
記事欄 写　真

広報担当大学 熊本県内に位置する大学

担当地方協力本部 熊本地方協力本部

氏　名 村松　和幸

性　別 男性

出身地 島根県松江市

出身大学 東京大学

階　級 ２等陸尉

所属部隊 第８飛行隊

職　名 航空操縦士

駐屯地、基地 高遊原分屯地

普段の仕事

飛行隊は航空機を使用して各種
任務、訓練を実施しています。
フライトの前にはブリーフィン
グを行い、認識の統一を行いま
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

飛行隊での野営訓練の１コマで
す。
航空機を使用して空中機動、ホ
イスト、スリング、患者空輸な
ど多数の任務を実施していま
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）

プライベートにおいては同期と
飲みに行くこともあり、気分転
換に努めています。

　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
　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

自衛隊ってどんなイメージでしょうか？
「厳しい」？「しんどい」？「理不尽」？
実はそんなことないんです！そんな自衛隊のホントを話しま
す。ちょっとでも自衛隊のことを知ってもらえたら嬉しいで
す。



記事欄 写　真

広報担当大学 熊本県内に位置する大学

担当地方協力本部 熊本地方協力本部

氏　名 前田　哲史

性　別 男性

出身地 熊本県

出身大学 熊本学園大学

階　級 ２等陸尉

所属部隊 第２施設群　群本部

職　名 連絡幹部

駐屯地、基地 飯塚駐屯地

普段の仕事

部隊の幕僚として防衛・警備及び
災害派遣に関する計画を起案した
り、災害が起きた場合は、隷下部
隊の行動を統制して、派遣器材・
人員等を見積ります。

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２施設群は、九州
で一番大きい駐屯地である福岡県
の飯塚駐屯地に所在しています。
また、災害派遣の経験が豊富であ
り、東日本大震災をはじめ、熊本
震災、平成３０年７月豪雨、令和
元年１９号に係る災害派遣等に従
事しています。

プライベート
（趣味、クラ
ブ活動など）

休日には、読書、オートテニス
や、たまにスキューバダイビング
をして休日を満喫しています。

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

自衛隊の魅力のひとつとして、全国に仲間がいて仕事があり、国
連などの国際機関に従事する等、活躍の場が広まっています。こ
のような、世界規模で勤務が出来る仕事は民間でもなかなかない
と思います。この広い職場ならば、一人ひとりの特性に応じた仕
事を見つけることが出来るのではないでしょうか。ぜひ、自衛隊
にチャレンジしてみてください。



記事欄 写　真

広報担当大学 熊本県内の大学

担当地方協力本部 熊本地方協力本部

氏　名 後呂　洋輔

性　別 男性

出身地 愛知県

出身大学 名城大学

階　級 ３等陸尉

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。

　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）

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

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 熊本県内の大学

担当地方協力本部 熊本地方協力本部

氏　名 小野　昌美

性　別 女性

出身地 千葉県

出身大学 北里大学

階　級 １等海尉

所属部隊 佐世保衛生隊

職　名 薬務係長

駐屯地、基地 佐世保基地

普段の仕事
主に医薬品を含めた衛生資材の
調達、艦艇や他部隊との調整を
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

日頃の救護支援や健康診断に加
え、大量傷病者後送訓練等で米
軍と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）

旅行が好きで、旅先では顔はめ
パネルやトリックアートで写真
を撮っています。

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

後輩へのメッセージ

はじめまして！私は自衛隊６年目の薬剤官です。
大学生のときに企業フォーラムで自衛隊の仕事を知り、入隊し
ました。少しでも自衛隊を身近に感じてもらいたいので、気軽
に何でも聞いてくださいね。

🙈



記事欄 写　真

広報担当大学 熊本県内の大学

担当地方協力本部 熊本地方協力本部

氏　名 濵川　健一

性　別 男性

出身地 奈良県

出身大学 早稲田大学

階　級 １等海尉

所属部隊 護衛艦きりさめ

職　名 航海長

駐屯地、基地 佐世保基地

普段の仕事

「航海長」という仕事は、船を
安全に運航するための役職で
す。そのため、海図を用いて安
全・効率的な航路を選定し、航
路に沿って操艦することが主な
役割です。その他、港に停泊中
は訓練の予定を計画し、部隊の
精強さを保つ方法を日々考えて
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

「護衛艦」は日本周辺海域を守
り、近年では海外にも派遣され
る部隊となりました。一般的に
は大砲やミサイルに注目が集ま
りますが、船を動かすエンジン
や人を動かす食事を作るため
様々な人材が働いています。１
人１人に異なる働きが期待され
る部隊が護衛艦の特徴です。

　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）

母港の佐世保に停泊中は友人と
ドライブに出かけ、地元の観光
やグルメを楽しんでいます。ま
た、様々な寄港地に入港した際
には、港周辺をランニングで散
策して地域の文化や人と触れ合
うことが趣味です。

　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
　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

職業にはいろいろな種類がありますが、海上自衛隊の艦艇部隊
ほど日々の新しい発見や驚きに満ち溢れた職場はありません。
皆さんが今までに蓄えた知識や経験を発揮できるとともに、未
知の領域へ踏み出すことができる環境が、海上自衛隊の良い所
だと思います。



記事欄 写　真

広報担当大学 熊本県内の大学

担当地方協力本部 熊本地方協力本部

氏　名 木村　翔

性　別 男性

出身地 埼玉県

出身大学 中央大学

階　級 ２等海尉

所属部隊 あけぼの

職　名 水雷長

駐屯地、基地 佐世保基地

普段の仕事

護衛艦で水雷長として勤務してい
ます。水雷長は、敵の潜水艦を攻
撃する魚雷やソーナーを管理する
配置です。航海中は主に艦橋で艦
を運転（操艦）しています。停泊
中は、当直士官として艦全体の業
務を管理したり、シミュレータを
使用して訓練をしたりしていま
す。

部隊紹介、ト
ピックなど

「あけぼの」は、汎用護衛艦（Ｄ
Ｄ）として、各種訓練や海賊対処
などの実任務を実施しています。
昨年は「いずも」等とともに、東
南アジア方面へ向かい、外国海軍
と親善訓練等を実施しました。ま
た、ヘリコプターを搭載できるた
め、災害派遣等でも活躍すること
ができます。

プライベート
（趣味、クラ
ブ活動など）

単身赴任のため、家族は関東にお
り、休日は一人で過ごすことが多
いです。ドライブが好きなので、
温泉に行ったり、各地のおいしい
ものを食べに行ったりしていま
す。長期休みは関東に帰り、家族
で過ごすようにしています。

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

艦艇勤務は厳しいところもありますが、他の職業では得られな
い貴重な経験をすることができます。艦艇でなくても、海上自
衛隊の仕事は多岐にわたり、きっと活躍できる仕事があります
ので、ぜひチャレンジしてください。

艦橋での操艦風

米軍空母との共同訓

あけぼのカレーです。



記　事　欄 写　　真

広報担当大学 福岡、熊本県内の大学

担当地方協力本部 福岡、熊本地方協力本部

氏　名 遠藤　紗也香

性　別 女性

出身地 埼玉県

出身大学 日本女子体育大学

階　級 ３等空尉

所属部隊 西部航空警戒管制団

職　名 兵器管制

駐屯地／基地 春日基地

普段の仕事

統合幕僚監部のホームページに
掲載されている対領空侵犯措置
の中に出てくる、緊急発進時に
飛んでいく戦闘機の管制を行っ
ています。

部隊紹介、トピック
など

わが国周辺空域を監視し、接近
又は侵入してくる航空機等に対
して戦闘機を緊急発進（スクラ
ンブル）させ、戦闘機の管制を
行っています。

プライベート
（趣味、クラブ
　活動など）

仕事は忙しいですが、プライ
ベートの時間は多く取れます！
私は趣味で乗馬を習っていま
す。日頃の疲れを馬と触れ合う
ことで癒しています。

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
表舞台での活動は少ないですが、やりがいのある仕事です。ま
た多くの人と助け合いながら仕事ができ、そして全国に知り合
いが増えます！



記事欄 写　真

広報担当大学 福岡、熊本県内の大学

担当地方協力本部 福岡、熊本地方協力本部

氏　名 横尾　明大

性　別 男性

出身地 福岡県

出身大学 西南学院大学

階　級 ３等空尉

所属部隊 第２高射群第８高射隊

職　名 射撃小隊付幹部

駐屯地、基地 高良台分屯基地

普段の仕事

私は高射指令官（高射運用幹
部）として、ペトリオットの運
用を行っています。現在は小隊
付幹部として、小隊長の補佐を
しつつ、各種訓練に参加し、自
らの運用スキルを磨いている最
中です。

部隊紹介、ト
ピックなど

第８高射隊は、福岡県久留米市
に所在し、ペトリオットを用
い、防空任務及び弾道ミサイル
等対処任務を行っています。高
良台は１個高射隊のみで構成さ
れているため、少人数でアット
ホームな基地です。

プライベート
（趣味、クラ
ブ活動など）

多忙な日々とは裏腹に、ＧＷ、
夏季、年末年始の際に長期休暇
を取得することができるのは、
自衛隊の魅力の１つです。私は
一昨年に中国とインドネシア、
昨年末にタイとラオスを旅行
し、心身ともに英気を養いまし
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

後輩へのメッセージ

幹部は、指揮（リーダーシップ）をとるのが仕事です。入隊後
１年で幹部に任官し、大きな権限と責任が与えられます。その
権限、責任ゆえに日々苦労することも多いですが、非常にやり
がいのある、誇りある仕事です。


