動など）

 平日のアフターファイブや休日に
は、趣味のランニングや英語の勉
強のほか、自衛官は米軍基地に自
由に入れるため、よく筋トレやご
飯を食べにいっています。

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
（上半身及び正面向き、制服
でも私服でも可）

後輩へのメッセージ

 海上自衛官イコール艦艇での勤務というイメージが強いかもしれ
ませんが、私のように陸上勤務が中心の配置もあります。いずれ
の職種においても、海の安全を守っていることに変わりなくやり
がいを感じられると思います。



記　事　欄 写　　真

広報担当大学 愛知学院大学、名古屋市立大学

担当地方協力本部 愛知地方協力本部

氏　名 有賀　匠

性　別 男性

出身地 岐阜県

出身大学 愛知学院大学

階　級 ２等海尉

所属部隊 自衛隊舞鶴病院

職　名 医薬品情報係長

駐屯地／基地 舞鶴

普段の仕事

自衛隊舞鶴病院で薬剤官として勤
務しています。自衛隊舞鶴病院の
薬剤官は、私を含め３名です。主
な仕事は午前に調剤、午後は調達
業務や医薬品関係やMR対応を行い
ます。患者さんも自衛官関係者な
ので一般病院に比べると若手の患
者さんが多いです。

部隊紹介、ト
ピックなど

自衛隊舞鶴病院は５０床と小さな
病院で、患者さんは自衛官や家族
など自衛官関係者のみです。小さ
な病院だからこそ他の職種の人と
交流を持つことができ、質問や意
見を言うことができます。よく助
け合い和気あいあいとしていま
す。

プライベート
（趣味、クラ
ブ
　活動など）

私は中学高校とラグビーをしてい
たためか体を動かすことが好き
で、軽く運動をしたりし、休日に
はドライブしてカメラ片手に出か
けたりします。また近くに同期が
いるため遊んだり、食事したりし
ます。平日の課業後でも時間があ
るため自分のために時間が使えま
す。私は自炊の特訓をしていま
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

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

私は、入隊２年目で薬剤官として勤務しています。薬剤官とは薬
剤師と自衛官の２つを合わせたようなものです。この職の特徴は
病院や薬局などでは経験できないことができる仕事だと思いま
す。分からないこと、不安や疑問に思ったことは何でも聞いてく
ださい。答えていきます。



記　事　欄 写　　真

広報担当大学 中京大学

担当地方協力本部 愛知地方協力本部

氏　名 谷知樹

性　別 男性

出身地 兵庫県

出身大学 中京大学

階　級 ２等海尉

所属部隊 護衛艦さわぎり

職　名 通信士

駐屯地／基地 佐世保

普段の仕事

通信士として、艦内の通信環境を
整備したり上司を補佐し、航海に
関する各種資料の作成を行ってい
ます。また、航海中は船の操艦や
その補佐を行っています。

部隊紹介、ト
ピックなど

「さわぎり」は乗員約150名で、任
務としては過去にはアデン湾ソマ
リア沖海賊対処派遣行動にも従事
したことがあります。最近は、部
隊訓練や防大生・幹部候補生の実
習支援を行いました。

プライベート
（趣味、クラ
ブ
　活動など）

休みの日は家事をしたり、月に数
回ゴルフに行ったりしています。
以前所属していた船では休日に乗
員とゴルフに行ったりもしまし
た。
また、大型連休の時には地元に帰
り、旧友と旅行に出かけたりして
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
（上半身及び正面向き、制服
でも私服でも可）

後輩へのメッセージ

自衛隊の業務は皆さんの想像しているより多岐に渡り、活躍の場
もたくさんあります。普通に生活していれば経験できないことも
たくさん経験することができる場です。興味があればぜひ話を聞
いてみてください。



記事欄 写　真

広報担当大学 愛知大学
担当地方協力本
部 愛知地方協力本部

氏　名 柘植未来

性　別 女

出身地 名古屋

出身大学 愛知大学（現代中国学部）

階　級 ３等海尉

所属部隊 横須賀造修補給所

職　名 計画調整部長付

駐屯地、基地 横須賀基地

普段の仕事

　横須賀造修補給所では術科学校
前の研修として約２ヶ月間、一部
実務経験をしながら勉強していま
す。業務内容はPCや書類手続き等
デスクワークが主ですが、体力練
成も自衛官として必要なため運動
もします。（写真は書類と現物の
内容確認を行ってるところで
す。）術科学校就業後は経補幹部
として部隊の後方支援をする経理
補給に関わる業務に就く予定で

部隊紹介、
トピックなど

 造修補給所は物品の保管・補給・
整備や艦船及び武器等の製造・改
造・維持、また、修理の監督・検
査・試験等を行っています。（写
真は業者から納入する物品の説明
を受けているところです。）横須
賀は、造修実績、補給実績、保管
品目数が５造補所中（呉、舞鶴、
佐世保、大湊）最大で、国内だけ
でなく、海外派遣艦艇部隊に対す
る造修補給支援も行っています。

プライベート
（趣味、クラ
ブ
　活動など）

 陸上部隊配置では当直や特別行事
以外は基本土日休みなので、比較
的予定が立てやすいです。休日は
東京や横浜に外出することが多
く、カフェめぐりやショッピング
を楽しんでいます。また、お盆や
年末年始等の長期の休みにはワイ
ナリーや温泉地へ旅行します。

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

「海上自衛隊」と聞くと、「船乗り」のイメージがあるかと思い
ますが、艦船部隊だけでなく、航空部隊（護衛艦のパイロット
等）、陸上部隊（後方支援の事務等）等々さまざまな職種があり
ます。また、教育部隊もあるので、専門知識や体力等は入隊して
から身につけられます。固定概念にとらわれず、疑問点や不安な
ことがあれば、是非、積極的に広報官や私たち現役海上自衛官に
質問してみてください。



記　事　欄 写　　真

広報担当大学 愛知県内の大学

担当地方協力本部 愛知地方協力本部

氏　名 長坂勇希

性　別 男

出身地 愛知県

出身大学 豊田工業高等専門学校

階　級 ３等海尉

所属部隊 さみだれ

職　名 機関士

駐屯地／基地 呉

普段の仕事

　機関士としてエンジンや発電機
等、機関に関する装備の維持管
理・運転指揮に携わっています。
護衛艦にとって、機関の全能発揮
ができて当たり前であり、非常に
やりがいのある職務を任されてい
ます。

写真取り込み後、地本送付予
定

取り込みは１２（水）を予定

部隊紹介、ト
ピックなど

　護衛艦「さみだれ」は広島県に
ある呉基地を母港とし、領海警備
や他国との共同訓練、ソマリアで
の海賊対処等、これまでに様々な
任務に従事してきました。
　活躍の場所が日本国内に留まら
ず、広い世界を見られるのが護衛
艦での勤務の魅力です。

プライベート
（趣味、クラ
ブ
　活動など）

　休日は趣味の旅行を楽しんでい
ます。休みの取りにくそうに感じ
る艦艇勤務ですが、まとまった休
日を取って遠方に旅行することも
可能で,メリハリのある生活ができ
ます。
　この冬は長野県に遠征し、一人
旅を楽しみました。

写真取り込み後、地本送付予
定

取り込みは１２（水）を予定

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
（上半身及び正面向き、制服
でも私服でも可）

後輩へのメッセージ

　海自は若手幹部でも国防の最前線で任務に従事できます。昨年
はイージス艦「みょうこう」ミサイル士として弾道ミサイル防衛
に携わりました。私は直近の約２年で任務等で１０か国に訪問し
ましたが、国内外問わず様々な場所で活躍できるのが海自の魅力
です。



記　事　欄 写　　真

広報担当大学 愛知県内の大学

担当地方協力本部 愛知地方協力本部

氏　名 小南美喜

性　別 女

出身地 愛知県名古屋市

出身大学 京都大学文学部

階　級 ３等海尉

所属部隊 輸送艦しもきた

職　名 機関士

駐屯地／基地 呉

普段の仕事

　輸送艦しもきたの機関士とし
て、ディーゼルエンジン等の各種
機器の運転、整備作業等の分掌指
揮が主な仕事です。分隊員の人事
作業や身上把握の補佐もしていま
す。
　また、広報係士官を兼務してお
り、艦艇見学等の広報活動関連の
調整もします。

部隊紹介、ト
ピックなど

　私が乗艦している輸送艦しもき
たは、人員・物資・各種装備品な
どを輸送するための装備を備えて
います。
　こうした装備を用い、離島への
輸送や、陸自等の部隊や装備品を
輸送する任務、更に災害時には、
給水支援等の任務に従事していま
す。

プライベート
（趣味、クラ
ブ
　活動など）

　趣味は大学時代から続けている
空手です。陸上教育期間中は、夕
方の別課の時間や土曜日に稽古を
していました。
　遠洋練習航海中も、艦上体育の
時間に、甲板上で型や組手を練習
していました。寄港地(ハワイ等)
では、現地の人向けに演武をしま
した。

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
（上半身及び正面向き、制服
でも私服でも可）

後輩へのメッセージ

　昨年の１２月から現在の配置で勤務しています。慣れないこと
が多く大変なこともありますが、日々小さな楽しみを見つけて頑
張っています。大きな艦艇を、限られた人数の乗員でチームワー
クよく動かしていることに、出港する度に感動します。



２

記　事　欄 写　　真

広報担当大学 愛知県立大学

担当地方協力本部 愛知地方協力本部

氏　名 杉浦潮香

性　別 女

出身地 愛知

出身大学 愛知県立大学

階　級 ３等海尉

所属部隊 補給艦「ましゅう」

職　名 機関士

駐屯地／基地 舞　鶴

普段の仕事

　補給艦「ましゅう」でエンジ
ンや発電機などの機器を管理す
る機関科という部署で上司を補
佐する仕事をしています。

部隊紹介、トピッ
クなど

　補給艦「ましゅう」は、艦艇
の燃料や真水などを他艦に供給
する「洋上のガソリンスタン
ド」みたいな存在です。平成１
６年３月に就役し、護衛艦「い
ずも」就役まで、海上自衛隊最
大の鑑艇でした。

プライベート
（趣味、クラブ
　活動など）

　艦艇勤務といっても四六
時中艦内にいるわけではあ
りません。舞鶴市内のア
パートを借りて、休日は趣
味の編み物や料理をして気
分転換をしています。

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

　海上自衛隊は体育会系のイメージが強いですが、私の同期に
は語学堪能な者や植物に詳しい院卒の者、そして薬剤師までい
ます。特技を生かして仕事やコミニュケーションに大いに役立
てることができる、お堅いイメージとは裏腹のバラエティ豊か
な職場です。



４

記　事　欄 写　　真

広報担当大学 愛知県内の大学

担当地方協力本部 愛知地方協力本部

氏　名 山梨貴之

性　別 男

出身地 埼玉県

出身大学 明治大学

階　級 ３等海尉

所属部隊 護衛艦いずも

職　名 水雷士

駐屯地／基地 横須賀

普段の仕事

運航幹部として艦の安全な運航の
ための航海指揮官の補佐業務及び
水雷士として潜水艦との戦闘にお
ける指揮官の補佐を行っていま
す。

部隊紹介、ト
ピックなど

私の在籍する「いずも」は第１護
衛隊群第１護衛隊に所属する海上
自衛隊最大の護衛艦です。あらゆ
る任務に対応するため国内外問わ
ず様々な海域で活動しています。

プライベート
（趣味、クラ
ブ
　活動など）

休日はジムで汗を流してリフレッ
シュしています。

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
（上半身及び正面向き、制服
でも私服でも可）

後輩へのメッセージ
民間企業とは異なる職場ですので疑問や不安等あると思います。
質問等あれば気兼ねなくお問い合わせ下さい。



記　事　欄 写　　真

広報担当大学 豊橋技術科学大学

担当地方協力本部 愛知地方協力本部

氏　名 津田健作

性　別 男

出身地 福岡県

出身大学 豊橋技術科学大学

階　級 ２等海尉

所属部隊 呉造修補給所

職　名 誘導武器係長

駐屯地／基地 呉地方総監部

普段の仕事

私の仕事は、艦艇を整備・修理す
ることです。艦艇に装備されてい
る誘導武器に不具合があれば、故
障個所の特定します。場合によっ
ては業者へ修理等の調整を行いま
す。

部隊紹介、ト
ピックなど

　私の部隊は、後方支援部隊で
す。「後方」とは、補給支援、食
料の調達及び装備等の整備を指し
ます。部隊を運用する上で、なく
てはならない重要な役割を担って
います。

プライベート
（趣味、クラ
ブ
　活動など）

私の趣味は、観光地巡りです。休
日は、観光地を巡っています。最
近では、遠くに出かけずに車で１
時間圏内にある温泉地にも行って
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
（上半身及び正面向き、制服
でも私服でも可）

後輩へのメッセージ
自衛隊勤務は、楽ではありません。しかし人の為に何かをすると
いう、非常にやりがいのある仕事です。



記事欄 写　真

広報担当大学 愛知県内の大学

担当地方協力本部 愛知地地方協力本部

氏　名 中川勇輝

性　別 男

出身地 愛知

出身大学 中部大学

階　級 ２等空尉

所属部隊 救難団飛行群 小松救難隊

職　名 整備管理班長

駐屯地／基地 小松

普段の仕事

　飛行部隊の航空機整備に関する
管理業務の長として、整備作業に
おける品質管理や作業統制等の監
督・指導が主な業務になります。
整備業務の他にも部下教育や器材
管理等、広範多岐にわたる業務に
携わることもあります。

部隊紹介、ト
ピックなど

「航空救難専任部隊」
　私が所属している部隊は、航空
機を使って人を救助することを任
務としています。普段は戦闘機部
隊の飛行訓練中、万が一に備えて
アラート待機に就いています。災
害発生時等は、災害現場に急行し
要救助者の捜索、救助にあたりま
す。

プライベート
（趣味、クラ
ブ活動など）

　最近の趣味は旅行で、北陸の温
泉巡りやご当地グルメツアーに
行ったりしています。また、時に
はまとまった休みを活用し、遠方
へ旅行に行ったりもしています。

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
（上半身及び正面向き、制服
でも私服でも可）

後輩へのメッセージ
　自衛隊の幹部候補生は入隊後、約１～２年で多くの部下を任さ
れる幹部となる責任ある仕事ですが、やりがいもひとしおで、と
ても良い経験ができます。



１８」

記事欄 写　真

広報担当大学 愛知県内の大学

担当地方協力本部 愛知地地方協力本部

氏　名 吉村彩子

性　別 女

出身地 京都

出身大学 同志社大学

階　級 ２等空尉

所属部隊 航空救難団 整備群 修理隊

職　名 整備小隊長兼総括班長

駐屯地／基地 小牧

普段の仕事
　整備小隊長兼総括班長として、
様々な業務の調整や人事管理をし
ています。

部隊紹介、ト
ピックなど

　航空自衛隊の全国の救難隊で運
用している救難機を、定期検査し
ています。

プライベート
（趣味、クラ
ブ活動など）

　職場の女性自衛官と一緒に、バ
スツアーやカフェ巡りを楽しんで
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
　国防や人命救助などの任務に、空から関わることができます。
やりがいと誇りある仕事です。また、女性自衛官も増え、様々な
部署で活躍しています。ぜひ一緒に働きましょう！



記　事　欄 写　　真

広報担当大学 名古屋工業大学

担当地方協力本部 愛知地地方協力本部

氏　名 岡田尚大

性　別 男

出身地 愛知県

出身大学 名古屋工業大学

階　級 ３等空尉

所属部隊 北部防空管制群　防空管制隊

職　名 兵器管制

駐屯地／基地 三沢基地

普段の仕事

日々の訓練や緊急発進等で発進
する戦闘機等の管制を行ってお
り、航空自衛隊であることはも
ちろん、幹部でなければ経験す
ることのできない貴重な職務に
携わっています。

部隊紹介、トピック
など

２４時間３６５日途切れること
なく、我が国周辺空域の警戒監
視を実施しています。その際に
発見した我が国に接近する国籍
不明機に対し、戦闘機の緊急発
進を行っています。

プライベート
（趣味、クラブ
　活動など）

基地内のバスケットボール部に
所属し、週に２回程度楽しく練
習しています。同じ職場の隊員
だけでなく他職種の隊員とも交
流が持て、輪も広がります。休
日もしっかり確保できるため、
非常に充実したプライベートを
過ごせています。

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
（上半身及び正面向き、制服
でも私服でも可）

後輩へのメッセージ

航空自衛隊の花形ともいえるパイロットに一歩も引けを取らな
い兵器管制官。パイロットと共に最先端で国防を担う航空自衛
隊ならではの仕事です。戦闘機（航空機）が好きな方だけでな
く、理系とは縁が切れないＰＣが好きな方も能力発揮のチャン
スです。ぜひ一緒に国のために働きましょう。



記　事　欄 写　　真

広報担当大学 愛知教育大学

担当地方協力本部 愛知地地方協力本部

氏　名 中島広貴

性　別 男

出身地 愛知県

出身大学 愛知教育大学

階　級 ３等空尉

所属部隊 １空団

職　名 第２検査小隊長

駐屯地／基地 浜松

普段の仕事

第１航空団は、主としてT-4型中等
練習機による、戦闘機パイロット
の養成を行っています。
私は、整備幹部として航空機整備
の監督をしています。

部隊紹介、ト
ピックなど

浜松基地は静岡県浜松市に位置す
る航空自衛隊で最も歴史のある基
地です。第１航空団をはじめ、第
１術科学校や教育集団司令部な
ど、多くの所在部隊があります。

プライベート
（趣味、クラ
ブ
　活動など）

週末は同期や部隊の方と車で出か
けて遊びに行ったり、飲み会をし
て親交を深めています。

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
（上半身及び正面向き、制服
でも私服でも可）

後輩へのメッセージ みなさまと一緒に勤務することを楽しみにしています！
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