
記　事　欄 写　　真

広報担当大学 大阪府、和歌山県内の大学

担当地方協力本部 大阪、和歌山

氏　名 船津　拓実

性　別 男

出身地 東京都

出身大学 大阪大学

階　級 ３等陸尉

所属部隊 第３７普通科連隊第３中隊

職　名 小銃小隊長

駐屯地／基地 信太山駐屯地

普段の仕事

小銃小隊長として部隊精強化へ
向けた訓練の企画立案・管理を
するとともに、実際に訓練の指
揮を執り汗をかく毎日です。

部隊紹介、トピック
など

　私が所属する第３７普通科連
隊は、大阪・和歌山を守る部隊
として地域に密着した訓練をし
ています。
　駐屯地祭や納涼祭等、地域の
皆さんとの交流も活発です。

プライベート
（趣味、クラブ
　活動など）

　課業後は隊員とお酒を飲んで
リフレッシュしています。
　駐屯地の近くは美味しいお店
が多く、プライベートの時間も
充実しています。C8

私の仕事
幹部自衛
官の仕事
など

カレッジリクルータメッセージシート

項　　目

基本情報

カレッジリクルータの写真を
添付
（上半身及び正面向き、制服
でも私服でも可）

後輩へのメッセージ
楽しいことばかりではないかもしれませんが、唯一無二の仕事
がここにあります。志ある皆さんと働けることを楽しみにして
います。



記　事　欄 写　　真

広報担当大学 大阪府、徳島県内大学

担当地方協力本部 大阪、徳島

氏　名 竹田　和生

性　別 男

出身地 大　阪

出身大学 近畿大学

階　級 ３等陸尉

所属部隊 第１４施設隊

職　名 第２施設小隊長

駐屯地／基地 徳島駐屯地

普段の仕事

　普段は、施設小隊長として小
隊隊員の隊力・練度管理及び訓
練等を計画・作成し、それを小
隊を指揮して実行します。ま
た、訓練だけではなく、地域と
交流した行事等にも参加できた
り、様々な仕事ができていま
す。

部隊紹介、トピッ
クなど

私が所属している施設隊という
のは、災害派遣では油圧ショベ
ル、ドーザーといった重機を使
い、土砂・岩等の除去、道路開
設等を行っている部隊です。

プライベート
（趣味、クラブ
　活動など）

　最近は、雑貨店に行き、凝っ
た家具を買うことと映画鑑賞と
読書が趣味です。あとは季節に
よってなんですが、夏はサー
フィン、冬はスノーボードをし
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

カレッジリクルータの写真
を添付
（上半身及び正面向き、制
服でも私服でも可）

後輩へのメッセージ

私の仕事
幹部自衛
官の仕事
など

　自衛隊は多くの職域があり、自分に合った仕事や、民間では
全く経験できないことができます。そこの就職に悩んでる人達
は是非一度自衛隊の話を聞いてください！！



項 目 写 真

広報担当大学

担当地方協力本部

氏　名

性　別

出身地

出身大学

階　級

所属部隊

職　名

駐屯地、基地

普段の仕事
　勤務、訓練等を実施している写
真を添付

部隊紹介、トピック
など

　部隊の訓練、活動、勤務環境な
どがわかる写真を添付

プライベート（趣
味、クラブ活動な
ど）

　プライベートを紹介する写真を
添付

カレッジリクルータメッセージシート

　基本的な業務はデスクワークがメインです。
自衛隊だから走ってばかり、と思われがちですが
そんなことはありません。特に自衛隊の中でも私
の職種である会計科は一般の公務員の勤務態様に
最も近いです。
　基本的には、隊員の給与計算の点検、支払い及
び部隊が購入を希望する物の契約が主です。この
業務を複数人で分担して仕事をしています。

　私の所属する「第３０８会計隊」は、中国四国
地方から東海北陸地方を担任する中部方面隊の中
で、最東に位置する豊川駐屯地に所在する部隊で
す。風通しの良い気風の中で毎日の業務に励んで
おり、総勢２３名で勤務しています。
　駐屯地に所在する他の部隊とも良好な関係を構
築しており、非常に仕事のやりやすい部隊です。

　基本的に暦通りの休みを取ることができ、休み
の日は専ら釣りに出かけています。車で琵琶湖に
行くこともあれば、東海地方の釣りのできるス
ポット巡りをすることもあり、非常に充実した休
日を送っています。

後輩へのメッセージ

　自衛隊は特別職国家公務員という、特殊な国家公務員です。他の人と違うことをし
たい、人のためになる仕事をしたい、安定した職に就きたいという方には合っている
と思います。入隊する際にも、特に資格等は問われません。我こそは！という方、ぜ
ひ自衛隊の入隊試験を受けてみてください。

奈良県天理市

大阪経済大学

３等陸尉

中部方面会計隊

会計班長兼ねて給与班長

伊丹駐屯地

基本情報
　カレッジリクルータの写真を添
付（上半身、正面向き、制服及び
私服可）

私の仕事、幹
部自衛官の仕

事など

記 事 欄

大阪経済大学

大阪地本

中山　洋平

男

令和元年度会計実務競技会（伊丹）



記　事　欄 写　　真

広報担当大学 京都、大阪府内大学

担当地方協力本部 京都、大阪

氏　名 湯川　絢子

性　別 女

出身地 北海道

出身大学 同志社女子大学

階　級 ２等陸尉

所属部隊 業務隊

職　名 糧食班長

駐屯地／基地 伊　丹

普段の仕事

　駐屯地の食堂の運営を担当し
ています。喫食時間までに食事
の提供ができているかの確認
や、隊員の食事に関する運営を
円滑に実施できるよう、企画・
調整することがおもな仕事で
す。

勤務、訓練等をしている写真
を添付

部隊紹介、トピッ
クなど

　業務隊は訓練をする部隊では
なく、隊員に対し支援を実施す
る部隊です。日々いろんな部隊
から来る要望を聞いて柔軟に対
応しています。

部隊の訓練、活動、勤務環境
などがわかる写真を添付

プライベート
（趣味、クラブ
　活動など）

　平日の夜は近くのスポーツジ
ムで汗を流しています。休日は
職場の人たちとゴルフや野球観
戦に行ったり、友達と飲みに
行ったりしています。

プライベートを紹介する写真
を添付

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

　大変な仕事もありますが、幅広い職域で様々な経験ができ、
自分を成長させる職場としてはこの上ないと思います。



記事欄 写　真

広報担当大学 大阪府内の大学

担当地方協力本部 大 阪

氏　名 横山 聖治

性　別 男性

出身地 群馬県

出身大学 同志社大学、早稲田大学

階　級 １等海尉

所属部隊 防衛省海上幕僚監部防衛課

職　名 能力評価・分析室員

駐屯地、基地 市ヶ谷地区

普段の仕事

防衛省の海上幕僚監部という部署で、ド
クトリンについて調査・研究していま
す。また、日豪防衛協力室のメンバーと
して、オーストラリアとの防衛協力業務
も行っています。

　勤務、訓練等を実施して
いる写真を添付

部隊紹介、ト
ピックなど

海上自衛隊の防衛、教育、装備、人事な
どの計画を作成し、また部隊の管理・運
営を行っている機関です。

　部隊の訓練、活動、勤務
環境などがわかる写真を添
付

プライベート
（趣味、クラブ
活動など）

休日は読書や旅行、ドライブなどをして
リフレッシュしています。また、家族と
過ごす時間も大事にしています。

　プライベートを紹介する
写真を添付

私の仕事、
幹部自衛官
の仕事など

カレッジリクルータメッセージシート

項　目

基本情報
　カレッジリクルータの写
真を添付（上半身、正面向
き、制服及び私服可）

後輩へのメッセージ

自衛隊の魅力は「人の良さ」です。真面目な人、優しい人、面白い
人、熱い人、変な人など様々な人がいますが、みな国防のために頑
張っている良い人たちです。自分の個性を活かして、頑張ってくださ
い。



記　事　欄 写　　真

広報担当大学 大阪府、兵庫県内の大学

担当地方協力本部 大阪、兵庫

氏　名 香田　佳明

性　別 男

出身地 兵庫県

出身大学 関西学院大学

階　級 １等海尉

所属部隊 海上自衛隊横須賀造修補給所

職　名 潜水艦武器係長兼航海係長

駐屯地／基地 横須賀地方隊

普段の仕事
　潜水艦に装備されているソー
ナーや魚雷発射管といった武器
の維持・整備

部隊紹介、トピック
など

　艦船、武器の製造、改造、維
持、保管、補給、整備及び修理
の監督、検査、試験

プライベート
（趣味、クラブ
　活動など）

　ゴルフ
  目指せ１００切り！

私の仕事
幹部自衛
官の仕事
など

カレッジリクルータメッセージシート

項　　目

基本情報

カレッジリクルータの写真を
添付
（上半身及び正面向き、制服
でも私服でも可）

後輩へのメッセージ
　一緒に日本を守ろう。
　海上自衛隊で、待ってます！


