
記事欄 写　真
広報担当大学 琉球大学等
担当地方協力本部 沖縄地方協力本部
氏　名 関谷　祥幸
性　別 男性
出身地 福岡県
出身大学 立正大学
階　級 ３等陸尉
所属部隊 第５１普通科連隊
職　名 情報小隊長
駐屯地、基地 那覇駐屯地

後輩へのメッセージ
仕事にメリハリがあり休める所は休めます。
特に休暇でしっかり休めます。

カレッジリクルータメッセージシート

項　目

基本情報

私の仕
事、幹部
自衛官の
仕事など

普段の仕事

１　各種計画の作成
　　射撃、徒歩行進訓練、ＵＡＶ操縦
　訓練及び監視訓練

２　教育における教官
　　レンジャー教育主任教官

３　地域との交流
　　地域の人との懇談会等

４　米軍との共同訓練
　　連絡幹部や現場での小隊長

部隊紹介、トピッ
クなど

１　第５１普通科連隊
　　１５旅団唯一の普通科連隊であり、
　離島対処、米軍との共同訓練、沿岸
　監視訓練及び本格的武力対処訓練等
　の任務を付与されています。

２　情報小隊
　　連隊の目となり各種監視機材を使
　用した監視網の構成など。

プライベート
（趣味、クラブ活

動など）

１　ゴルフ
　　沖縄で始めました。まだゴルフ
　ボールをまっすぐ飛ばせませんが頑
　張っています。

２　マリンスポーツ
　　海に行っていろいろ遊んでます。

３　釣　り
　　日々の生活の食材を求めに行ってい
　ます。



記　事　欄 写　　真

広 報 担 当 大 学 新潟大学

担 当 地 本 新潟・沖縄地方協力本部

氏 名 鈴木　穂奈美

性 別 女

出 身 地 新潟県

出 身 大 学 新潟大学

階 級 ３等空尉

所 属 部 隊 等 名 南防群防管隊

職 名 兵器管制官

駐屯地・基地名等 那覇基地

１　普段の仕事

　兵器管制官の任務として、緊
急発進した戦闘機や飛行訓練を
実施する戦闘機の管制がありま
す。現在、私はその戦闘機を管
制するための訓練を行っている
最中です。

２　部隊等の紹
　介、トピック

私は那覇ＤＣで勤務していま
す。ＤＣとは防空司令所のこと
を指し、日本の空をレーダー等
を使用して監視する任務を与え
られています。那覇では沖縄を
中心とした南西方面の空を監視
しています。

３　プライベート
　（趣味、クラブ
　活動など）

正直趣味といえる趣味はないの
ですが、せっかくの沖縄勤務な
のでダイビングなどのここでし
かできないようなことにチャレ
ンジしたいな…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

後輩へのメッセージ

私の仕事
幹部自衛
官の仕事
など

　私は地元で公務員として働くか幹部自衛官として全国で働く
か非常に悩んだ結果、今の道を選びました。そして、この道を
選んだことで経験できたことはたくさんあります。迷っている
ならばぜひチャレンジしてみてください。



記事欄 写　真
広報担当大学 沖縄国際大学等
担当地方協力本部 沖縄地方協力本部
氏　名 長田　大輝
性　別 男性
出身地 広島県
出身大学 甲南大学
階　級 ２等陸尉
所属部隊 ５１普通科連隊
職　名 対戦車小隊長
駐屯地、基地 那覇駐屯地

私の仕事、
幹部自衛官
の仕事など

普段の仕事

対戦車小隊長として、小隊員と
ともに日々訓練を実施していま
す。また、幹部自衛官として、
計画の作成や管理等を実施して
います。

部隊紹介、トピックなど

第５１普通科連隊は、南西防衛
における第一線部隊です。各種
事態に即応対処できる様、日々
訓練をしています。

プライベート
（趣味、クラブ活動な

ど）

休日は読書と音楽鑑賞を楽しん
でいます。

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
大変な事、苦手な事はもちろんありますが、慣れてくれば楽
しめることも増えていくと思います。転属や演習、入校で各
地を見て回れることも楽しめることの一つだと思います。



記事欄 写　真
広報担当大学 沖縄大学等
担当地方協力本部 沖縄地方協力本部
氏　名 廣田　大輔
性　別 男性
出身地 神奈川県
出身大学 明治大学
階　級 ２等陸尉
所属部隊 第５１普通科連隊
職　名 施設作業小隊長
駐屯地、基地 那覇駐屯地

私の仕
事、幹部
自衛官の
仕事など

普段の仕事

小隊長として隊員に対する技術
指導を行う一方で、連隊の施設
幕僚として、施設に関わる訓練
計画及び業務予定の立案を行っ
ています。

部隊紹介、トピックな
ど

第５１普通科連隊は南西防衛の
第一線部隊として日々練成を続
けています。
特に我が連隊においては地域の
特性上、基地警備訓練、米軍と
の協同訓練及び海上機動訓練な
ど内地の部隊では行わないよう
な訓練を実施することが多く、
大変ですが充実した日々を過ご
すことが出来ています。

プライベート
（趣味、クラブ活動な

ど）

休日はロードバイクに乗って本
島中を走っています。北は国頭
村、南は糸満市まで地域毎特色
ある風景を楽しむ事が出来ま
す。

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

幹部候補生として入隊する上で不安な事がたくさんあると思
いますが、自衛隊のカリキュラムは実によくできており、職
種学校を卒業する頃には必要な能力がついてきます。あとは
自分が自衛官として何がしたいのかをしっかりとイメージ
アップして入隊してもらえれば大丈夫です、頑張ってくださ
い。

写真左上 本人

写真右手前 本人

写真中央 本人？



記事欄 写真

広報担当大学 名桜大学等

担当地方協力本部 沖縄地方協力本部

氏　名 下田　強志

性　別 男性

出身地 長野県

出身大学 信州大学

階　級 ３等陸尉

所属部隊 第１５特殊武器防護隊

職　名 偵察小隊長

駐屯地、基地 那覇駐屯地

普段の仕事

普段は現場とデスクを往復
しながら、「どうやって小
隊を運用しよう？」という
ことを考えています。失敗
から学び、成功につなげら
れたときは感無量！　トラ
イ＆エラーの精神でがん
ばっています。

部隊紹介

私の所属する第１５特殊武
器防護隊は、化学兵器、生
物兵器、放射線兵器、核兵
器に対処する部隊です。人
数が少ない分、少数精鋭が
求められるので、私も日々
精進しています！　アット
ホームな職場！

趣　味

空手、社交ダンス、新書読
書とやってきた私ですが、
最近は街歩きが休日の日課
です。特に、沖縄は独自の
文化と歴史が、歩くほどに
発見がある美しい景観を織
り成しています。地元への
愛着こそが、負けない精神
の基礎基盤！

私の仕事

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

現代日本において、ある種意図的に不可視化されてきた
組織・自衛隊。大学在学中にこの組織に興味を持ち、実
際に自分の目で見てやろうと入隊を決意しました。自衛
隊は体力だけじゃない！　とにかく自分の能力を高める
機会に溢れた職場！　ぜひ門を叩いてみて下さい。



記事欄 写　真

広報担当大学 琉球大学等
担当地方協力本部 沖縄地方協力本部
氏　名 有水　一将
性　別 男性
出身地 神奈川県
出身大学 神奈川工科大学
階　級 ３等陸尉
所属部隊 第１５通信隊
職　名 通信支援小隊長
駐屯地、基地 那覇駐屯地

私の仕
事、幹部
自衛官の
仕事など

普段の仕事

第１線部隊に同行し通信を確保
する通信部隊の小隊長として、
厳しい任務も遂行できるよう、
平素から各種訓練を計画・実施
しております。
また、隊本部の兵站幕僚とし
て、隊が保有する通信器材や車
両などの補給・整備業務を実施
し、部隊の物的戦闘力の維持・
向上に努めております。

写真本人中央

部隊紹介、トピックな
ど

私の所属する第１５通信隊は、
南西地域を護る第１５旅団の隷
下部隊であり、主として旅団司
令部と旅団隷下部隊との間のシ
ステム通信確保を行います。
最近では沖縄県におけるＣＳＦ
対処の際に、派遣小隊長として
出動し、災害派遣部隊と司令部
との間のシステム通信を確保
し、災害派遣の円滑な遂行に寄
与しました。

写真本人左

プライベート
（趣味、クラブ活動な

ど）

沖縄と言えば美ら海、というこ
とで休日にはダイビングを楽し
んでいます。きれいなさんご礁
の海に潜っていると、日常生活
から解き放たれてとても癒され
ます。
また仕事を頑張ろうと思えた
り、別の部署の人と繋がれるの
も趣味のいいところです。

写真うみがめ

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、国を守り平和をつくっていくことの出来る、とて
もやりがいのある仕事だと感じています。大変そうとか、キ
ツそうと思われる方もいると思いますが、部隊の仲間と共に
任務を達成できた時は感慨無量です。



記事欄 写　真

広報担当大学 沖縄大学等

担当地方協力本部 沖縄地方協力本部

氏　名 福西　壮一郎

性　別 男性

出身地 奈良県

出身大学 関西大学

階　級 ２等海尉

所属部隊 第５航空隊

職　名 P-3C操縦士

駐屯地、基地 那覇基地

私の仕
事、幹部
自衛官の
仕事など

普段の仕事

哨戒機であるP-3Cのコパイロッ
トとして、航空機の運航に携
わっています。的確に機長の補
佐ができるよう、日々訓練を積
んでいます。

部隊紹介、トピックな
ど

東シナ海の監視任務を昼夜分か
たず実施しているほか、不測の
事態に備えて様々な訓練を行っ
ています。また、継続的に中東
にも隊員を派遣しており、日本
で一番注目されている部隊で
す。

プライベート
（趣味、クラブ活動な

ど）

休日はドライブでいろいろなと
ころを巡っています。沖縄は絶
景スポットやリゾートホテルが
多いので、簡単に非日常な旅行
気分を味わえておすすめです。

カレッジリクルータメッセージシート

項　目

基本情報

後輩へのメッセージ

数年前まで普通の大学生だった私も、自衛隊のパイロットとし
て任務に貢献しています。
特殊な知識や技能がなくても大丈夫！ぜひ一緒に働きましょ
う！



記事欄 写　真

広報担当大学 琉球大学等
担当地方協力本部 沖縄地方協力本部
氏　名 野口　秀幸
性　別 男性
出身地 高知県
出身大学 高知工科大学
階　級 ２等海尉
所属部隊 第５航空隊
職　名 P-3C操縦士
駐屯地、基地 那覇基地

私の仕
事、幹部
自衛官の
仕事など

普段の仕事

哨戒機であるP-3Cの副操縦士と
して、航空機の運航に携わって
います。的確に機長の補佐がで
きるよう、日々訓練を積んでい
ます。

部隊紹介、トピックな
ど

東シナ海の監視任務を昼夜分か
たず実施しているほか、不測の
事態に備えて様々な訓練を行っ
ています。また、継続的に中東
にも隊員を派遣しており、日本
で一番注目されている部隊で
す。

プライベート
（趣味、クラブ活動な

ど）

休日はドライブをしながら美味
しいグルメを提供する飲食店を
探しています！沖縄は絶景ス
ポットやリゾートホテルが多い
ので、簡単に非日常な旅行気分
を味わえておすすめです。

カレッジリクルータメッセージシート

項　目

基本情報

後輩へのメッセージ
自衛隊は入隊後、人を育てる組織です。私も海上自衛隊のパイ
ロットとして任務に貢献しています。ぜひ一緒に働きましょ
う！



記事欄 写　真

広報担当大学 沖縄大学等

担当地方協力本部 沖縄地本

氏　名 本条　和樹

性　別 男性

出身地 大阪府

出身大学 明治学院大学

階　級 ２等空尉

所属部隊 第５高射群指揮所運用隊

職　名 整備小隊長

駐屯地、基地 那覇基地

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

職場としての自衛隊をわかりやすく表すと、「人を大事にする
組織」です。皆様が気になっているであろう福利厚生関連の各
種制度が完備されているほか、幹部候補生学校、術科学校と
いった初度の教育カリキュラムも充実しております。入隊前の
体力や知識に不安を覚える必要は全くありません。

私の仕
事、幹部
自衛官の
仕事など

普段の仕事

整備小隊長として３つの班をと
りまとめ、部隊が保有している
器材の整備や小隊員の人事管理
を行っています。

部隊紹介、トピックな
ど

地対空ミサイル「パトリオット
（ペトリオット）」を運用し、
南西域における防空を担ってい
ます。戦闘機部隊や陸上自衛
隊、米軍との協同訓練が定期的
に実施されているほか、「年次
射撃訓練」というミサイル実射
訓練が毎年２週間アメリカにて
行われています。

プライベート
（趣味、クラブ活動な

ど）

休日は近所の瀬長島やビーチを
走っています。年末は国頭トレ
イルラン、今年はおきなわマラ
ソンに参加しました。職場には
野球チームがあり、平日の夕方
や休日に自由参加で楽しんでい
る様子がうかがえます。



記事欄 写　真

広報担当大学 名桜大学等

担当地方協力本部 沖縄地方協力本部

氏　名 藤井　嵩士

性　別 男性

出身地 香川県

出身大学 信州大学

階　級 ３等空尉

所属部隊 第５高射群第１７高射隊

職　名 射撃小隊付幹部

駐屯地、基地 那覇基地

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

自衛隊に幹部候補生として入隊する上で不安な事は多いと思い
ます。しかし、目標を持って各種訓練や教育に臨めば、幹部に
任官する時には幹部自衛官として必要な資質が自然と身に付き
ます。幹部自衛官として一緒に働ける日を楽しみにしていま
す。

私の仕
事、幹部
自衛官の
仕事など

普段の仕事

小隊付幹部として、行動任務態
勢可能管制官の習熟及び練度向
上に努める一方で、高射幕僚と
して、弾道ミサイル対処に関わ
る訓練計画及び業務予定の立案
を行っています。

部隊紹介、トピックな
ど

私が所属する高射部隊は、地上
に設置された発射機からミサイ
ルを発射して敵の航空機や弾道
ミサイルを迎撃することを専門
としている部隊です。沖縄に所
在しているため米軍と共同訓練
を行うなど、内地の部隊では行
わない訓練もあり、大変ですが
充実した日々を送っています。

プライベート
（趣味、クラブ活動な

ど）

　休日は車で観光地や買い物に
行きます。また、小隊の若い隊
員達と一緒においしいお酒を飲
んで楽しく過ごしています。


