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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

　無線電話・レーダー等の管

制施設や、航空機が悪天候

時においてもその航行を可

能とする航空保安無線施設

などの運用と維持管理を担

当するエンジニアです。先進

の各種電子システムの設

計・開発に携わる業務も行

います。



1 2

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

　無線電話・レーダー等の管

制施設や、航空機が悪天候

時においてもその航行を可

能とする航空保安無線施設

などの運用と維持管理を担

当するエンジニアです。先進

の各種電子システムの設

計・開発に携わる業務も行

います。



3 4

航空保安大学校 Aeronautical Safety College

159,000 200,000



3 4

航空保安大学校 Aeronautical Safety College

159,000 200,000



5 6

航 空 情 報 科 Aeronautical Information Regular Course

データ通信操作演習、 運航援助演習１など

プロジェクトマネジメント基礎

ＩＴインフラ概論

運航援助演習２、 航空情報演習、 飛行場情報演習、 飛行場対空援助演習、

広域対空援助演習、 管制通信演習、 総合実習など
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航空情報科修了後の職場 ～航空管制運航情報官～安全運航のための情報を管理する

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、安全 部安全 企画 課で 航 空事故 等の再発を防止するため、航

空の安全に関する情報を収集・分析し、対策に反映させる航空安全管

理に係る業務を担当しています。

国際民間航空機関（ICAO)の第１９付属書において各国で実施が求

められている「国家安全プログラム（SS P）」に基づく、航空安全管理の

国内国際の窓口となり、部内検討事項の取り纏めや関連会議の開催、

ま た I C A O で 安 全 管 理 の 関 連 議 題 を 議 論 す る 安 全 管 理 パ ネ ル （

SMP:Sa fety Management Pane l )や、より詳細に議論するワーキング

グループのメンバーとして会議準備、参加、部内への展開等の業務を行

っています。只今、新型コロナウィルス等の外部環境の変化に対応した

安全管理に係わる検討にも取り組んでいるところです。

この業務では、航 空の安全確保のための重要な役割の一端を担っ

ており、このように航空管制運 航情報業務等とは異 なる側面から航空

の安全に携わる業務もあります。

航空情報センター （成田）

航空安全情報の
管理にかかる業務に携わっています。

航空管制運航情報官は航空行政に関するコンシェルジュのような存在とい

われることがあります。

その業務は法令に基づく事務処理から緊急を要する航空機への対応まで

多岐にわたり、「どこに問い合わせたらよいかわからないので、とりあえず航空

管制運航情報官へ電話してみました。」と言われることも…。おかげさまで卒

業してから何年たっても毎日が勉強です。

私自身もこれまでいろいろな経験をさせていただきました。初めての勤務は

遠く太平洋上にいる航空機との交信、その後は航空機や運航関係者と間近に

接する空港勤務等を経て、業務用システムの開発評価に携わっていた時期も

あります。

現在は主に道内を飛行する航空機の運航監視や対空援助を行っています

が、全ての業務を通じて感じるのは、航空機の運航は実にいろいろなひとに

支えられていて、いくつもの調整を経た情報を共有することで、強固なチーム

ワークにより安全が守られているということです。

私達は、その幅広い業務経験を基にさまざまな方向から関係者と協力し、

航空機の運航の安全や円滑な空港運用を支援しています。

幅広い業務経験を基に
関係者と協力し、航空機の安全運航を支援しています。

航空交通管理センターでは、安全で円滑な航空交通流の確保や空

港運用をサポートするために、全国の空港運用状況等の把握、飛行計

画・航空情報・気象情報等の各種データの一元管理、分析結果の関係

機関への提供等を行っています。また、当該データを諸外国と交換す

る専用の航空通信ネットワークに関する調整等を実施しています。そ

の他、大規模な自然災害や周辺国での事態に対応する危機管理業務

も担っています。

空港等での経験を積んだのち異動する職場であり、私自身も、空港

や航空情報センターでの勤務を経て配属されました。各業務経験、知

識を総合的に活用し、またチームで協力しあいながら働ける職場環境

です。

全国の空港の運用状況や
運航に必要なデータを一元管理し、関係機関へ提供しています。

幼少のころから航空機に興味があり、何か空港で働ける仕事に就き

たいと調べていたところ、業務の幅が広く様々な経験ができる航空管

制運航情報官について知りました。現在は佐賀空港において、空港に

離着陸する航空機や周辺を飛行する航空機に対し無線で航空機の運

航に必要な情報を提供する対空援助業務を行っています。同時に複

数の航空機を取り扱うこともあり、必要な情報を正確に伝達し、航空機

が安全に飛行できる手助けとなるよう心がけています。航空管制運航

情報官同士のほか、他課職員・航空会社・空港会社など様々な方たち

と調整しながら業務を行う必要があるため、円滑なコミュニケーション

をとることが必要です。

勤務地は、北海道から沖縄まで、規模も数人から数十人とそれぞれ

の官署に特徴があり、仕事でも暮らしでも各地で新しいことを学べるの

も魅力の一つです。ぜひ将来の航空管制運航情報官を目指していた

だき、皆様と共に働く日が来ることを楽しみにしています。

仕事も暮らしも全国各地で
新しいことを学べることが魅力です。

若松　裕史
（１９８７年度採用　１８期）　

所属：航空局安全部安全企画課　

辻　尚美
（２００１年度採用　３３期）

所属：航空交通管理センター

川村　智子
（１９９１年度採用　２２期）

所属：新千歳空港事務所

平良　光
（２０１３年度採用　４５期）

所属：佐賀空港出張所
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航 空 情 報 科 Aeronautical Information Regular Course 航 空 電 子 科 Aeronautical Electronics Regular Course

航空管制運航情報官の業務は非常に幅広く、勤務する職

場によっても異なるうえ、刻一刻と変わっていく状況にも臨機

に対応していかなければなりません。そのなかで皆、航空機

の安全運航を支えたいという共通の信念と責任感をもって

日々邁進しています。

私自身、航空のことはほとんど分からず入学しましたが、

多種多様な職場で働き、先輩方から温かくご指導いただき

経験を積み重ねていくうちに、空港運用の要となるこの職種

の醍醐味がわかってきました。いまは教官という立場から、

この仕事のやりがいや奥深さ、そして面白さを学生に伝える

一方、学生からは初心に返る大切さも教えてもらっています。

ここ航空保安大学校で学んだ知識や苦楽を共にした仲間

は必ず生涯の財産になります。いつか私たちと一緒に空の

安全を守る職場で活躍してみませんか？

航空情報科教官

藤川　知子
（１９９７年度採用　２９期）

私も２０数年前は航空保安大学校の学生でした。女性が一

生働ける職場を探して選びました。

その後、出産・育児を経験しましたが、ずっと仕事を続けてい

ます。

最初興味がなかった航空関係ですが、航空機が大空へ飛び

立っていく姿を見ながらの空港勤務は心躍るものがあります。

今まで東京管制部、関西空港、中部空港といった官署で勤

務し、今年４月に航空保安大学校に赴任してきました。

こちらでは後輩の指導にあたりつつ、自分が過ごした学生時

代を懐かしんでいます。

共に過ごした同級生は今や空港や管制部だけでなく霞が関

にある航空局本省、事故調査委員会、技術開発センターなど

全国で活躍していますが、時には同窓会などで全国から集まり

昔話に花を咲かせます。

あなたもぜひ入学して航空管制技術官の一員になりません

か?

航空電子科教官

柳本　千珠
（１９９２年採用　２４期）

私は幼い頃から飛行機が大好きで、将来は航空関係の職

に就きたいと思っていました。高校生の時、進路を決定する

ために様々な学校を調べ、この航空保安大学校の存在を知

りました。そして、業務の幅が広く、航空機の運航に直接関わ

ることができる運航情報官として働きたいと思いました。

この学校では運航情報官になるために、専門的な知識を中

心に学びます。航空に関する専門的な知識がなくても、教官

方が丁寧に説明してくださいます。また、公務員として一般科

目も学びます。生活面では、料理やランニングをしたり、友人

と買い物に行ったりと、公私共にとても充実しています。

勉強や寮生活に不安を抱いている方は多いと思いますが、

仲間と切磋琢磨しながら研修に励むことができます。勇気を

出して新たな世界に足を踏み入れ、私たちと共に空の安全を

支える仕事をしてみませんか。

情報科５２期　柴田　碧泉

私は幼い頃から空港が大好きだったので、ゆくゆくは空港で

働きたいと思っていました。

しかし、空港で働ける職業はどれも興味が沸きませんでした。

そんな時に父から勧められたのが航空保安大学校でした。

ここでは、業務に必要な無線、電気回路、コンピューターの

学習、各種機器の技能実習などを行います。

中々大変ではありますが、同期に助けてもらいながらなんと

か日々を乗り越えています。

この学校を出ると、空港に設置された無線機器の保守管理

をはじめ、専用の飛行機に乗り空路のチェック、地上に設置さ

れた無線装置が正しく動作するか等を検査する飛行検査、本

省で様々なことを企画する仕事や海外派遣まで多岐にわたる

仕事が待っています。

自分は案ずるより産むが易しという気持ちで飛び込みました。

皆さんも案じずに飛び込みませんか。

電子科５２期　宇野　英陽

52TH MEMBER
52TH MEMBER
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航 空 電 子 科 Aeronautical Electronics Regular Course

◆　一般教養 ： 数学、 物理学、 心理学、 法学、 保健体育、 社会教養、

 　　　 英語初級 （リーディング ・ グラマー ・ コミニュケーション） 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、 半導体 ・ 電子管、 無線機器学、

 空中線理論 ・ 電波伝搬理論、 無線工学演習 （無線従事者国家試験対策） 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 （リーディング ・ グラマー ・ コミニュケーション） など

◆　専門科目 （工学系学科）

　　　　≫ 電気 ・ 電子工学系 ： 無線機器学、 空中線理論 ・ 電波伝搬理論、

 無線工学演習 （無線従事者国家試験対策） など

　　　　≫ 情報工学系 ： 情報ネットワーク理論 ・ 演習など

◆　 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、 プログラミング実習、 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年次において学習します。大学の講師をむかえ授業を

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

航空管制システムのエンジニアとしての基礎技術習得が主体

電気 • 電子、情報処理の知識習得が主体
　航空電子科では、航空機の運航や航空管制の現場で使用される様々なシステムに関する広範な知識や技術を身につけるための

学習をします。数学、物理学、法学、英語などの一般教養科目に加え、電子工学、電磁気学、コンピュータやネットワーク等の工学系

の基礎知識を学んだ上で、航空保安業務に直結する通信・航法・監視システム、管制情報処理システム等の理論・実技及び航空業

務などの専門科目について履修していきます。

　これらの研修では座学講義だけでなく、基礎的な理論や技術を自身のものとするための演習や実験をはじめとして、修了後に即必

要となる技能を習得するため、実際に空港や航空交通管制部に設置されている無線施設や測定器などを使った実習も行います。

　また、航空保安業務で使用される通信・航法・監視システムの多くは電波を使用したシステムであることから、無線従事者の国家資

格を取得するための学習も行い、研修修了までに第二級陸上無線技術士以上の免許を取得します。

　航空電子科の学生は、航空機が安全で効率的に飛行するために必要な「航空保安システム」をテクノロジーで支えるエンジニア“航

空管制技術官”となるべく、ここ航空保安大学校で学びます。また、２年間の研修期間を通じて、航空管制技術官として、また、社会人

として欠かせないコミュニケーションやチームワークなどのスキルも身につけます。
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航空電子科修了後の職場 ～航空管制技術官～航空の安全を技術で支えるエンジニア

私が勤務している航空局交通管制部管制技術課では、全国の航空

管制技術官が業務を実施する上での方針決定等に関する仕事をして

います。

この職場は、政治の動きを直に感じ取ることができる非常に刺激の

多い職場です。仕事をする上で、全国の航空管制技術官はもとより、

他職種や他省庁の方々とも連携を図る必要があるため、技術力だけで

なくコミュニケーション能力も鍛えられ、日々学ぶことの多い、とてもや

りがいのある仕事です。

皆様と同じ職場で働ける日を楽しみにしています。

行政分野を
経験できる幅広い職場です。

技術管理センターでは、新技術を取り入れた機材の開発・評価や、

全国に設置されている機器の整備、改善といったライフサイクル管理

を行っています。

また、将来の航空交通システムを実現するために無線機器や通信

機器、レーダーだけでなく、GPSや「みちびき」といった衛星を活用した

装置の開発にも携わることができます。

自分が開発に関わった装置が形となり、運航者や管制官に使用され

ることで、空の安全に寄与していると実感でき、仕事にやりがいを感じ

ます。

皆様も航空管制技術官として技術管理センターで一緒に働いてみま

せんか。

将来の航空交通システムを
見据え新装置の開発・評価を行います。

私は飛行検査センターに所属しており、 航空管制技術官が管理運用を行

っている航空保安無線施設等の電波が上空で正常に機能しているかを確認

するため、 日々飛行検査機に乗って検査 ・ 検証を実施しています。

飛行検査業務を行うには、 航空保安無線施設等の知識以外に航空機の

アビオニクスの知識も必要となり勉強が必要ですが、 一緒に飛行検査機に

乗るクルーや施設管理者 ・ 運用者との連携がとても重要だと日々感じてお

ります。

日本全国の空港及び航空路を飛び回ったり、 長時間フライトがあったりと

ハードな面もありますが、 大変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や整備士もいるため、 他職種の

交流も魅力的です。

みなさんもぜひ飛行検査センターに来て一緒に働きませんか？

日々飛行検査機に
乗って検査・検証を実施しています。

私は成田空港事務所の航空管制技術官として、無線施設や航空管

制システムの維持管理を行っています。

私たちの管理する施設は航空機や管制官が使用するため、常に万

全の状態にしておく必要があり、航空の安全を支えるやりがいのある

仕事です。

また、２４時間体制の仕事で緊張感もありますが、コミュニケーション

が活発で明るい職場です。

男性職員が多い職場ですが、最近は女性職員も増えてきています。

皆さんと一緒に働ける日を楽しみにしています！

航空の安全を支える
やりがいのある仕事です。

屋金　実可子
（２０１１年度採用　４３期）

所属：航空局交通管制部管制技術課

安川　伸彦
（２００６年度採用　３８期）

所属：飛行検査センター

谷内田　和也
（２００９年度採用　４１期）

所属：技術管理センター

佐藤　麻美
（２０１５年度採用　４７期）

所属：成田空港事務所

航空路管制に使用されている機器の運用管理を行っている。
統合管制情報処理システム
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屋金　実可子
（２０１１年度採用　４３期）

所属：航空局交通管制部管制技術課

安川　伸彦
（２００６年度採用　３８期）

所属：飛行検査センター

谷内田　和也
（２００９年度採用　４１期）

所属：技術管理センター

佐藤　麻美
（２０１５年度採用　４７期）

所属：成田空港事務所

航空路管制に使用されている機器の運用管理を行っている。
統合管制情報処理システム
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［現在は新型コロナウイルスの影響によりほとんどのイベントを中止してます。］
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２ ０ ２ １ 年７月２０日（火） 〜 ２ ０ ２ １ 年７月２９日（木）〔受信有効〕

314 142

59132

62 34

28 13

189 28

17108

70 14

30 7沖縄
向陽、開邦、普天間、那覇国際、昭和薬科大学付属

２ ０ ２ ２２ ０ ２ １

２ ０ ２ １ ２ ６

２ ０ ２ １ １３日 （水）

２ ０ ２ １ ２ ０ ２ １ １ ８１ ５

２ ０ ２ １ ２ １

20２０

20２１

関東
水戸桜ノ牧、土浦第二、文星芸術大学付属、神奈川総合、日比谷、神奈川学園

栄東、浦和実業学園、光泉、狭山ヶ丘、西武学園文理、江戸川女子、小石川

市立川崎、広尾学園、所沢北、浦和明の星女子、成田国際、佐原、吉田

横浜サイエンスフロンティア、松山、墨田川、横浜翠嵐

東京工業大学附属科学技術、東京成徳大深谷、川越女子、佐原、宝仙学園

サレジオ学院、桜丘、南平、柏、千葉東、千葉、宇都宮東、鎌倉学園、朋優学院

千葉西、学芸大附属、柏中央、大田原、日立第一、常総学院、日大第二

豊島岡女子学園、専修大学松戸、佐倉、立川、文京学院大学女子、豊島学院

市立千葉、立川国際中等教育、清泉女子学院、両国、江戸川学園取手、小岩

柏陽、横浜修悠館、桐蔭学園、前橋女子、錦城

東海
春日丘、名古屋大学教育学部附属、美濃加茂学園美濃加茂、一宮興道

南山、豊丘、旭野、大垣東、加納、滝、菊里、名古屋、富士、一宮、鶯谷、

津西、春日井、愛知淑徳、恵那、明和、川越、加藤学園暁秀、一宮西、愛知

清水南、高蔵寺、豊橋南、韮山、横須賀

北信越・関西
岸和田、開智、近畿大学付属、富田林、生野、関西大倉、千里青雲、清風南海、開明、清教学園

牧野、芦屋国際、刀根山、鳳、兵庫県立国際、向陽、西京、北野、久米田、天王寺

西宮市立西宮泉北、智弁和歌山、桐蔭、大阪市立、高津、桜塚、四天王寺、京都共栄、尼崎小田

明石北、高田、大阪桐蔭、三田学園、伊丹、田辺、畝傍、東、小林聖心女子、大阪市立

関西大学高等部、三田祥雲館、桃山学院、川西緑台、加古川、嵯峨野、金光大阪、姫路飾西

履正社、大阪学芸、洛南、大阪市立東、和泉、雲雀丘学園、初芝富田林、池田

近畿大学付属和歌山、市岡、兵庫県立大学付属、東洋大姫路、西宮、帝塚山、神戸星陵（兵庫県）

洲本、川西北陵、金沢二水、長野吉田、長野工業高等専門学校、星陵（石川県）、北陸学院、三条

佐久長聖、金沢西、勝山、富山、高志、高岡第一

四国
松山西中等教育、新田、城東、高松桜井、松山東、城ノ内、高松北

高松商業、富岡東、脇町、高知学芸、土佐塾、松山南、高知追手前、愛光

中国
祇園北、舟入、広島大学付属、呉港、下関中等教育、華陵、笠岡

慶進、高森、山口

九州
加治木、ラサール、筑紫丘、甲南、宮崎北、修猷館、鹿児島第一、唐津東、西南学院、

致遠館、延岡、長崎日大、真和、鶴丸、春日、北筑、熊本、明善、熊本県立第二

済々黌、鳳凰、城南、長崎西、東福岡、香住丘、真和、筑陽学園、長崎南山

九州国際大学付属、岩田、弘学館、熊本学園大学付属、東筑、八幡

福岡大学附属大濠、小城、海星、京都、宮崎大宮、大分上野丘、口加、延岡星雲

宮崎南、鹿島、鹿児島工業高等専門学校、福岡工業大学付属城東、宇土、諌早

鞍手、宮崎第一、鵬翔、尚志館、鹿児島玉龍、中村学園女子、大分鶴崎、福岡、小倉

国分、大分東明、田川、東筑紫学園、福岡中央、宮崎西、福岡工業高等専門学校

2014～2020

433 199

4178

40 24

19 13

230 42

20107

66 10

30 6

北海道
札幌国際情報、札幌日大、岩見沢東、札幌西、室蘭栄

東海大付属第四、帯広柏葉、札幌月寒、札幌第一、網走南ヶ丘

札幌東、札幌開成、旭川東、北広島、北海道北広島、札幌新川

市立函館、札幌光星

東北
八戸、弘前南、宮城第一、東北学院、仙台第二、弘前、弘前中央

仙台二華、郡山、仙台第三、仙台南、聖ウルスラ学院英智

白石、米沢東

採用のための意向調査を逐次行い、最終的に採用者（入校者）を決定します。
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航 空 管 制 官

245,000193,000

航空管制官基礎研修は、座学と航空管制シミュレータを

使用した実習から構成され、航空管制官になるための基本

的な知識と技術を身につけ、航空管制を行う上で必要にな

る航空無線通信士の資格も在学中に取得します。

これらを８ヶ月という短い期間で習得するため、研修日程

は隙間なく組まれ、研修生達は日々座学と実習の予習復習

に追われる忙しい毎日を送っています。研修は覚えることも

多く、確かに厳しいものとなります。しかし、研修生達は年齢

や経歴が違えども「管制官になるんだ！」と志を同じくする同

期の仲間達と切磋琢磨し、助け合いながら一つ一つの課題

を乗り越え、研修が修了する頃には自信と充実感に満ちた

表情になっています。また、保安大には経験豊富で個性豊

かな教官がたくさんおり、魅力あふれる指導を行っています。

同じ目標を持った同期や指導に情熱を注ぐ教官とのかけ

がえのない研修の日々はきっと人生の宝物となることでしょ

う。航空管制官を目指す皆さんの入学を教官一同楽しみに

待っています。

航空管制科教官

中尾　奏
（２００７年度採用　１０４期）

いつも安心して利用している航空機が、多くの航空管制官

の支援で安全に飛んでいることを知り、私も空の安全を守り

たいと思い、航空管制官を目指しました。

航空保安大学校では、主に座学と実習の研修を受けてい

ます。座学で学んだ知識を用いて、シミュレータによる実習を

行っています。特に実習前は、同期と一緒に勉強、練習して

います。準備万端で実習に臨んでも、上手くいく時ばかりでは

ありません。日々新しい課題に直面します。その課題に対し

て、教官方は的確にアドバイスをしてくれます。そのアドバイ

スをもとに、また同期と練習をする。課題は決して少なくはな

いですが、教官方に支えられ、同じ目標を持つ同期と共に一

つ一つ乗り越える毎日はとても充実し、また次のステップへ

のモチベーションになっています。

毎日当たり前に、航空機が安全に日本の空を飛んでいま

す。航空管制官は、この「当たり前の安全」を守る仕事です。

一緒に空の安全を守る一員を目指してみませんか。

航空管制官基礎研修課程１３３期　久保 千晶

133TH MEMBER

様々なバックグラウンドを
もった仲間達と、

同じ目標に向けて切磋琢磨、
協力し合いながら研修に励んでいます。

研修生
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航 空 管 制 官 Air Traffic Control Course

245,000193,000
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行っています。特に実習前は、同期と一緒に勉強、練習して

います。準備万端で実習に臨んでも、上手くいく時ばかりでは

ありません。日々新しい課題に直面します。その課題に対し

て、教官方は的確にアドバイスをしてくれます。そのアドバイ

スをもとに、また同期と練習をする。課題は決して少なくはな

いですが、教官方に支えられ、同じ目標を持つ同期と共に一

つ一つ乗り越える毎日はとても充実し、また次のステップへ

のモチベーションになっています。

毎日当たり前に、航空機が安全に日本の空を飛んでいま

す。航空管制官は、この「当たり前の安全」を守る仕事です。

一緒に空の安全を守る一員を目指してみませんか。

航空管制官基礎研修課程１３３期　久保 千晶
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様々なバックグラウンドを
もった仲間達と、

同じ目標に向けて切磋琢磨、
協力し合いながら研修に励んでいます。

研修生
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