


航空保安大学校の修了生が従事する職種は、次のとおりです。
航空管制運航情報官、航空管制技術官、航空管制官として、
全国各地の航空官署で航空の安全を支える業務に従事します。

国土交通省航空保安大学校修了後に従事する職員の職種
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空港及びその周辺の航空機に対する情報提供

駐機中の外国航空機への立入検査

東京国際対空通信局 （成田）

現在は国土交通省航空局において新しく規定または改正される国際基

準を日本の法令 ・ 規定類に反映させる業務に携わっています。 国際民間

航空機関において、 航空の安全はもとより日本のプレゼンスを高めるべく、

我が国の意見を諸外国に発信しています。 仕事に必要な知識やノウハウ

は、 一朝一夕には身につきませんので、 資料の読み込み等、 地味な作

業をコツコツ継続することを心がけています。 運航情報官は、 様々な業務

に従事しますが、 そのひとつひとつを航空の安全につなげ、 同僚や関係

者と協力して取り組んでいくことが大事だと感じています。

松重 嘉一 （２０００年度採用　３２期）

所属 ： 航空局安全部安全企画課

我が国唯一の航空情報発行機関である航空情報センターにおいて、２４

時間体制で航空機の運航に必要な航空情報を発行 ・ 管理し、 関係者へ

の提供を行う業務を行っています。 航空情報は航空機の運航の安全性や

効率性に直結しますので、 高度な技能、 専門的な知識が要求されます。

また、 外国の航空情報の収集、 分析、 提供も行っていることから英語の

語学力も必要です。

現在デジタルデータによる情報提供への移行を段階的に行っており、 今

後さらによりよいかたちで航空交通サービスを提供することができるように

なります。 航空情報の最先端に携わる責任感とともにすごくやりがいを感じ

ています。

九鬼 雅彦 （２００３年度採用　３５期）

所属 ： 航空情報センター

現在は那覇空港の運航管理や空港運用、 そして離島空港の対空援助
業務を行っています。 これまで空港を含む様々な官署で業務を経験してき
ましたが、 その中でも印象に残っているものとして、 航空情報センターの
立ち上げ準備や、 岩沼研修センターでの教官があります。 ことわざで 「教
うるは学ぶの半ば」 とあるように、 業務についてだけでなく、 教授法や伝
わりやすい資料などについて参考書で学習、 講義で実践、 修正の繰り返
しは、 正に教えることによって学ぶ日々でした。 それを活かして、 那覇空
港でも訓練生の育成に携わっています。

このように運航情報官の業務は幅広いため、 一つの業務に精通し航空
の安全を支えることもできますが、 自分に向いていると思える業務を見つけ
ることができます。

村田 修一 （１９９１年度採用　２３期）
所属 ： 那覇空港事務所

何か専門的な分野の仕事をしてみたいと思っていたところ、 修学旅行で

訪れた成田空港で、 航空に携わる空港で働きたいと考えるようになりまし

た。 現在は東京国際空港で業務に携わっています。 ここでは日々様々な

事案が起こります。 航空機がトラブルに遭遇した場合、 何機もの航空機が

行き交うすぐ間近で早急な対応が求められます。 運航情報官として迅速か

つ適切な判断を求められ、 またその対応が多くの人や運航に影響を与える

ため、 チーム全員で協力し業務を行います。

また転勤をすることにより初めての場所での新しい暮らしや人との出会い

に魅力を感じます。 さらに女性職員が増えているため、 女性同士安心して

気軽に相談し合える環境にあると思います。

山崎 茜 （２０１０年度採用　４２期）

所属 ： 東京空港事務所

好きな語学を活かせる業務に従事しています。

航空情報を扱うプロとしてやりがいを感じます。

様 な々業務に携わり経験の蓄積と知識を習得します。

チームで連携をして航空の安全をサポートします。
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51TH MEMBER

空に関わる仕事がしたい。 空の安全を守りたい。 そう思い

続け調べていく中で、 この航空保安大学校を知りました。 オ

ープンキャンパスを通じ、 航空機の安全をあらゆる面から支

え、 また自分の意欲に応じて国際会議の出席など多様な活

躍の場が用意されている航空管制運航情報官という仕事に

興味を持ち、 航空情報科に入学しました。

航空保安大学校は、 航空に関する専門知識を習得できる

素晴らしい環境が整っています。 私を含め学生の多くが、 専

門知識をほとんど持たずに入学してきます。 しかし教官方が

一つ一つ丁寧に教えて下さり、 また研修生同士互いに切磋

琢磨することで様々な知識を身につけることが出来ています。

みなさんと航空保安大学校で共に学び、 空を守る一員とし

て共に働く日を心待ちにしています。

情報科５１期　服部 翼

航空管制運航情報官は目の前の運航に真摯に向き合うこと、 そして

今日一日航空機の運航が安全に終わったこと、 その安全をこれからに

つなげ積み重ねていくこと、 それがこの仕事のやりがいであり喜びです。

さらに日々変わる航空業界の中でこの仕事を続けていくためにはずっと

勉強が必要であり、 学ぶことの喜びも無限に感じることができます。

そして、 教官という立場になった現在この仕事の面白さを学生に伝え

たい、 このことを伝えられる今の仕事がまた楽しいと心から感じつつ充

実した毎日を過ごしています。

この尽きることない楽しさを一緒に分かち合いましょう。

航空情報科教官　薮崎 美穂

１９９７年度採用　航空情報科２９期
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私は小さいころから飛行機に乗る機会が多く、 いつか空に

関わりたいと思っていました。

また、 機械いじりが大好きで、 将来はエンジニアになりた

いとも考えていました。 そんな時に航空管制技術官という仕

事を知り、 まさに自分にぴったりだと思ったのが、 航空電子

科を目指したきっかけです。

研修では、 基本となる物理や数学のほか、 電子回路やコ

ンピューター、 そして実際に現場で必要となる知識や技能を

学んでいきます。 難しい内容、 専門的な分野もあり、 大変

なことも多くありますが、 周りの心強い仲間たちと助け合いな

がら、 日々研修に取り組んでいます。

皆さんもぜひ、 私たちと一緒に空の安全を守るエンジニア

になりませんか？

電子科５１期　相良 志月

航空管制技術官は、 空の安全を技術面から支える縁の下の力持ちで

す。 この安全を支えている様々な無線、 レーダー等といった航空保安

無線施設や航空管制官へ航空機の情報を提供する管制情報処理シス

テムを維持管理しています。 また、 これらの施設・システムは、 より安

全で効率的なシステムに日々進歩しており開発や評価、 施設の設置に

も関わります。 更に管制技術官の中から管制技術業務の企画や予算と

いった行政、 航空機に搭乗しての検査業務等幅広い業務があります。

私も教官に着任する以前は、 空港勤務以外に飛行検査業務や行政の

業務に携わっておりました。 この様に空の安全に多様な面から関われる

管制技術は、 大変やりがいのある刺激的な仕事です。 航空電子科を検

討している皆さん、 私たち教官や在学生達が皆さんの未来を全力でサ

ポートします。 是非一緒に大空へ飛び出してみませんか。

航空電子科教官　髙田 靖士

１９９９年度採用　航空電子科３１期
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◆　一般教養　 ： 数学、 物理学、 心理学、 法学、 保健体育、 英語Ⅰ・Ⅱなど

◆　専門科目 （工学系学科）

　　　　≫　電気 ・ 電子工学系 ：無線工学概論、 電気磁気学、 電子回路、 無線機器学など

　　　　≫　情報工学系 ： コンピュータシステム基礎、 情報通信理論、 情報ネットワーク理論など

◆　専門科目 （航空系学科）

　　　　≫　管制技術 ： 航空管制システム概論など

　　　　≫　航空業務 ・法規系 ：航空管制概論、 運航情報業務概論、飛行場概論、電波法規、航空機概論など

◆　専門科目 （実技）

　　　　≫　電気電子計測、 電子基礎実験など

◆　一般教養　 ： 保健体育、 英語Ⅰ・Ⅱなど

◆　専門科目 （工学系学科）

　　　　≫　電気 ・ 電子工学系 ：無線機器学、 電子基礎実験、 無線機器学など

　　　　≫　情報工学系 ：情報ネットワーク理論 ・演習、 情報処理実技など

◆　専門科目 （航空系学科）

　　　　≫　管制技術系 ：管制技術業務概論、 航空通信システム理論、 航法システム理論、 着陸システム理論、

　　　　　 監視システム理論、 管制情報処理システム概論、 飛行検査概論、航空衛星システム概論など

　　　　≫　航空業務 ・法規 ：航空気象概論、 航空灯火電気施設業務概論、国際航空法規、国内航空法規など

◆　専門科目 （実技）

　　　　≫　情報処理実技、 Linux実技、航空通信システム実技、 航法システム実技、 着陸システム実技、

　　　　　 監視システム実技など

航空系学科の基礎知識に繋がる電気磁気学や電気回路学

を１年次において習得します。 大学の先生を講師としてむか

え、 授業を行っています。

航空管制技術官が働いている様々な現場へ出かけ、 実際

の業務内容について学習するほか、 エアライン等の見学を

通じて、 航空全般に関する知識を広げます。

航空管制技術官は、航空管制官、航空管制運航情報官および航空管制通信官との密接な業務連携を必要とします。 このため、

学生が主体となって他科と実習交流を行い、業務内容を学びます。 （左：電子科２年から管制科へ、右：管制科から電子科１年へ）

実習交流



◆　一般教養　 ： 数学、 物理学、 心理学、 法学、 保健体育、 英語Ⅰ・Ⅱなど

◆　専門科目 （工学系学科）

　　　　≫　電気 ・ 電子工学系 ：無線工学概論、 電気磁気学、 電子回路、 無線機器学など

　　　　≫　情報工学系 ： コンピュータシステム基礎、 情報通信理論、 情報ネットワーク理論など

◆　専門科目 （航空系学科）

　　　　≫　管制技術 ： 航空管制システム概論など

　　　　≫　航空業務 ・法規系 ：航空管制概論、 運航情報業務概論、飛行場概論、電波法規、航空機概論など

◆　専門科目 （実技）

　　　　≫　電気電子計測、 電子基礎実験など

◆　一般教養　 ： 保健体育、 英語Ⅰ・Ⅱなど

◆　専門科目 （工学系学科）

　　　　≫　電気 ・ 電子工学系 ：無線機器学、 電子基礎実験、 無線機器学など

　　　　≫　情報工学系 ：情報ネットワーク理論 ・演習、 情報処理実技など

◆　専門科目 （航空系学科）

　　　　≫　管制技術系 ：管制技術業務概論、 航空通信システム理論、 航法システム理論、 着陸システム理論、

　　　　　 監視システム理論、 管制情報処理システム概論、 飛行検査概論、航空衛星システム概論など

　　　　≫　航空業務 ・法規 ：航空気象概論、 航空灯火電気施設業務概論、国際航空法規、国内航空法規など

◆　専門科目 （実技）

　　　　≫　情報処理実技、 Linux実技、航空通信システム実技、 航法システム実技、 着陸システム実技、

　　　　　 監視システム実技など

航空系学科の基礎知識に繋がる電気磁気学や電気回路学

を１年次において習得します。 大学の先生を講師としてむか

え、 授業を行っています。

航空管制技術官が働いている様々な現場へ出かけ、 実際

の業務内容について学習するほか、 エアライン等の見学を

通じて、 航空全般に関する知識を広げます。

航空管制技術官は、航空管制官、航空管制運航情報官および航空管制通信官との密接な業務連携を必要とします。 このため、

学生が主体となって他科と実習交流を行い、業務内容を学びます。 （左：電子科２年から管制科へ、右：管制科から電子科１年へ）

実習交流



私たち関西空港事務所航空管制技術官は空の安全を守るため２４時間

体制で勤務し、 常に航空保安無線施設等の維持管理を行っています。 私

たちの仕事は、 航空機が使用する各種無線施設や管制官が使用する管

制情報処理システムの維持管理を行うため、 高度で幅広い知識や技術が

求められます。 そのため苦労する面もありますが、 仕事や研修を通じて多

くの知識を身につける事ができます。 また、 自分自身の技能向上にもつな

がり、 とても魅力的でやりがいのある仕事です。 皆様も航空保安大学校に

受験し、 私たちと共に空の安全を支える一員として働いてみませんか。

塩澤 航太 （２０１０年度採用　４２期）

所属 ： 関西空港事務所

仕事や研修を通じて多くの知識を身につける事ができます。

私は福岡システム運用管理センターで航空管制技術官として働いていま

す。 システム運用管理センターは全国８カ所にあり、 私の勤務する福岡で

は九州北部及び中国地方の一部にある空港の航空無線施設等を管轄し

ています。

システム運用管理センターの航空管制技術官は管轄する航空無線施設

等の整備 ・ 維持管理を行なっており、 管轄各所へ出張することが多くハー

ドな業務ですが、 空の安全を支えるやりがいのある仕事です。

受験生の皆さん、 ぜひ一緒に航空管制技術官として働いてみませんか。

松本 萌 （２０１３年度採用　４５期）

所属 ： 福岡空港事務所システム運用管理センター

空の安全を支えるやりがいのある仕事です。

私は、 技術管理センターに勤務し、 新技術を導入した新システムの開

発や、 従来の管制システムをより質の高いシステムに改善する業務をしてい

ます。 業務遂行には新たな発想や知識が必要で、 日々勉強を求められま

すが、 一つ一つが自分の知識と経験となり、 自分自身が成長していること

を実感しています。 また、 自分で開発を担当したシステムが、 航空管制の

現場で使用され、 航空機の安全と運航に寄与していることを思うと、 仕事

にやりがいと誇りを感じています。 皆様が、 航空管制技術官になり、 共に

技術管理センターで働ける日を楽しみにしています。

矢加部 彰 （２００９年度採用　４１期）

所属 ： 技術管理センター

新技術を導入した新システムの開発等を行っています。

飛行検査センターでは、 航空管制技術官が管理している無線、 通信、

レーダー施設などが正常に機能しているかどうか、 実際に飛行検査機で

飛行して検査をしています。

この仕事の魅力はやはりなんと言っても飛行機に乗って仕事をすること

ができることです。 航空管制技術官の知識に加えて、 航空管制、 飛行方

式など様々な知識が必要になりますが、 とてもやりがいのある仕事です。

また、飛行検査センターにはパイロット、航空整備士も所属していて、日々

刺激をもらっています。 皆さんも一緒に空を飛んでみませんか。

山口 亮人 （２０１３年度採用　４５期 )

所属 ： 飛行検査センター

魅力はなんといっても飛行機に乗って仕事することです。



私たち関西空港事務所航空管制技術官は空の安全を守るため２４時間

体制で勤務し、 常に航空保安無線施設等の維持管理を行っています。 私

たちの仕事は、 航空機が使用する各種無線施設や管制官が使用する管

制情報処理システムの維持管理を行うため、 高度で幅広い知識や技術が

求められます。 そのため苦労する面もありますが、 仕事や研修を通じて多

くの知識を身につける事ができます。 また、 自分自身の技能向上にもつな

がり、 とても魅力的でやりがいのある仕事です。 皆様も航空保安大学校に

受験し、 私たちと共に空の安全を支える一員として働いてみませんか。

塩澤 航太 （２０１０年度採用　４２期）

所属 ： 関西空港事務所

仕事や研修を通じて多くの知識を身につける事ができます。

私は福岡システム運用管理センターで航空管制技術官として働いていま

す。 システム運用管理センターは全国８カ所にあり、 私の勤務する福岡で

は九州北部及び中国地方の一部にある空港の航空無線施設等を管轄し

ています。

システム運用管理センターの航空管制技術官は管轄する航空無線施設

等の整備 ・ 維持管理を行なっており、 管轄各所へ出張することが多くハー

ドな業務ですが、 空の安全を支えるやりがいのある仕事です。

受験生の皆さん、 ぜひ一緒に航空管制技術官として働いてみませんか。

松本 萌 （２０１３年度採用　４５期）

所属 ： 福岡空港事務所システム運用管理センター

空の安全を支えるやりがいのある仕事です。

私は、 技術管理センターに勤務し、 新技術を導入した新システムの開

発や、 従来の管制システムをより質の高いシステムに改善する業務をしてい

ます。 業務遂行には新たな発想や知識が必要で、 日々勉強を求められま

すが、 一つ一つが自分の知識と経験となり、 自分自身が成長していること

を実感しています。 また、 自分で開発を担当したシステムが、 航空管制の

現場で使用され、 航空機の安全と運航に寄与していることを思うと、 仕事

にやりがいと誇りを感じています。 皆様が、 航空管制技術官になり、 共に

技術管理センターで働ける日を楽しみにしています。

矢加部 彰 （２００９年度採用　４１期）

所属 ： 技術管理センター

新技術を導入した新システムの開発等を行っています。

飛行検査センターでは、 航空管制技術官が管理している無線、 通信、

レーダー施設などが正常に機能しているかどうか、 実際に飛行検査機で

飛行して検査をしています。

この仕事の魅力はやはりなんと言っても飛行機に乗って仕事をすること

ができることです。 航空管制技術官の知識に加えて、 航空管制、 飛行方

式など様々な知識が必要になりますが、 とてもやりがいのある仕事です。

また、飛行検査センターにはパイロット、航空整備士も所属していて、日々

刺激をもらっています。 皆さんも一緒に空を飛んでみませんか。

山口 亮人 （２０１３年度採用　４５期 )

所属 ： 飛行検査センター

魅力はなんといっても飛行機に乗って仕事することです。







２ ０ ２ ０ 年７月２１日（火） 〜 ２ ０ ２ ０ 年７月３０日（木）〔受信有効〕

433 199

4178

40 24

19 13

230 42

20107

66 10

30 6
沖縄
開邦・向陽・昭和薬科大学付属・那覇・那覇国際・普天間

２ ０ ２ １２ ０ ２ ０

２ ０ ２ ０ ２ ７

２ ０ ２ ０ １４日 （水）

２ ０ ２ ０ ２ ０ ２ ０ １ ９１ ６

２ ０ ２ ０ ２ ２

2019

20２０

北海道
旭川東・網走南ヶ丘・岩見沢東・帯広柏葉・北広島・札幌開成

札幌啓成・札幌国際情報・札幌新川・札幌第一・札幌月寒・札幌西

札幌日大・札幌東・札幌北陵・東海大付属第四・室蘭栄
東北
郡山・白石・聖ウルスラ学院英智・仙台第一・仙台第三・仙台第二

仙台二華・仙台南・鶴岡南・東北学院・八戸・弘前・弘前南

古川学園・宮城第一・盛岡市立・米沢東
関東・甲信
宇都宮東・浦和実業学園・浦和第一女子・浦和明の星女子・江戸川学園取手

江戸川女子・大泉・大田原・学芸大附属・柏・柏中央・神奈川学園・神奈川総合

鎌倉学園・上溝・川越女子・清泉女子学院・小岩・小石川・国府台女子学院

狛江・佐倉・桜丘・佐原・狭山ヶ丘・サレジオ学院・実践女子学園・墨田川・西湘

西武学園文理・専修大学松戸・高輪（東京）・立川・立川国際中等教育・千葉

千葉東・土浦第一・土浦第二・桐蔭学園・東京学館浦安・東京成徳大深谷

所沢北・豊島岡女子学園・豊島学院・長野工業高等専門学校・長野吉田・成田

成田国際・日大第二・柏陽・日立第一・日比谷・広尾学園・文京学院大学女子

文星芸術大学付属・宝仙学園・朋優学院・本郷・松山・水戸桜ノ牧・武蔵野北

明秀学園日立・明秀八千代・横須賀学院・横浜修悠館・横浜翠嵐・吉田・両国

東海
愛知淑徳・一宮興道・一宮西・鶯谷・恵那・大垣東・岡崎学園・春日井・春日丘

加藤学園暁秀・加納・川越・菊里・岐阜・桑名・皇学館・高蔵寺・桜台・清水東

清水南・星陵・瀬戸西・滝・津・津西・豊丘・名古屋・名古屋大学教育学部附属

南山・韮山・半田・富士・三重・美濃加茂学園美濃加茂・横須賀

近畿・北陸
芦屋国際・尼崎小田・生野・和泉・伊丹・市岡・畝傍・延暦寺学園比叡山・大阪市立・大阪市立東

大阪学芸・大阪教育大付属平野・大阪星光学院・大阪桐蔭・鳳・開智・開明・加古川・勝山・金沢西

金沢二水・川西北陵・川西緑台・川西明峰・関西大大倉・岸和田・北野・京都共栄・近畿大学付属

近畿大学付属和歌山・金蘭千里・久米田・高志・光泉・神戸・向陽・小林聖心女子・金光大阪

金光八尾・西京・嵯峨野・桜塚・佐用・三条・三田学園・四天王寺・洲本・清教学園・清風・清風南海

泉北・大教大天王寺・高田・高津・高槻・田辺・智辯学園和歌山・帝塚山・天王寺・桐蔭・東洋大姫路

刀根山・富山・虎姫・富田林・西京・西宮市立西宮・西大和学園・橋本・初芝富田林・東・雲雀丘学園

姫路飾西・兵庫・兵庫県立国際・兵庫県立大学附属・兵庫星陵・福井工業高等専門学校・平城

報徳学園・北陸学院・牧野・三田祥雲館・桃山学院・洛南・履正社・和歌山信愛女子短大付属

四国
高知追手前・高知学芸・高知西・城東・城ノ内・高松北・高松桜井

高松商業・土佐塾・新田・松山西中等教育・松山東・八幡浜・脇町

中国
AICJ高校・市立福山・華陵・祇園北・下松・呉港・慶進

下関中等教育・下関西・野田学園・広島大学付属・舟入・山口

九州
岩田・宇土・大分上野丘・大分鶴崎・大分東明・大村・小城・海星

鹿児島工業高等専門学校・鹿児島第一・鹿児島中央・加治木・春日・香住丘

唐津東・北筑・九州国際大学付属・口加・熊本・熊本学園大学付属・鞍手・甲南

国分・小倉・五島・志学館・尚志館・城東・城南・新宮・真和・済々黌・西南学院

第二・田川・筑紫丘・筑陽学園・致遠館・鶴丸・東筑・長崎南山・長崎西

長崎日本大学・中村学園女子・延岡・延岡星雲・東筑紫学園・東福岡・福岡

福岡大学付属大濠・福岡中央・鳳凰・鵬翔・京都・宮崎大宮・宮崎北・宮崎第一

宮崎西・宮崎南・向陽・明善・八幡・ラサール

2014～2019
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加藤学園暁秀・加納・川越・菊里・岐阜・桑名・皇学館・高蔵寺・桜台・清水東
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刀根山・富山・虎姫・富田林・西京・西宮市立西宮・西大和学園・橋本・初芝富田林・東・雲雀丘学園

姫路飾西・兵庫・兵庫県立国際・兵庫県立大学附属・兵庫星陵・福井工業高等専門学校・平城

報徳学園・北陸学院・牧野・三田祥雲館・桃山学院・洛南・履正社・和歌山信愛女子短大付属

四国
高知追手前・高知学芸・高知西・城東・城ノ内・高松北・高松桜井

高松商業・土佐塾・新田・松山西中等教育・松山東・八幡浜・脇町

中国
AICJ高校・市立福山・華陵・祇園北・下松・呉港・慶進

下関中等教育・下関西・野田学園・広島大学付属・舟入・山口

九州
岩田・宇土・大分上野丘・大分鶴崎・大分東明・大村・小城・海星

鹿児島工業高等専門学校・鹿児島第一・鹿児島中央・加治木・春日・香住丘

唐津東・北筑・九州国際大学付属・口加・熊本・熊本学園大学付属・鞍手・甲南

国分・小倉・五島・志学館・尚志館・城東・城南・新宮・真和・済々黌・西南学院

第二・田川・筑紫丘・筑陽学園・致遠館・鶴丸・東筑・長崎南山・長崎西

長崎日本大学・中村学園女子・延岡・延岡星雲・東筑紫学園・東福岡・福岡

福岡大学付属大濠・福岡中央・鳳凰・鵬翔・京都・宮崎大宮・宮崎北・宮崎第一

宮崎西・宮崎南・向陽・明善・八幡・ラサール
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131TH MEMBER

航空管制科教官　越智 さやか

１９９５年度採用　航空管制官本科２７期

航空券を手にフライトを待つ乗客、 力強く飛び立つ飛行機。

空港では誰もが独特な高揚感を感じるのではないでしょうか。

何事もなく飛ぶ飛行機は、 数え切れない人の連携で安全運航

が守られている証です。

私は、 航空管制官として、 自分の判断や指示が確実に航

空機の安全運航に繋がるよう、 日々の研修に励んでいます。

求められる知識や専門技術は高く、 経験豊富な教官方がその

全てを余す所なく指導してくれます。 そして、 寮生活を共にする

同期は年齢も経歴も様々で、 楽しい時も辛い時も全てを共有

してくれる心強い存在です。

日々の研修を通して自分の目指す姿に少しずつ近づいていく

充実感と手応えを感じる時は、 教官方や同期への感謝を強く

感じる瞬間でもあります。

当たり前のように見える 「安全」 を守るにはとても大きな責任

が伴います。 その大きな役割を最高のチームワークで果たして

いく航空管制官。 大きな志で挑戦してみてはいかがでしょうか。

航空管制官基礎研修課程１３０期　田嶋 史

航空管制官の基礎研修は、 座学とシミュレーターを使用した実習か

ら構成され、 航空管制を行う上で必要な航空無線通信士の免許も在学

中に取得します。

カリキュラムは、 最初から最後まで隙間なく組まれていて、 毎日座学

と実習の予習・復習に追われ、正直、ハードな８ヶ月になります。 しかし、

息の詰まるばかりの研修ではなく、 授業にはなんと体育もあり、 過密ス

ケジュールの研修で疲れた心身をリフレッシュできる時間もあります。

同期生と担任がいる 「チーム （クラス）」 で過ごす８ヶ月の研修は、「今

までの人生で一番充実した、 とても楽しい時間だった。」 と卒業生は口を

揃えます。 同期全員で助け合い、 「管制官になる」 ために切磋琢磨する

濃密な８ヶ月は、 みなさんにとっても、 きっと人生の宝となることでしょう。

航空管制官を志すみなさんの入学を、 研修を支える教官一同、 楽し

みにしています。
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