入社して約 2 ヶ月が経ち、現在は横浜

４月から５月いっぱいまでは名古屋

駅で働いています。主な仕事はホーム立

にある社員研修センターで泊まり込み

哨や、改札・連絡口の案内です。とても

で新入社員研修をしています。研修では

大きな駅なので、周辺地理や他社線の乗

社会人、そして JR 東海の社員としての

り換え案内等、覚えることが沢山ありま

基礎的なことを 3 週間ほど学び、現在は

す。また、朝・夕のラッシュ時にはより

部門毎に分かれての研修中です。私は運

一層お客様の安全を意識して働かなくて

輸部門なので、営業知識や制度など、駅

はならず、常に緊張感を持って仕事に取

に立つ上で必要なことを学んでいます。

り組んでいます。大変ではありますが、

今は研修中の身ですが、将来は主任運

それ以上のやりがいを感じて毎日仕事を

転士になり、ただ運転をするだけではな

しています。お客様の立場に立って、分

く、後輩を指導する立場に立ってみたい

かりやすく親切な案内ができるように

と思っています。自分の将来は、自身の

日々勉強中です！

努力で切り開けると信じています。

東京地下鉄（東京メトロ）

平成 23 年 3 月卒業

水島 麻子 さん

私は鉄道員になるという夢を叶えるためには、昭和鉄道に通うことが１番の近道だ
と思って入学しました。昭鉄生は皆が同じ方向を向いていて、就職に対しての意識レ
ベルがとても高く、先生方もその熱意にしっかりと応えてくれる学校でした。制服を
着て過ごしたあの当たり前の毎日が私にとっての１番の想い出です。
今は指導員の先輩の下、駅員として、毎日勉強をしながら仕事をしています。覚え
ることが多く大変ですが、自分のやりたかった仕事に就け、本当に充実した毎日を過
ごせています。次の私の夢は、子供に手を振る格好いい車掌さんになることです！

高校生といえば ・・・

小さい頃からの夢。 鉄道員への憧れ。

吉泉 和哉 くん

ひたむきに追い掛け続けた三年間。

平成 23 年 3 月卒業

メッセージ 特集

諦めない強い気持ちが夢を叶える。

寺津 邦彦 くん

昭和鉄道高校卒業生からの

さらなる夢へ、今、出発のとき！

平成 23 年 3 月卒業

東海旅客鉄道（ＪＲ東海）

昭鉄だより

京急ステーションサービス

～Vol.1～
H.23.6.20

就職採用実績（平成 22 年度）
□ＪＲ東日本 □ＪＲ東海 □ＪＲ貨物
□東京地下鉄 □西武鉄道 □小田急電鉄
□東武ステーションサービス
□京急ステーションサービス
□相模鉄道 □京成電鉄 □北総鉄道
□ゆりかもめ
□東葉高速鉄道
□埼玉高速鉄道 □埼玉新都市交通
□東京モノレール □湘南モノレール
□伊豆箱根鉄道 □東京都交通局
など

やっぱり部活動！！ 昭鉄でともに青春しませんか？

昭鉄では運動部、文化部を合わせてなんと 34

の部活動（愛好会・同好会含む） が活動しています！その多くは姉妹校である豊島学院高校と一

緒に活動をし、日々活気のある練習を行っています。サッカーや野球、吹奏楽だけでなく、スキーやサイクリングまで！また、鉄道高校ならでは
の鉄道研究部や交通資料館部といっためずらしい部活動もあります。よりどりみどりの部活動。是非、あなたも昭鉄で青春をしてみませんか？

―合唱同好会―

―交通資料館部―

部員数：16 名（1 年 6 名、2 年 6 名、3 年 4 名）

部員数：25 名

活動日：週４日

（1 年 10 名、2 年 10 名、3 年 5 名 ）

活動紹介：昨年度、新たに創設。現在は部活動への昇格・

活動日：週 3 日

文化祭での発表・コンクール出場へ向け、日々

活動紹介：Ｎではなく、
『ＨＯゲージ』の

練習に励んでいます♪

大レイアウトを作成。文化祭では、その壮

学校情報はホームページにも。

昭和鉄道高等学校

http://www.hosho.ac.jp/showa.htm

大なジオラマで子供から大人まで、見る者を圧倒します！他にも運転シュミレ
ータ館の管理・公開（文化祭時）など、鉄道高校ならではの活動も。

学校説明会 ・ 個別相談
■
■
■
■
■
■
■

第 1 回 7 月 23 日（土） 14 時～
第 2 回 7 月 30 日（土） 10 時～
第 3 回 7 月 31 日（日） 10 時～
第 4 回 8 月 27 日（土） 10 時～
第 5 回 10 月 10 日（祝月）10 時～
第 6 回 11 月 13 日（日） 14 時～
第 7 回 11 月 27 日（日） 14 時～
※予約不要。上履き、筆記用具持参。

お問い合わせ：03-3988-8463（入試専用）

―鉄道硬式野球部―
部員数：34 名（女子マネージャー4 名含む）

活動日：週６日

活動実績：7 月 全国高校野球選手権大会（東東京）
（２回戦）ＶＳ．都立目黒 １０ー９ （３回戦）ＶＳ．都立小山台 ０ー９
9 月 秋季東京都大会 1 次予選
（２回戦）ＶＳ．都立産業技術 １６－０［6 回コールド］（代表決定戦）ＶＳ．八王子 １－８
活動紹介：3 年が 6 名という少ない人数の中、下級生と共に日々練習しています。東日本大
震災の影響で春期大会が中止になり、残すは夏季大会だけになりましたが、
『３回戦突破』と
いう目標を持って、チーム一丸となって頑張っています。

野球部主将：白石

幹（３年）

昭鉄生は、どんな
毎日を送っている
のかな…？

昭鉄は、どんな学校？
「とにかく楽しいです。同じ趣味や夢を

印象的な授業は？
「システム総合実習。人間としての礼儀も学べ
好きな授業は？

る。身が引き締まる授業。
」（２年女子）

「数学が好き！中学の時は苦手だ

「旅行取扱。車両。先生がおもしろいのと、こ

ったけど、先生方がわかりやすく楽

のような専門的な授業は、昭鉄ならではだと思

しい授業をしてくださるから、好き

います。」（２年女子）

になった。」
（２年女子）

「基礎実習。これこそ、普通の高校では学ぶこ

「英語。日常会話でちょこっと出て

とのできない教科だなと思いました。ただ、
「好

くる英単語が授業で出てきて、意味

き」と思っていた鉄道に対する世界観がとても

を知ったとき、あ、わかる、嬉しい

広がって見えるようになり、よい経験になりま

なと思ってそこから好きになりま

した。」
（３年男子）

持った人が集まり学ぶので、のびのびで
きる反面、切磋琢磨しあっています。」
（３
年男子）
「設備が整っていて、居心地が非常によ
い。クラスメイトが優しい。」
（２年女子）
「先生方も親身になって相談を受けてく
ださるので、とても楽しく生活していま
す。」（２年女子）

した。」
（２年女子）
今、学校生活ではどんなことを行っていますか？
「毎朝就職試験の対策テストをしたり、個人的に講習に出て資
格を取ったり、就職試験に向けてひたすらがんばっています。
」
将来の夢は？その実現に向けてやっていることは？

（３年男子）

「電車の運転士になることです。まず、鉄道会社に就

「柔道部に入っていて、最後の試合に向けて練習中です。就職

職するための努力をしています。日々の授業やテスト、

に向けて、勉強にも励んでいます」
（３年女子）

資格。友達との積極的なコミュニケーションも大事な

「ＳＰＩ対策の小テストを毎朝しています。また、面接の準備

ことだと思っています。」
（３年男子）

や履歴書の書き方なども学び、就職に向けて、本格的に対策を

「将来は駅長になりたい。とにかく今は、鉄道会社に

はじめています。」（２年女子）

入社することを目標に、日々勉強に励んでいます。体

「６月の北海道研修旅行委員会の実行委員長として、計画や準

力も大事。皆勤も目指しています」
（1 年男子）

備などをしています。今年は５泊６日の行程のうち、２日間自

「以前は運転士を目指していましたが、工場見学をき

主研修があります。そのため、生徒達が自分たちで考え、より

っかけに車両に興味を持ち始め、今は車両整備士を目

よい研修旅行を計画中です。」（２年男子）

指しています。」
（３年男子）
「東武鉄道に入社すること。
「鉄道就職問題集」やＳＰ
Ｉを計画的にやっています。」（２年女子）
「鉄道を通して、利用者全員に気持ちよいサービスが
できるようにコミュニケーションについて学んでいま
す。」（２年男子）

２０１１年度・入学式

３／１１の大震災の復興への祈りとともに、未来への大きな志を抱いて二

三二名の新入生が昭和鉄道高校に入学しました。これからの三年間をどう過

ごそうか、希望に満ちあふれた表情を浮かべる新入生たちも、一ヶ月が経ち、

少しずつ自分のペースをつかんでいます。そんな新入生に質問してみました。

入学したきっかけは？

・鉄道員になる夢を叶えるため。きっかけは、姉が卒業生だっ

たから。

・鉄道が好きで、同じような趣味や夢を持つ人がたくさんいる

と思ったからです。

・就職するのに最適だと思ったから。

入学する前の印象は？

・男子が多くて、鉄道好きがいっぱいいる。

・みんな真面目そう。堅い性格の人が多そう。

・超専門的な勉強をするのかと不安でした。

・校舎がきれいで、とても過ごしやすい環境だと思いました。

実際に過ごしてみた昭和鉄道高校はどう？

・ユニークな先生が多くいて、授業等がとてもおもしろいです。

・みんな優しくて、よい人たちばかり。

・生徒はみんな明るく真面目で、積極的に挨拶のできる人たち

ばかりでした。

・授業は、専門的なこともありますが、みんなで一緒に学んで

いける感じです。国語や数学などの一般教科もあるので、か

なり充実しています。

将来の夢は？

・駅長になること。とにかく今は、鉄道会社に入社するために

日々の勉強をがんばっています。

力強く新入生の宣誓をしました！

