
鵜山 幸村さんからのメッセージ

出身校 ：奥越明成高等学校

入隊区分：自衛官候補生(陸）

入隊年度：令和３年度

現所属 ：第14普通科連隊
臨時教育隊

（石川県金沢市）

１ 入隊・入校の動機

４ 母校の後輩たちへ

ユーチューブに上がっている自衛隊の動画等を見て、面白そ
うだと思い調べてみたら、収入も安定していると書いてあった
ので、入隊を決意しました。他にも、私は何事も楽しめる性格
なので自衛隊でもやっていける自信があったからです。

２ 近 況

規則や規律が厳しいことは覚悟していたので、何とも思わな
かったのですが、殴られることがないことにびっくりしていま
す。もっと厳しい所だと思っていました。

３ 入隊・入校して良かったこと

良かったことは教官・助教の方々が引っ張ってくれるので、
体力が付き、自分に少し自信が付いたことです。自衛隊は面白
いので続けようと思っています。

先生方にはとてもお世話になりました。提出物は自衛隊では
何とか出せています。元気にやっていますので、心配しないで
ください。

プロフィール



松井 勇龍さんからのメッセージ

出身校 ：奥越明成高等学校

入隊区分：自衛官候補生(陸）

入隊年度：令和３年度

現所属 ：第14普通科連隊
臨時教育隊

（石川県金沢市）

１ 入隊・入校の動機

プロフィール

４ 母校の後輩たちへ

自衛隊は中学生の頃から目指していました。安定職であることや、仲
間との連携など、自分が求めていることに合っていたので、自衛隊を選
びました。色々な経験が出来るのも良い所であり、災害派遣で人々を助
けるのも仕事の一つとして魅力的だなと思い入隊しました。

２ 近 況

規則や規律が厳しいのはもちろんですが、一番大切な事だと思ったの
は、時間の使い方です。やる事が多く、最初の頃は時間に追われる毎日
になりました。休日は出かけて美味しいものを食べたり、買い物をよく
しています。同じ班の仲間との関係性も大切だし、普段の生活では得ら
れないものが得られます。

３ 入隊・入校して良かったこと

生活が規則正しいので、健康的な体になります。それと、自衛隊に入
る前に腕立て伏せや腹筋は沢山しておけばよかったなと思うことが多い
です。キツくて続けられそうにないイメージはありましたが、そんなこ
とはなく、誰でも出来るようになると思います。ただ、やる気のない人
にはお勧めできません。やる気さえあれば大抵の事は何とかなります。
切り替えができることが、自衛官になる為に必要な要素の一つだと思い
ます。

ぼんやりとした将来、なんとなくで決めた就職先や大学に行くよりは
自衛隊に入る方がいいと、今現在、僕は思います。もちろん、楽では無
ないですし、大変な事も多いですが、それはどの仕事でも同じです。そ
れなら自衛隊で色々なことを学んでから違う道に進むこともできますし、
大学へ行くための学費を貯蓄することもできます。自衛隊に入ってみて
からでも選択肢は色々あります。何事もやる気だと今は感じています。



宮腰 賢志さんからのメッセージ

１ 入隊・入校の動機

プロフィール

４ 母校のみなさんへ

２ 近 況

自衛隊生活で特に困ったことはありませんが、一人が間違った行動を
すると、同期みんなに迷惑が掛かるということを常に心がけて行動して
います。
休日には近くのスーパーに行ったり、ゆっくり休んで体をリフレッ

シュしたり、訓練の準備をしたりしてすごしています。

３ 入隊・入校して感じたこと

入隊して感じたことは、自分勝手な行動は絶対してはいけないという
ことです。各々が勝手な行動を取ると、場合によっては部隊が全滅する
ことがあるからです。
良かったことは、班の皆や区隊の皆が一致団結して訓練に臨んでいる

ところに、自衛隊らしさを感じられることです。

私が自衛隊に入隊してみて、やっぱり最初は不安しかありませんでし
たが、実際に訓練をしてみて思ったことは、自分なりに頑張れるんだと
いうことです。訓練はキツイですが楽しいと思います。

出身校 ：奥越明成高等学校

入隊区分：一般曹候補生(陸）

入隊年度：令和３年度

所 属 ：第109教育大隊
第315共通教育中隊
（滋賀県大津市）

私が自衛隊に入隊した動機は、災害派遣で活躍したいと思ったからで
す。また、地方協力本部の広報官の方から話を伺い、自衛隊の見学をし
て、私もやってみたいと思ったので入隊しました。



増田 隼也さんからのメッセージ

出身校 ：奥越明成高等学校

入隊区分：一般曹候補生(陸）

入隊年度：令和３年度

所 属 ：第109教育大隊
第315共通教育中隊
（滋賀県大津市）

１ 入隊・入校の動機

プロフィール

４ 母校の後輩たちへ

動機は二つあります。一つ目は、大切な人を守る、人を救える仕事がした
いという思いから広報官の方にお話を伺い、自衛隊は自分にピッタリだと
思ったからです。二つ目は、自衛隊は自分を成長させるための一番の近道だ
と思ったからです。「昨日より今日、今日より明日」を意識して、一日でも
早く人に頼られる自衛官になるために、日々訓練に励んでいます。

２ 近 況

最初は規律が厳しい事で、自分は本当にここでやっていけるのかとても不
安になりましたが、いつの間にか慣れ、楽しく生活を送っています。訓練で
は新しいことを教わることが多く、時には上手く行かない事もあり、厳しく
指導を受けることもありますが、その厳しさは愛情の裏返しだと思い日々自
分を律して能力の向上に努めています。

３ 入隊・入校して感じたこと

入隊して感じた事はいくつかあります。一つ目は、銃を受領した時に想像
以上に重かったことです。教官にこれは国民の信頼の重さだと言われ、さら
に重く感じましたが、同時にこの重さをいつでも持ち続けられるように頑張
ろうと思いました。二つ目は、規律が厳しく少しでも間違いをすると叱られ
るということです。初めはこれを理不尽だと思いましたが、これはいざとい
うときのために必要な事なのだと、今では思っています。

自衛隊は厳しく辛いこともありますが、共に乗り越えてくれる良き同期や、
厳しくも一人前の自衛官に育てようとしてくれる班長など様々な出会いがあ
り、たくさんの刺激をもらうことによって人として大きく成長できる職場だ
と思います。体力や運動能力に自身がなくても全然大丈夫ですよ。



三田村 大毅さんからのメッセージ

出身校 ：大原簿記法律
専門学校

入隊区分：自衛官候補生(陸）

入隊年度：令和３年度

現所属 ：第14普通科連隊
臨時教育隊

（石川県金沢市）

１ 入隊・入校の動機

プロフィール

４ 母校の後輩たちへ

人の役に立ちたいと思ったことと、体力をつけたいと思い入
隊しました。

２ 近 況

自衛隊生活は、思っていた以上に厳しいところでした。でも、
その分みんなで団結して乗り越えています。最近はハイポート
（銃を持ってみんなで大声を出して走る訓練）をして苦しめら
れています。

３ 入隊・入校して良かったこと

今までダラダラとしていた生活を送っていましたが、自衛隊
に入り規則正しい生活を送った事によって、気持ちの面で苦し
い部分がありましたが、今では生活に慣れて来ました。

自衛隊は思っている以上に厳しい世界です。でも、その分仲
間と協力していくので、団結力が無意識についてくると思いま
す。そして、体力をつけたいと思う人は自衛隊に来ることをお
薦めします。



春貴 壮平さんからのメッセージ

出身校 ：大原簿記法律
専門学校

入隊区分：自衛官候補生(陸）

入隊年度：令和３年度

現所属 ：第14普通科連隊
臨時教育隊

（石川県金沢市）

１ 入隊・入校の動機

プロフィール

４ 母校の後輩たちへ

自分に自信が持てない、頑張るべき時に全力になれない、そんな未熟な自
分から脱し、立派な人になりたいと思い、自衛隊を志望しました。幼い頃か
ら消防士になりたいと思っていましたが、試験に落ちてしまい、もう一度消
防を目指す際に、今の自分の体力・精神力では何回受けても変わらないので
はと思い、仕事をしながら体力・精神力共に鍛えることができ、任期満了時
には自分の進む道を選ぶことのできる自衛官候補生に、とても魅力を感じた
ため、自衛官候補生として入隊しました。

２ 近 況
やはり規則や規律は厳しく、最初は大変でしたが、１・２週間過ごしてい

くうちに、自然と慣れてきて、次の事を考えたり、時間に余裕を持って行動
できるようになってきました。訓練は、覚える事が多かったり、激しい運動
をすることもあり大変ですが、昨日出来なかったことが出来るようになって
いることに気付いた時に、成長の実感や達成感を感じ、それが次の訓練のモ
チベーションになっています。休日は月曜日の準備を済ませた後、体力練成
や試験に向けての勉強をしたりとゆっくり過ごしています。

３ 入隊・入校して良かったこと

入隊する前は、自衛隊はとても厳しく、教官は皆怖い人ばかりだと思って
いました。しかし、実際は厳しいことばかりではなく楽しいこともあったり、
同期と声を掛け合い励まし合うことで、苦しい訓練を乗り越え、達成感を感
じあえることもあります。教官方もただ厳しいのではなく、休憩中や課業外
に分からないことを質問すると、丁寧に教えてくれます。自衛隊に入って良
かったことは、そんな同期と教官に出会うことが出来たことです。

後輩たちへ。皆さんの中には、将来自分が何になりたいのか、どんな大人
になりたいのかがはっきりと決まっていなかったり、やりたいことはあるけ
れど、自分にできるのか不安に思う人もいると思います。私からは、やって
みたい事や気になることがあるならば、恐れずに挑戦してほしい。自分に出
来るのかは、やってみなくては分かりません。その挑戦は必ず皆さんのプラ
スになります。



飯田 彩花さんからのメッセージ

１ 入隊・入校の動機

プロフィール

４ 母校のみなさんへ

母と自衛隊のイベントに行ったときに、女性自衛官の方が男性自衛官
の方と同じ様に働いているのを見て、凄くかっこいいと思いました。そ
の姿に憧れて、自衛官を目指しました。また、福井豪雪のときの自衛隊
の災害派遣活動を見て、私も人を助ける仕事に就きたいと考えたからで
す。

２ 近 況

３ヶ月間の前期教育も前期教育も終盤となり、同期と日々助け合いな
がら訓練に取り組んでいます。休日は同期と外出したり、駐屯地で体力
練成をしたりしています。

３ 入隊・入校して感じたこと

入隊して良かったことは、協力することの大切さを身をもって知るこ
とができたことです。同じ班、同じ区隊の人達と常に一緒に協力しなく
てはできない事が多く、一人一人の協力が本当に大切だと感じました。
また、団体生活をする中でみんな様々な意見があるので、人の意見を尊
重することの大切さにも気付く事ができました。

工業科など職業系の高校で学んでいて、何かに特化した事を仕事にし
たい人には、自衛隊は向いていると思います。日々新しい訓練をするの
はとても新鮮で、毎日がとても楽しいです。工業科で学んだことも生か
すことができます。

出身校 ：科学技術高等学校

入隊区分：自衛官候補生(陸）

入隊年度：令和３年度

所 属 ：第109教育大隊
第314共通教育中隊
（滋賀県大津市）



伊藤 稜真さんからのメッセージ

出身校 ：啓新高等学校

入隊区分：自衛官候補生(陸）

入隊年度：令和３年度

現所属 ：第14普通科連隊
臨時教育隊

（石川県金沢市）

１ 入隊・入校の動機

プロフィール

４ 母校の後輩たちへ

私が就職先をどこにしたらいいのか悩んでいた時に、ニュースやテレ
ビ番組などで、国民や国を守る自衛官の姿を見て立派だと思い、私も国
民や国を守れる立派な自衛官になろうと思い、入隊しました。また、私
は人の役に立つ仕事、人を明るくさせられるような仕事に就きたいと思
い、自衛隊を選びました。

２ 近 況

自衛隊生活の最初の頃は、同期との共同生活や訓練など慣れないこと
が多かったですが、一ヶ月ほどで多少は慣れました。休日は金沢市内で
映画を観たり、美味しいご飯を食べに行ったりしています。私は実家に
は帰っていないのですが、帰って息抜きをしている人もいます。金沢駐
屯地はご飯も美味しいし、楽しい場所が沢山あるので、いい休日を過ご
しています。

３ 入隊・入校して良かったこと

入隊前までは洗濯やアイロンを自分でやったことが無く、いつも親に
やってもらっていましたが、入隊してからは、実家では家事の手伝いを
するようになり、自分で自立できる力が付いたと思います。また、入隊
前までは行動が遅いと自分で感じていたのですが、入隊して家族から
「行動が早くなったね」と言われようになりました。

自衛隊に入隊してしばらくは慣れないことが多いと思いますが、どの
仕事も最初は同じだと思います。協力してくれる仲間はみんな明るい人
ばかりなので、課業内外や休日も、とても充実した時間を過ごしていま
す。また、金沢駐屯地のご飯はとても美味しいので毎日が楽しみです。



勝田 翔斗さんからのメッセージ

出身校 ：啓新高等学校

入隊区分：自衛官候補生（陸）

入隊年度：令和３年度

現所属 ：第14普通科連隊
臨時教育隊

（石川県金沢市）

１ 入隊・入校の動機

プロフィール

４ 母校の後輩たちへ

入隊の動機は三つあります。一つ目は、災害派遣などに行って人の役
にたてる仕事をしたかったの事です。二つ目は、自衛隊では普段の生活
では出来ない事が多くて、色々なことを経験して、自分にプラスになる
と思ったからです。三つめは、自衛隊に入って心も体も強くしたいと
思ったからです。

２ 近 況

着隊してから２週間は自衛隊の生活に慣れるのに大変で、段々と時間
や規則にも慣れてきて、行動が出来るようになりました。休日は買い物
をしに行ったり、外食をしたりと、リフレッシュしたり、部屋でゆっく
り休んだりして、月曜から頑張れるようにしています。

３ 入隊・入校して良かったこと

最初は自分が思っていた通り厳しい所だと思いましたが、指導してく
ださる班長・班付の方々は、とても熱心に教えて下さるので、毎日頑張
ろうと思えるし、感謝しています。訓練や団体生活をしている中で、同
期と助け合ったりして、とても良い仲間が出来たと思います。

お世話になった野球部の監督へ。監督の下で寮生活や野球をしている
ときなどが、とても今に活きていると思います。引退するまでの２年半、
辛い事の方が多かったけど、高校でこの生活を送ったおかげで、今の生
活にもすぐ慣れることが出来ました。



湊 勇希さんからのメッセージ

出身校 ：啓新高等学校

入隊区分：自衛官候補生(陸）

入隊年度：令和３年度

現所属 ：第14普通科連隊
臨時教育隊

（石川県金沢市）

１ 入隊・入校の動機

プロフィール

４ 母校の後輩たちへ

入隊の動機は二つあります。一つ目は、やりたいことが無かった時に
自衛隊の広報官の方から「入ってみないか」と誘われたからです。二つ
目は、親が元自衛官であり、相談したところ「自衛隊いいぞ。給料や生
活が安定しているぞ。」と勧められたので、入隊しました。

２ 近 況

自衛隊生活は、規律と団結という精神が徹底されていて、どちらが欠
けても厳しく指導されます。休日に外出する際は、清掃と訓練準備を必
ず実施してから外出となります。外出しない人はゆっくり休んでいます。
心に残ったエピソードでは、「チキチキレース」といって、匍匐前進を
班対抗のリレー形式で競い合ったことで、地獄でした。

３ 入隊・入校して良かったこと

良かったことは、共感してくれる同期が沢山できたことで、自分と同
じ気持ちになっている人がいて嬉しかったです。毎日厳しい訓練を受け
ているので、最初の頃よりは少しだけ自分もキビキビと動けていると思
います。自衛隊のイメージは、入隊する前と後では全然違いました。今
後の抱負は、とりあえず１任期の２年間、しっかりと頑張りたいです。

自衛隊のイベントや、広報官の説明を聞いて興味を抱いている人へ伝
えます。興味を抱くことは悪いことではありませんが、上辺だけの気持
ち、生半可な気持ちで入隊しない方がいいと思います。しっかり調べる
なり、元自衛官の方からどの様なところだったかを聞いて下さい。単独
行動がいい人、団体生活がマジで苦手な人は、入隊しない方がいいかも
しれません。



１ 入隊・入校の動機

プロフィール

４ 母校のみなさんへ

２ 近 況

私が自衛隊に入隊したいと思った動機は、人のためになる仕事がした
いと思ったからです。なぜ自衛隊かというと、中学一年生の時に自衛隊
の説明会を聞いて感激し、ここなら大切な人や国民のために働けると
思ったからです。人として成長できる場所としても、自衛隊は素晴らし
い職場だと思います。

３ 入隊・入校して感じたこと

入隊して、自分に厳しくなることができました。最初は学生気分でだ
らしなかったのですが、教官から、しっかり給料をもらっており、これ
は仕事なんだと言われ、自分の中で学生気分がなくなり、仕事なんだと
はっきりと意識するようになりました。自衛隊に来て、だらしなかった
自分を変える事ができたことは、本当に良かったです。

後輩のみんなへ。自衛隊はとても厳しく、ほとんど自分の時間はあり
ません。ですが、それ以上に得るものがたくさんあります。運動ができ
なくても入隊すれば誰でもできるようになります。共に自衛隊で頑張っ
てみませんか？
最後に、一分一秒を無駄にせずに、全力で学校生活を楽しんで下さい。

後悔しない進路に進めるように、心から応援しています。

出身校 ：啓新高等学校

入隊区分：一般曹候補生(陸）

入隊年度：令和３年度

所 属 ：第109教育大隊
第315共通教育中隊
（滋賀県大津市）

自衛隊での生活は常に団体行動で、同じ部屋で共に過ごしている人は
皆、家族のようです。厳しい訓練ばかりで初めの頃はとても体がついて
いきませんでしたが、毎日の体力練成で少しづつ体が出来上がり、訓練
にも慣れてきて、ついていけるようになりました。休日は外出してリフ
レッシュをしています。部屋でのんびりとすることもでき、しっかりと
体を休める事ができます。

山本 恵人さんからのメッセージ



１ 入隊・入校の動機

プロフィール

４ 母校のみなさんへ

２ 近 況

私は小学生の頃から自衛隊に憧れていました。高校生になり進路につ
いて考えているときに、たまたま家に届いた自衛隊のポスターを見て、
さらに自衛隊に興味を持ちました。そして自衛隊の駐屯地見学に参加し、
先輩方の生き生きとした姿を見て、私もやり甲斐のある仕事がしたいと
思い入隊しようと決めました。

３ 入隊・入校して感じたこと

起床時間が早いので慣れるのに少し苦労しました。朝・昼・夕と食事
があるので、栄養がしっかり取れます。食事の量は自分で調節できるの
で、体を大きくしたければたくさん食べる事も出来ます。訓練などは多
少きついところもありますが、自分がイメージしていたものと似ている
ものだったので、なんとか耐える事が出来ています。

初めのうちは慣れない事も多く、訓練なども厳しいところもあります。
しかし仲間と協力し合えば何事も乗り越えられるので、協力し、高め合
うことを意識すれば楽しく充実した生活を送ることができると思います。
ぜひ自衛隊に入隊することを考えてみて下さい。

出身校 ：啓新高等学校

入隊区分：一般曹候補生(陸）

入隊年度：令和３年度

所 属 ：第109教育大隊
第315共通教育中隊
（滋賀県大津市）

今は教育期間なのでまだ少し慣れない事もありますが、私が思い描い
ていた生活なので、楽しみながら過ごすことが出来ています。週に２日
の休日や長期休暇もありますので、精神的にも楽に過ごすことができ、
とても充実しています。

小川 大又さんからのメッセージ



竹内 駿介さんからのメッセージ

出身校 ：坂井高等学校

入隊区分：自衛官候補生(陸）

入隊年度：令和３年度

現所属 ：第14普通科連隊
臨時教育隊

（石川県金沢市）

１ 入隊・入校の動機

プロフィール

４ 母校の後輩たちへ

正直なところ、安定した収入、充実した福利厚生が入隊の動機でした。
しかし、日々の食事から水道水など、全てが国民に支えられている職業
だと気付かされました。今はこの素晴らしい環境に感謝しながら、多く
の事を学ばさせてもらっています。その上で、いただいた給料はしっか
りと大事に使いたいと思っています。色々な事に気付き感謝できること
で、自衛隊を選んで良かったと思っています。

２ 近 況

平日だけでなく休日にも、洗濯、アイロン、靴磨きなど、やるべきこ
とを優先させてから休むなどしています。もちろん、外出も毎週してい
ますが翌週を乗り切るためにも、やるべきことを優先してやるようにな
りました。新型コロナウィルス感染症で行動が制限されたり、細かく行
動を記録したりと大変ですが、おかげで金沢駐屯地では新型コロナウィ
ルス患者が出ていないなど、本当にしっかりしているなと思います。

３ 入隊・入校して良かったこと

日々の訓練から自由時間まで制限のある中、やるべきことを優先させ
るという当たり前なのに中々出来ない事が出来るようになりました。休
日でも休む前にやる事を先にするようになり、成長出来たなと感じまし
た。アイロン、靴磨き、洗濯など出来ることが増えてきたので嬉しいで
す。自衛隊を辞めたとしても必要なスキルなので、身に付いて良かった
です。

コロナ禍における隊員の健康状態の掌握や、日々やるべきアイロン、
洗濯など本当に大変ですが、自分自身が大きく成長できたと実感してい
ます。また、様々な知識、技術など身に付くものはとても多いので、是
非、坂井高校のみなさんも自衛隊という道を考えてみてほしいです。



北 優樹さんからのメッセージ

出身校 ：坂井高等学校

入隊区分：自衛官候補生(陸）

入隊年度：令和３年度

現所属 ：第14普通科連隊
臨時教育隊

（石川県金沢市）

１ 入隊・入校の動機

プロフィール

４ 母校の後輩たちへ

近年、大規模災害が増加している中、ニュースなどで自衛隊の災害派
遣の様子を見て、私も人のために、人の役に立つ仕事がしたいと思い、
入隊を決めました。また、国防と国民を守る仕事ということに魅力を感
じ、色々な職種や経験が出来ると聞き、自衛隊を選びました。

２ 近 況

集団生活では色々な規則があり、最初は慣れず大変でしたが、一週間
も経てば自然と慣れました。訓練も大変なときもありますが、沢山の同
期と協力し助け合うことによって絆も深まり、自分自身のレベルアップ
へと繋がります。休日はコロナ感染防止の為に、人込みは避けています
が、同期とご飯に行ったりゲームをしたり、楽しい時間がいっぱいです。

３ 入隊・入校して良かったこと

自衛隊に入隊して、一般社会では経験できないことが沢山あると感じ
ました。本物の銃を使っての訓練や、実弾を撃ったり、大雨の中で匍匐
前進をしたりと楽しい訓練も沢山あります。また、自衛隊はとても厳し
いイメージがありましたが、休日は外出もできるし、リフレッシュする
時間も沢山あります。

後輩たちへ。まだ自分の進路に悩んでいたり、全く分からない人もい
ると思います。自分の将来、自分の人生は自分で決めて、何がしたいの
か、どんな仕事をしたいのかをしっかり考えて決めてほしいです。そこ
で自衛隊を選んでくれたら嬉しいし、僕達はいつでも待っています。



米澤 大地さんからのメッセージ

１ 入隊・入校の動機

プロフィール

４ 母校の後輩たちへ

私が中学３年生の時に、福井豪雪（平成３０年豪雪）がありました。
そこで自衛隊の方々が懸命に除雪作業や食料を配っている姿を見て、自
衛隊に興味をもちました。自衛隊は国を守るだけではなく、国民も守る
仕事なので、自分も人の役に立ちたいと思い、自衛隊に入隊しました。

２ 近 況

最初は分からないことが多く、新しい環境でやっていけるのか不安で
したが、慣れてくると、何事もスムーズに行動できるようになりました。
休日は、新型コロナウィルス感染防止のため、あまり遠い場所や人が密
集している場所には行かないようにして、居室で装具の手入れをしたり、
音楽を聴いたりしています。

３ 入隊・入校して感じたこと

私は不器用で失敗することが多く、入隊して上手くやっていけるか不
安でしたが、指導して下さる教官の方々はとても親切で、失敗の多い私
にも懇切丁寧に教えて下さいます。また、厳しい訓練で挫けそうになる
事もありましたが、同期の皆が励ましてくれて、乗り越える事ができま
した。

自衛隊は、国と国民を守る仕事です。訓練は厳しいですが、やり甲斐
を感じることが多い仕事だと思います。誰かの役に立つ仕事がしたいと
思うなら、ぜひ自衛隊に入隊してほしいです。

出身校 ：坂井高等学校

入隊区分：一般曹候補生(陸）

入隊年度：令和３年度

所 属 ：第109教育大隊
第315共通教育中隊
（滋賀県大津市）



１ 入隊・入校の動機

プロフィール

４ 母校のみなさんへ

２ 近 況

私が自衛隊に入隊した理由は、日々有事の時のために努力す
る隊員の方々を見て、強い憧れを抱いたからです。

３ 入隊・入校して感じたこと

入隊してすぐの頃は、ホームシックになりとても辛かったで
す。しかし、少しずつ慣れることができました。

どんな環境に行ったとしても、その場所で自分にできる精一
杯の努力をすることが大切です。頑張ってください。

出身校 ：武生商業高等学校

入隊区分：一般曹候補生(陸）

入隊年度：令和３年度

所 属 ：第109教育大隊
第315共通教育中隊
（滋賀県大津市）

平日はずっと厳しい訓練をしており、休日は外出して訓練に
必要なものを買い出しに行ったり、近場で仲間と遊んだりして
います。

京谷 龍法さんからのメッセージ



高島 心哉さんからのメッセージ

１ 入隊・入校の動機

プロフィール

４ 母校のみなさんへ

入隊の動機は、中学３年生の時に熊本地震のニュースを見て、自衛隊
が救助活動や復旧活動で活躍している姿がとても格好良かったので、自
分も自衛隊に入隊して被災者や被災地域の手助けをして活躍したいと
思ったからです。

２ 近 況

最初の頃は規則や規律の厳しさや訓練がとてもきつかったのですが、
だんだんと慣れてきて、訓練もとても楽しくて充実しています。休日は、
同じ班の仲間と買い物やゲームや体力練成をして楽しんでいます。

３ 入隊・入校して感じたこと

私は自衛隊に、失敗をすれば腕立て伏せをさせられるようなイメージ
を持っていたのですが、実際はそうではなく、失敗しても優しく接して
くれますし、丁寧に教えてくれます。また、自衛隊に入って一番良かっ
たことは、たくさんの同期ができたことです。辛い時やしんどい時でも
励まし合って乗り越えることができるので、とても良かったです。

就職先がなかなか決まらない人や悩んでいる人は、ぜひ自衛隊に来て
下さい。訓練はしんどい事もありますが、同期がたくさんいるのでとて
も楽しいです。

出身校 ：丹生高等学校

入隊区分：一般曹候補生(陸）

入隊年度：令和３年度

所 属 ：第109教育大隊
第315共通教育中隊
（滋賀県大津市）



川島 大樹さんからのメッセージ

出身校 ：福井高等学校

入隊区分：自衛官候補生(陸）

入隊年度：令和３年度

現所属 ：第14普通科連隊
臨時教育隊

（石川県金沢市）

１ 入隊・入校の動機

プロフィール

４ 母校の後輩たちへ

私が自衛隊に入隊した動機は、自衛隊を２任期勤めた後、消防士にな
るという夢があったからです。私が一般曹候補生ではなく、自衛官候補
生を選んだ理由としましては、初めから「私は自衛官になるんだ」とい
う確固たる意志が弱かったからです。ですが、自衛官として国防、国民
の生命を守りたいという気持ちもあり、私の判断で入隊しました。

２ 近 況

入隊して１か月半が経ちましたが、正直言ってしまうと、営内生活と
集団生活には完全に慣れました。ほんの１か月半前は赤の他人であった
今の仲間達とも、他愛のない話で笑いあえたり、悩み事を素直に打ち明
けられる程にまで、関係を深める事ができました。毎日の営内生活では
時には衝突も起きますが、明るく笑顔で楽しく仕事が出来ています。

３ 入隊・入校して良かったこと

やはり自衛隊は体が資本のところであるという事を、日々の訓練にて
実感しています。初めは体が全くついて行けずに、ランニングなどで苦
しい思いをしてきましたが、班長が丁寧に、時には厳しく、時には優し
くマンツーマン指導してくださるお陰で、体も鍛えられ、自衛官になる
ために進歩していて、とても気持ちよく仕事が出来ています。

新たな場所で一からスタートするというのが、社会に出るということ
です。自分だけではなく、周りの仲間達も慣れない生活で辛い思いをし
ているんです。皆さんも辛いことは自分一人で抱え込まず、いち早く馴
染む努力をすることや、学校生活でも必要だった「助け合い」の気持ち
を忘れず、社会で活躍できることを願っています。



荒川 健翔さんからのメッセージ

出身校 ：福井高等学校

入隊区分：自衛官候補生(陸）

入隊年度：令和３年度

現所属 ：第14普通科連隊
臨時教育隊

（石川県金沢市）

１ 入隊・入校の動機

プロフィール

４ 母校の後輩たちへ

私は野球をやっていて、体力にも団体生活にも自信があったので、入
隊しました。他には、体を使った仕事がしたくて、色々と探している中
で、陸上自衛隊という道があり、入隊を希望しました。

２ 近 況

毎日が訓練なので、自分の生活が変わりました。規則正しい生活を
送っています。休日は訓練準備をしたり、平日の訓練の疲れを取ったり
しています。時間があれば体力練成も行っています。

３ 入隊・入校して良かったこと

入隊して良かったのは、同期の仲間と毎日楽しく生活できているとこ
ろです。また、入隊してからは、自衛官としてしっかりしていこうと、
気持ちにも変化がありました。私の自衛隊のイメージは、規則正しい集
団というイメージです。これから自衛官として正しい行いをしていって、
頼れる人になっていきたいです。

心身ともに成長できるので、とても自分の為になる素晴らしい仕事だ
と思います。仲間と一緒に生活していく仕事は他に無いと思うので、自
衛隊に入隊して良かったと思います。



吉江 僚祐さんからのメッセージ

１ 入隊・入校の動機

プロフィール

４ 母校のみなさんへ

２ 近 況

自分の生まれ育った日本の平和と独立を守る自衛隊が格好良く、小学
生の頃から憧れを抱くようになりました。中学生の頃には職場体験で陸
上自衛隊を体験させていただき、より一層自衛官に憧れを抱くようにな
りました。高校生になり、自衛官候補生と一般曹候補生の入隊試験を受
け、陸曹になりやすく定年まで働ける一般曹候補生として入隊すること
を決めました。

３ 入隊・入校して感じたこと

自衛隊に入隊して良かった事は、食生活が改善されて運動もできるの
で、痩せる事ができた事です。３ヶ月間も同じ人達と生活するので、自
然と絆が深まり、仲良くなる事ができました。自衛隊は厳しいイメージ
がありましたが、教官の方々はとても優しく指導して下さるので驚きま
した。これからも立派な陸上自衛官になれるように頑張っていきたいと
思います。

自衛隊は衣食住が保証されているので、貯金がしやすいです。また、
特別職国家公務員という身分なので、リストラの心配もなく、やり甲斐
のある仕事だと思うのでオススメです。少しでも興味のある人は、試験
だけでも受けてみると良いと思います。自衛官になって良かったと思い
ます。

出身校 ：福井高等学校

入隊区分：一般曹候補生(陸）

入隊年度：令和３年度

所 属 ：第109教育大隊
第315共通教育中隊
（滋賀県大津市）

最近では自衛隊生活にも慣れてきて、余裕が出てきました。しかしミ
スをすることも多いので、気を付けています。休日は体力練成をしてか
ら、スマホをさわったり休日明けの訓練の準備や、洗濯、アイロンがけ
などをしています。また、同期とも打ち解けてきて、みんなの色々な性
格が分かってきました。少し喧嘩したりもしますが、みんな良い人達で、
すぐに仲直りしています。



後藤 慎之介さんからのメッセージ

１ 入隊・入校の動機

プロフィール

４ 母校のみなさんへ

２ 近 況

私は消防士や警察官になるのは無理だと思ったので、自衛官
になろうと思いました。

３ 入隊・入校して感じたこと

入隊して良かった事は、みんなと仲良くできる事です。

自衛隊に入るのなら、がんばれ！

出身校 ：福井高等学校

入隊区分：一般曹候補生(陸）

入隊年度：令和３年度

所 属 ：第109教育大隊
第315共通教育中隊
（滋賀県大津市）

よくわかりませんが、休日が少ないです。しかし、少しはあ
ります。



尾﨑 優太さんからのメッセージ

１ 入隊・入校の動機

プロフィール

４ 母校のみなさんへ

２ 近 況

日本を守る為、日本の人達が笑顔で過ごせる為に、入隊しました。ま
た、私の姉も自衛官で、共に日本を守る仕事ができて、一緒に活躍した
いと思い入隊しました。

３ 入隊・入校して感じたこと

入隊した当初は教官の方々が怖いと思いましたが、一つ一つの事を丁
寧に教えて下さったり、私たちを笑顔にして下さったりするので良かっ
たです。同期の中には年齢が離れている人もいますが、辛い訓練の中で
も年齢に関係なく声を掛け合ったりして助け合っています。部屋の仲間
達とは、教育隊を卒業すればもう二度と同じメンバーで同部屋になる事
はないので、一生の大切な仲間になると思います。

後輩たちへ。今は将来のことなどあまり考えられないかもしれません
が、自分が周りの人達を笑顔にできて、頼られるような仕事に就いてほ
しいと思います。チャラチャラしてるような人より、仕事で人を助けら
れるような人の方がカッコいいと思います。絶対自衛官になってくれと
は言いませんが、私は入隊してとても充実しているので、皆さんもカッ
コいい自衛官になってくれたら嬉しいです。

出身校 ：福井高等学校

入隊区分：一般曹候補生(陸）

入隊年度：令和３年度

所 属 ：第109教育大隊
第315共通教育中隊
（滋賀県大津市）

休日は外出して買い物に行ってリフレッシュしたり、駐屯地では同期
と運動したりして過ごしています。
入隊当初は訓練の日でも休日でも、毎日がしんどいなと思っていまし

たが、慣れてくると全ての行動がテキパキとできるようになってきまし
た。



１ 入隊・入校の動機

プロフィール

４ 母校のみなさんへ

２ 近 況

私は小学生の頃から自衛隊に興味があり、大人になったら自衛官にな
る事を夢見ていました。国を守る、国民を守るという仕事に就くことが、
自分にとってとても誇らしく感じられるからです。
また、自衛官はいろんな経験ができることも魅力に感じました。

３ 入隊・入校して感じたこと

教官はとても怖いというイメージを持っていたのですが、実際はとて
も親切で、分からない事は丁寧に教えて下さいます。訓練がきつい日も
ありますが、同期とともに頑張っています。みんないい人ばかりなので、
入隊して良かったと思っています。

自衛官になりたいと思っている人や、なろうと思っている人へ。私は
そういう気持ちを持ってくれているだけでも、自分の事がとても誇らし
く思えます。人のために働く。国のために働く。そういう気持ちが、こ
れからの自分を強くしていくのだと思います。

出身校 ：福井高等学校

入隊区分：一般曹候補生(陸）

入隊年度：令和３年度

所 属 ：第109教育大隊
第315共通教育中隊
（滋賀県大津市）

自衛隊での生活は、今までの生活からは全く変わったものだったので
最初は大変でしたが、だんだんと慣れてきました。規則や規律は厳しい
と思いますが、それらをしっかりと守っていれば自衛官らしくなってい
きます。
休日は同じ班の同期とゆっくり過ごしています。

檜鼻 静さんからのメッセージ



西川 日那さんからのメッセージ

１ 入隊・入校の動機

プロフィール

４ 母校のみなさんへ

私は元々看護学校を目指していました。しかし、自衛隊でも資格は取
れると知り、お給料をもらえて資格も取れるのは凄いと思い、入隊しま
した。また、とても迷惑ばかりかけていた親に恩返しをするために、貯
金がしたかった事も動機のひとつです。

２ 近 況

最近、５日間の連続した訓練があり、演習場で２５㎞歩きました。歩
いているときは、暑いし、足が痛いし、「しんどい」と弱音がたくさん
出ましたが、歩き終えた後の達成感は凄かったです。何より、同期全員
が完歩できたことが嬉しかったです。

３ 入隊・入校して感じたこと

入隊前は、福井から出るのも嫌だと思っていましたし、入隊してから
も、嫌で辞めたいと何度も思いました。しかし、だんだんと楽しいと思
えるようになってきましたし、何より、同期の仲間に恵まれているなと
思います。今は辞めたいとは思わなくなり、むしろ続けたいなと思って
います。

もう丸岡高校にはいらっしゃいませんが、 ２年間お世話になった前
田先生、私は元気です。丸岡高校の先生方、お元気ですか？西川は自衛
隊で頑張っています。これからも頑張ろうと思います。

出身校 ：丸岡高等学校

入隊区分：自衛官候補生(陸）

入隊年度：令和３年度

所 属 ：第109教育大隊
第314共通教育中隊
（滋賀県大津市）


