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2012 年入社 山本 実／Yamamoto,Minoru

駅業務・ 運転士

多く のお客様の生命をお預かり する運転士として、 安全を第一に…。
今の目標は、 強い使命感を持って自分に与えられた仕事を一つ一つ確実にこなし、 日々の勉
強を心がけて業務に取り 組むことです。

① 仕事をするにあたり、なくてはならないもの
は？
鉄道マンとしては、やはり「安全」に対する心構えが一番です。
そして、社会人として成長する上で必要に感じているのは「仕
事への意欲」「忍耐力」です。

② 今まで経験した仕事での結果自慢は？
日々の業務をするうえで、お客様からの「ありがとう」という言葉
は、自らの価値を見出していく心の支えとなっています。

③ 入社して身についた知識自慢は？

雪を観測（ 2014 年2 月）

社会人として当然の義務である「時間厳守」。入社4年目
を迎える今になって、時間に対する考え方や気持ちが変わっ
てきました。
また、失敗を恐れず、気持ちを切り換えて前向きにチャレン
ジする強い精神力です。

④ 運転士としての新たな意気込みは？
無事故で頑張っていきたい。
運転がうまくなりたい。
もっと知識を身につけたい。
運転士辞令交付（ 2015 年1 月）

⑤ 今後、挑戦していきたいことは？
運転士に求められる資質・能力としては「的確な判断力」だと

●先輩からの一言メ ッ セージ

思います。原則、運転士は単独作業であり、車両の異常や路

運転士：M.T さん [勤続８年]

線上でのトラブル発生など、さまざまな状況の変化に対応して自

「免許取得おめでとう!!」

ら判断しなければなりません。その為にも、より多くの知識を身に
付け、今後は貨物輸送の運転士を視野に日々の勉強を積み
重ねていきたいです。

ここがスタート ラインです。安全を最優先・ 基本
動作を大切に、 より一層の飛躍を期待します。

⑥ 目標としている事は？

運転士：N.S さん [勤続 20 年]

車掌や運転士としての業務経験を生かして、自分も運転指

「初心を忘れずにこれからも頑張れ!!」

導のできる立場になりたいです。

指導員のアド バイスを素直に聞いてメ キメ キ上
達していく のが実感できました。 独り 立ちしてか
らが、 本当の正念場です。
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運転士の仕事は、常に「毎日が真剣勝負」です。毎日、多くのお客様を安全・正確・快適に目
的地まで運行するため、一つひとつの動作に緊張感を持ち日頃から取り組んでいます。
お客さまに安心感を持っていただけるような行動と接客サービスができるよう日々精進します。

1.

2.

3.

やはり 、見習い期間を経て、本務
運転士と し て単独で車両を操縦し
たときです。安全第一の積み重ねの
大切さを痛感し、お客様から安心・
信頼し ていただける鉄道マンにな
り たいと思いました。

お客様の大切な命をお預かり し
ていると いう 重大な責務を再確認
し 、 安全意識と 定刻運転に求めら
れる運転技術に対し て、 常に向上
心を忘れず、 一人前の運転士と な
ることが目標です。

経験豊富な先輩運転士の知識や技
術を吸収するとともに、 今後は貨物輸
送の運転士や運転士見習いを養成する
指導操縦者も挑戦していきたいです。
後輩の育成をしていく 中で自分自身の
更なるスキルアッ プを図り 、 会社の安
全運行に貢献していきたいです。

免許証交付

中桐さん運転中
（ M RT300 形式）

運転士：F.N さん
勤続年数：20 年
乗務員指導訓練・乗務見習いを経
て、本務運転士おめでとう。これから
は、同じ運転士として、安全・定刻運
転に努め、同世代の仲間たちと切磋
琢磨し頑張ってください。

運転士：K.I さん
勤続年数：9 年
｢合格｣に向かって短期間で成長して
いく姿が、とても頼もしく感じていまし
た。今後は、現状に満足する事無く運
転技術の更なる習熟に努め、将来的
には、後進の育成に携わる指導者

運転士：A.T さん
勤続年数：5 年

「初心忘るべからず」 先輩方から
教わった知識を活かし、経験を積み
重ね、日々の職務に邁進ください。
「人の生命を預かって運転していると
いう事を忘れないように」

としても期待しています。

安全・ 安心・ 安定輸送とお客様への適切なサービス提供に日々努めてく ださい。

水島臨海鉄道に初の女性運転士誕生!!
2013 年7 月16 日
会社創立以来、 初の女性運転士が誕生しました。 入社 3 年目の中原萌緑（ もえみ） さん（ 21） が 6 月上旬
に運転士の免許証を取得し、 7 月19 日AM.7： 07 発上り列車の運転から輝かしく デビューします。
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中原萌緑／Nakahara, Moemi

2 年越しの夢が実現しました。 念願の運転士として、 安全で安定した運行のため
に注意力と的確な判断力を身につけ、 基本動作の励行、 常に初心を忘れない気持ち
を大切に日々成長していきます。

1. 入社して一番心に残っている仕事は？
最初に任された仕事が「 車掌」 でした。 接客中にたく さんのお客様から温かい励ましのお言葉を頂き、 今後の
励みとなりました。 お客様からの期待を直接肌で感じ、 更なる向上心を抱く ことができました。
2. 運転士としての意気込みは？
入社して以来、 目標に掲げてきた「 夢」 を叶えることができましたが、 これで満足
せず、 お客様に安心してご乗車いただけるような運転技術を身に付け、 日々精進して
いきます。
3. 今後、 挑戦していきたいことは？
旅客の乗務員だけでなく 機関車の乗務員にも挑戦したいです。 今後の「 夢」 として、
自身の可能性を最大限に引き出し、 鉄道業界で働く 女性の顔になれるよう努力してい
きます。
運転台各スイッチ確認（ MRT300 系）

運転中（ キハ20 系）

信号確認（ MRT300 系）

エンジンの点検
（ キハ20 系）

接触器箱の点検
（ MRT300 系）

○先輩から応援メッセージ

運転士： K.T さん

運転士： T.T さん

運転士： Y.Y さん

勤続年数： 34 年

勤続年数： 20 年

勤続年数： 19 年

動免の厳しい訓練では、汗と涙をたく さん

女性ということで体力的にも精神的にも

初の女性運転士という 周りからの目に相

流しましたが、持ち前のガッツで見事に乗り

不安がありましたが
「 絶対、運転士になる！」

当なプレッシャーを感じていたと思います。

切りました。この苦労が免許の重みです。

という強い気持ちで見事に乗り切ってく れ

指導者側も初の女性受験者を指導するとい

今回の訓練経験が今後の運転手人生に役立

ました。これからは、たく さんの試練を乗り

う戸惑いもありましたが、厳しい指導にも負

てればと思います。

越えて立派な運転士になってほしいです。

けず一生懸命頑張ってく れました。

現状に満足すること なく 、 改善意欲を常に持ち一歩ずつ着実に、 いかなる時もベスト を尽く してく ださ い

水島臨海鉄道株式会社

