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送りながら２年間の基礎教育を受け、続いて飛行訓練を中心とするそれぞれ
の段階の操縦課程に進みます。パイロットになりたかった、小さいころから
空を飛ぶことに憧れていた、チャンスは今しかない！航空学生として日夜、
勉学や訓練に励んでいる先輩たちは、まず入隊の動機についてこう語ります。
明確な目標を持った彼らは、大空へ・夢への挑戦のまっ只中にあります。
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●初 任 給 月額：179,200円(高卒)／198,100円(大卒)(地域手当を除く。)に加え、宿舎費は無料で、
食事、制服・作業着・ワイシャツ・靴その他の衣服類、寝具等も支給又は貸与されます。
※初任給は、学歴・職歴等により異なります。
※大卒者の初任給は、令和元年11月に給与改定が行われ、複数年かけて段階的に引き上げられる予定です。（令和３年１月現在、
２士大卒者の初任給は188,800円です。）

●年 金 等 退職手当、老齢厚生年金、退職等年金給付、若年定年退職者給付金、障害厚生年金、公務災害補償等

（令和３年１月現在）
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186,700179,200

航空学生

給 与※ 192,500 298,516 331,964 381,240 389,360 419,680

※法律の改正により改定される場合があります。

小月教育航空隊（小月）／2年 第211教育航空隊（鹿屋） 第212教育航空隊（鹿屋）
操縦士基礎課程

（令和３年１月現在）

◆基礎教育（１年目） ◆操縦士基礎（共通）課程
　（約17週）

◆基礎教育（２年目）

◆操縦士基礎（固定翼）課程
　（約17週）
◆操縦士基礎（回転翼）課程
　（約11週）
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表 真央 候補生 後東真太 １等海尉

自分を変えられる場所
幼い頃から飛行機が大好きでした。様 な々飛行機があ
る中でも海上自衛隊のＵＳ-２が一番大好きで、海上自
衛隊航空学生を志願しました。入隊前は厳しい訓練に
ついていけるか不安もありましたが、同期と切磋琢磨し

ながら、日々 の飛行訓練を通じ、苦手なことや、苦しいことからも逃げなくなり、自分に自信と誇り
が持てるようになりました。今は、大好きな飛行機を操縦できることで毎日が充実しています。将
来、人々の生活、幸せを守れる操縦士になれるよう、これからも頑張っていきたいと思います。

我々の活躍の舞台は、
世界の空へ！

私が、海上自衛隊の航空学生を志願した理由は、「パイロットとし
て世界の大空を飛びたい」という夢を抱いていたからです。わが国
の防衛において、海上自衛隊の航空部隊の果たす役割は大きく、
日本周辺の警戒監視、大規模災害における人命救助・捜索救難、

ソマリア沖における海賊対処及び世界各国との共同訓練等、活躍の場は全世界にあります。
「私達は、幹部搭乗員を志す皆さんを待っています！
世界の大空に通じる海上自衛隊航空学生の門を開こう！」
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●初 任 給 月額179,200円（地域手当等を除く。）に加え、宿舎費は無料で、食事、制服・作業着・ワ
イシャツ・靴その他の衣服類、寝具等も支給又は貸与されます。
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※初任給は、学歴・職歴等により異なります。

眼鏡を使用しての受験も可能です。遠距離裸眼視力の合格基準は、
0.1以上（矯正視力1.0以上）となっています。
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南西航空方面隊

航空自衛隊が所有する航空機には、それぞれの目的に応じて、戦闘機、早期警戒（管制）

機、輸送機、救難捜索機、救難ヘリコプター等があります。航空自衛隊航空学生は

卒業後、これらの航空機に搭乗し、防空戦闘、人員物資の輸送、捜索救助等の業務

を担当します。

なお、ブルーインパルスは航空自衛隊の展示飛行チームで、宮城県松島基地の第４

航空団の所属、正式名は第11飛行隊です。チームメンバーのほとんどが航空自衛隊

航空学生の出身者です。

航空自衛隊とは、侵入してくる航空機や海を渡って上陸を果たそうとする外敵に

対して、空から対処し、わが国の防衛にあたります。また、平時より航空機や防空

レーダーによる警戒態勢をとり、外敵の侵略を未然に防いでいます。この重要な使命を

担う組織は、飛行部隊、警戒管制部隊、地対空誘導弾部隊等からなり、航空自衛隊

員たちが北部航空方面隊、中部航空方面隊、西部航空方面隊、南西航空方面隊等で、

約30種に及ぶ職域に従事しています。

また、航空自衛隊では、輸送機、ヘリコプター等による災害派遣や、国連の要請を

受けて国連平和維持活動における空輸支援、あるいは政府専用機による国賓輸送、

在外邦人の輸送等の海外運航等においても活躍しています。

航空学生出身者の活躍
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179,200 186,700 192,500 201,700 297,652 331,292 380,400 426,700 436,860 466,420給 与※

※法律の改正により改定される場合があります。

1年目は数学､物理､航空電子､情
報処理及び倫理学や法学等も含
めた一般教養を中心に、自衛官
としての基礎的事項(敬礼、規律、
心構え等)についても学びます。
体育は筋力トレーニングや持続
走に加えて、遠泳やサッカー等
基礎体力の充実を目指した内容
になっています。なお､英語に関
しては2年間を通じて初級から順
次レベルを上げていきます。2年
目は航空気象、航空力学、機体
構造論、航空原動機等、操縦教
育に備えるための専門的な内容
に加えて、各種事例研究により、
将来の幹部自衛官として必要な
事項を学びます。また、体育は
器械体操、競泳等で身体能力の
さらなる向上を図ります。

（令和３年１月現在）
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インターネットからも応募できます。
詳しくは自衛官募集ホームページへ。

＜自衛官募集ホームページ＞ ＜自衛官募集ツイッター＞

（H4）


