
記　事　欄 写　　真

広報担当大学 長崎大学

担当地方協力本部 長崎地方協力本部

氏　名 上村　駿介

性　別 男性

出身地 長崎県

出身大学 九州大学院

階　級 １等陸尉

所属部隊 第１６普通科連隊第４中隊

職　名 運用訓練幹部

駐屯地、基地 大村駐屯地

普段の仕事

上司の部隊運用の補佐をしてい
ます。また、訓練の計画や練度
の管理を通じて、部隊の強化に
取り組んでいます。

部隊紹介、トピッ
クなど

第１６普通科連隊は、長崎県の
防衛警備を担当しています。長
崎県には海上自衛隊や米軍の基
地もあり、共同して訓練をする
ことも多いです。

プライベート
（趣味、クラブ
　活動など）

ジョギングをしたり、映画を見
たりしリフレッシュしていま
す。同僚と食事に行くことも楽
しみのひとつです。

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
陸上自衛隊のなかには様々な職種・職域があり、各人の特性に
応じた業務に就きます。特技を活かすこともできますし、新し
い分野にチャレンジすることもできます。

私の仕事
幹部自衛
官の仕事
など



記事欄 写　真

広報担当大学 長崎大学

担当地方協力本部 長崎地方協力本部

氏　名 中村　優里

性　別 男性

出身地 福岡県春日市

出身大学 西南学院大学（商）

階　級 ３等陸尉

所属部隊 第４施設大隊第１中隊

職　名 施設小隊長

駐屯地、基地 大村駐屯地

普段の仕事

小隊長として、小隊内の隊員の
育成・指導や中隊長の補佐とし
て普段の業務に取り組んでいま
す。
失敗も数多くありますが、その
中から得られた経験を次に活か
すことができます。前向きに挑
戦し、自分の成長を実感できる
職場です。

部隊紹介、トピック
など

第４施設大隊は、長崎県大村市
の大村駐屯地に駐屯する施設科
部隊です。
約５００名の隊員で構成され、
その歴史は７０年に及ぶ伝統あ
る部隊です。

プライベート（趣
味、クラブ活動な
ど）

　休日はバイクでツーリングに
出掛けます。九州は景色の良い
ツーリングコースが充実してい
て、最高の場所です。

後輩へのメッセージ

幹部候補生学校に入校してから幹部自衛官になった今では、
厳しくも楽しかった日々の出来事すべてが大切な思い出とな
り、今の自分の糧となっています。自衛隊に入るきっかけは
人それぞれですが、その根幹には日本のために働くという気
持ちがあると思います。自衛官を志す皆さん、ぜひ一緒に頑
張りましょう。

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 　



記　事　欄 写　　真

広報担当大学 長崎大学

担当地方協力本部 長　崎

氏　名 根本　湧生

性　別 男性

出身地 茨城県

出身大学 東洋大学

階　級 ３等陸尉

所属部隊 第１６普通科連隊第３中隊

職　名 対戦車小隊長

駐屯地、基地 大村駐屯地

普段の仕事

各種訓練計画を作成・調整し、
訓練時は対戦車小隊長として、
敵戦車を撃破し戦闘力を減殺す
ることで我の任務達成に寄与す
べく小隊を運用します。また健
全な勤務環境構築のため、小隊
員の身上（心情）把握も行いま
す。

部隊紹介、トピッ
クなど

戦う第１６普通科連隊として、
生々躍動の信念のもとに日々訓
練、練成に励んでいます。連隊
近傍には、射撃訓練場や野外演
習場が位置し、訓練環境に恵ま
れた部隊であると考えます。

プライベート
（趣味、クラブ
　活動など）

週末は、水泳経験が長いことも
あり、プールへ前進したり、昔
からアウトドアが趣味であり、
観光をしつつ自然の中でキャン
プをして過ごすこともありま
す。そのため、勤務日・山、休
日・山という週もあります。

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

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

入隊後は、直ちに現場勤務ではなく、学校に入校し、段階的に
自衛官として必要な技能・識能を学ぶことができます。陸上自
衛隊は国防の最終防衛線として位置し、あらゆる職種が存在
し、各人の能力を生かせる場所が必ず見つかります。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 長崎大学

担当地方協力本部 長崎地方協力本部

氏　名 永田　莉香子

性　別 女性

出身地 長崎県

出身大学 鳥取大学

階　級 ３等空尉

所属部隊 作戦情報隊第３収集隊

職　名 情報幹部

駐屯地、基地 奥尻島分屯基地

普段の仕事

情報幹部として、情報資料の収
集及び整理を行っています。ま
た幹部として、部隊運営に関す
る各種業務を担当するととも
に、部下隊員の身上（心情）把
握を行い、健全な勤務環境維持
に努めています。

部隊紹介、トピッ
クなど

奥尻島は北海道南西に位置する
小さな島であり、島で行われる
イベント及び小学生の職場体験
を支援する等、部隊の隊員が積
極的な交流を行い、町民との良
好な関係を築いています。

プライベート
（趣味、クラブ
　活動など）

休日には、趣味であるピアノを
弾いたり、映画鑑賞をするなど
自分の時間を有意義に過ごして
います。夏の暖かい時期には、
美しい海を前に隊員とバーべ
キューを行ったり、冬季には部
隊でノルディックスキー訓練を
行う等、年間を通して充実した
生活を送っています。

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

自衛隊では、段階的な訓練により無理なく自分自身の能力を向
上させることができます。また、福利厚生も非常に充実してお
り、勤務に専念できる環境が整っています。航空自衛隊には国
防を担う様々な分野の職種が存在し、非常にやりがいがありま
す。そして、自衛隊は組織的な力を発揮すべく、お互いを助け
合いながら任務遂行に専念する、まさに”One Team”、少しで
も自衛隊に興味を持って頂けたら幸いです。



記事欄 写　真

広報担当大学 長崎大学等

担当地方協力本部 長崎地方協力本部

氏　名 中島　貴史

性　別 男性

出身地 長崎県

出身大学 長崎大学

階　級 ２等空尉

所属部隊 第４航空団飛行群本部

職　名 総務人事班長

駐屯地、基地 松島基地

普段の仕事

隊員の人事管理や文書管理に
関する業務等を行っていま
す。普段はデスクワークがメ
インですが、体力測定や射撃
訓練なども行っています。

部隊紹介、トピッ
クなど

第４航空団飛行群には、第２
１飛行隊と第１１飛行隊が所
在しており、パイロットの養
成や航空自衛隊の広報を行っ
ている部隊です。

プライベート（趣
味、クラブ活動な
ど）

プライベートでは、カメラを
持って写真を撮りに出かけて
います。他基地の航空祭へ行
くこともあります。

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

自衛隊には、様々な職種があり、それぞれの役割の人が支え合っ
て任務を遂行しています。国防に貢献していると実感ができ、や
りがいをもって働くことが出来ます。ぜひ、私たちと一緒に働き
ましょう。


