


撮影年月：2012年5月13日
撮影場所：上野駅ホーム

転職することになり、その間に1カ月お休みを
取りました。 連絡船と飛行機では行ったこと
があった北海道。 キャンセルがあったのか
出発数日前にカシオペアが取れました。 最
初で最後のカシオペア。10日間の旅のはじま
りです。

35、神奈川県横浜市 新井 晃司さん

34、埼玉県さいたま市 中根 邦仁 さん

撮影年月： 平成4年7月26日
撮影場所： 東京駅新幹線ホーム

山形新幹線開業平成4年7月1日の同月に一
家で家内の実家に帰省する日、東京駅新幹
線ホームでの一枚です。写真の長女もピカ
ピカの一年で初めての夏休み新幹線もピカ
ピカ、わくわくの乗車にあっという間に山形駅
に着いたように思います。写真の400系新幹
線も今は懐かしく思います。



撮影年月： 1980年7月31日
撮影場所：国鉄美幸線 仁宇布駅

完乗。美深～仁宇布 日本一の赤字路線？
夏休みを利用して兄と北海道ワイド周遊券で
20日間の旅廃止対象路線を乗り潰しました。
仁宇布駅にて。

撮影年月：1983年8月
撮影場所：湯前駅

完乗。人吉～湯前 夏休みを利用して九州ワ
イド周遊券で廃止対象路線を乗り潰しました。
湯前駅にて。

36、千葉県八街市 川田 光浩 さん

37、千葉県八街市 川田 光浩 さん



撮影年月：1982年12月
撮影場所：国鉄魚沼線 西小千谷駅

完乗。来迎寺 1982年12月～西小千谷
廃止対象路線でしたので乗りに行きました。西小

千谷駅にて。

撮影時期： 平成29年3月25日
撮影場所 ：JR函館駅ホーム

4歳の息子と日帰りで函館、東北を旅行したとき
の一コマです。3歳の時から道南いさりび鉄道に
乗りたいと言われやっとの思いで実現ができま
した。
息子いわく、キハ40のモケットシートとエンジン音
が好きなんだと言われ、小さな子供でも感じ取る
ものがあるのかと思いました。将来が今から楽し
みです。

38、千葉県八街市 川田 光浩 さん

39、北海道札幌市 畑井 哲治・陽貴さん



撮影年月：2021年1月
撮影場所：湘南深沢駅

電車の運転士をしてます。この画像は、私の運転
している電車を撮り鉄の友人が撮影してくれたも
のです。開業50周年記念ヘッドマークを装着して
ます。
外出が制限される状況の中、見に来ることができ
ない方々のお役に少しでも立てればと思い応募致
しました。モノレールも動力車操縦者運転免許証
で動かす鉄道の仲間です。新 型コロナウイルス
感染防止対策の一環としてマスクをして乗務中で
す。今後も地域と共に走り続けます。

撮影年月：1978年8月
撮影場所：東北本線 上野駅

初めての友達との二人旅は小学6年の夏休み。青
森の祖母を訪ねて憧れの特急「はつかり」に乗り
ました。今なら新幹線で3時間足らずの上野～青
森間が、当時は8時間半の長丁場。それでも特急
に乗れたことが嬉しくて、すれ違う列車に一喜一
憂したり車内を探検したり... まさに夢のような時間

を過ごしました。

40、Kさん

41、北海道札幌市 西谷 篤さん



撮影年月：1989年3月
撮影場所：根室本線 富良野駅

関東住まいだった頃、冬になると雪が見たくて毎年
のように北海道へ遠征したものでした。そんな旅で
よくお世話になったのがリゾート列車「フラノエクス
プレス」。眺望の良い展望席で、白く覆われた針葉
樹林の光景を目にした時の感動は今でも忘れませ
ん。縁あって現在は札幌に居を構え、雪かきに追
われる毎日… 人生って面白いものですね。

撮影年月： 2016年5月
撮影場所：トキ鉄 糸魚川駅

亡き祖父と初めて雪月花を見に行った時に
撮ってもらいました。
この後も何度も祖父と一緒に雪月花の見送り
に行きました。

42、北海道札幌市 西谷 篤さん

43、新潟県糸魚川市 佐野 咲斗 さん



撮影年月： 2011年9月
撮影場所：大糸線 姫川駅付近

大糸線近くの祖父母の家へ行くと聞こえるディーゼ
ル音が好きで、線路近くまで連れて行ってもらって
いました。
手を振ると運転士さんも手を振り返してくれて嬉し
かったです。

撮影年月：2011年8月
撮影場所：北陸本線 青海～糸魚川間

祖父母の家へ行った時に夕方に通るトワイライトエ
クスプレスを良く見ていました。
いつか乗ってみたいと思っていたのに引退してしま
い残念です。

44、新潟県糸魚川市 佐野 咲斗 さん

45、新潟県糸魚川市 佐野 咲斗 さん



撮影年月：平成26年2月
撮影場所：東北本線貝田駅

息子が小さいころ大好きな「金太郎」をよく見に
行っていたときの写真です。
運転手さんは皆さん警笛を鳴らしたり手を振っ
てくれました。

撮影年月：2017年11月28日
撮影場所：鳥取駅ホーム

鳥取旅行の際、瑞風がたまたまホームに入線し
ていたので1枚撮りました。定期運行時代のトワ
イライトエクスプレスに乗って以来豪華列車の
素晴らしさに魅了されています。お金もかかり簡
単に乗れませんが一度どこかで乗りたいです。

46、福島県福島市 渡辺 耕史 さん

47、石川県金沢市 水上 慎也 さん



撮影年月：2015年8月9日
撮影場所：木ノ本駅ホーム

初めてのSL乗車でした。それまでは観ただけでした
が、乗ったときのワクワク感、煙、音全てに感動しま
した。乗務員から石炭を渡され、今でも大切に自宅
に置いてあります。またコロナが落ち着いたら乗り

たいです。

撮影年月：2018年3月
撮影場所：東京駅

この写真は3年前新潟から私たち夫婦と次女、千葉
県旭市から長女夫婦と孫2人、計7人が「サンライズ
瀬戸」で四国松山へ向かうとき発車ホームで撮影し
たものです。翌朝松山駅で松山市に住む長男夫婦
と合流。その後計9人で松山、呉、宮島、岩国、広島
と想い出の観光旅行をしました。

48、石川県金沢市 水上 慎也 さん

49、新潟県新潟市 山屋 他人 さん



撮影年月：平成27年２月
撮影場所：長野県岡谷市

鉄道写真が趣味の私の憧れが、大好きな家族と鉄
道、一緒に写真に撮ることでした。その夢が初めて
叶ったのが息子が生まれて５ヶ月、当時住んでいた
長野県のアパートの近くで撮ったこの写真です。本
当は起きている写真を撮りたかったのですが、あい
にくのお昼寝タイムでした。そんな息子も今は６歳
になり、来年から小学生に。今では父親同様、立派
な？鉄道好きに育っています（笑）

撮影年月：2015年１月
撮影場所： トワイライトエクスプレス車内

トワイライトエクスプレス車内で撮影しました。
車掌さんのホスピタリティがとてもすばらしかったで
す。 運行終了の直前にやっととったチケットでした。
今の豪華寝台列車ではなく、トワイライトエクスプレ
スのような長距離を走る寝台列車が復活して欲しい
です。

50、新潟県上越市 高橋 弘太郎 さん

51、埼玉県和光市 小宮 容子 さん



撮影年月：２０１９年９月
撮影場所：宗谷本線 名寄駅
トロッコ列車「びゅうコースター風っこ」が北海道を走
る！これは乗りたい！と沸き立った会社のメンバー
で遥々渡道。宗谷本線沿いに広がる雄大な景色を
存分に楽しんできました。車中での美味しいビール
のせいか、一部のメンバーが少し疲れ顔です（笑）

撮影年月： 2017年9月
撮影場所：群馬県甘楽町

学校で色々あって元気がない息子のため、家族で
ドライブに出かけ、踏切が見える公園を発見。みん
なで手を振ると、警笛と共に運転士さんが手を振っ
てくれた。ちょっと元気になった息子は上信電鉄が
もっと好きになったようで、以来、下仁田方面に連れ
て行かされることが増えた。

52、千葉県習志野市 佐矢野 隆夫 さん

53、東京都練馬区 反町 文明 さん



撮影年月： 2012年4月
撮影場所：都電荒川線東池袋駅

息子は本当は、チンチン電車が好きなんだなぁ、と
思った1枚です。

撮影年月：2001年8月
撮影場所： 旧南大夕張駅

ツーリングでラッセル車が保存されている公園を
発見。令和の今も大切に保存されているようで嬉し
かった。

54、東京都練馬区 反町 文明 さん

55、東京都練馬区 反町 文明 さん



撮影年月：1999年7月22日
撮影場所：JR留萌本線 SLすずらん号

小さい時に、千葉県の鴨川に行くのにSLを観た
記憶はあるが、明確な記録に残っていなかった。
北海道でSLが復活した際に、乗りに行った時の
写真。

撮影年月：2004年2月21日
撮影場所：JR新夕張駅

石勝線の楓駅が無くなる直前に乗りに行ったが、
その時に新夕張駅にあった駅名表の前で撮った
もの。
初めて北海道に行ったのが、無くなった年の1981
年だったので、その時に足を延ばさなかったのが
残念思った。

56、神奈川県横浜市 秋元 康博 さん

57、神奈川県横浜市 秋元 康博 さん



撮影年月：平成5年（1993）8月13日
撮影場所：東急電鉄目黒駅

夏休みには子ども達を連れ出して東急のスタンプ
ラリーに参加するのが恒例の行事でした。
地下鉄との乗り入れ工事が始まっていた目黒駅で
は地上駅時代の記録と思い記念写真を撮りました。
息子の膝の上にあるのがスタンプ帳、娘が手にす
るのはこの時期に発売される一日乗車券です。
スタンプを押すと漫画が完成し記念品がもらえるの
ですが、東急の全駅でスタンプを押すのはハード
ルが高く、9月になって一人で不足のスタンプを押
して廻ったものです。

58、神奈川県横浜市 竹中寿人さん



撮影年月： 2009年6月
撮影場所：東海道本線国府津駅ー二宮駅間にて

寝台特急列車が衰退の一途をたどっていた時期。
無くなる前にもう1度乗車しておこうと思いA寝台を
奮発しました。せっかく乗るのだからと 友人が撮影
してくれるということになり記念の1枚になりました。

59、神奈川県茅ケ崎市 齊藤 順一 さん



社会人2年目のGW、可部線の72系電車が風前の灯
と聞いて広島に行きました。2泊3日の撮影行の最
終日、車両基地である横川派出所を訪問、当然許
可を頂いて見学した時の1枚です。子供の頃、首都
圏で主力だった72系ですが、営業用の車両を見た
のはこの日が最後となりました。この時、現地で知り
合って、この写真を撮ってくれた当時K大学院生だっ
た人とは、今でもメール交換が続いています。

撮影年月：1984(昭和59)年4月30日
撮影場所：広島運転所横川派出所(広島市)

60、京都府京都市 渡辺 俊博さん



撮影時期：2013年8月
撮影場所：高松駅

毎年、お盆休みに家族で徳島の祖父母の家へ
帰省します。帰省先の徳島で、私が「サンライズ
瀬戸を見たい」と両親へダメもとでお願いしてみ
たところ、次の日に車で高松駅に連れて行ってく
れました。サンライズ瀬戸の高松着は朝の7時
半ということで、早朝に徳島を出た覚えがありま
す。日本海側に住んでいては会えないサンライ
ズに初対面し興奮気味の当時11歳の私が、サ
ンライズをバックに母親と映る姿を、父親がカメ
ラに収めた一枚です。

61、新潟県柏崎市 山本 柊 さん



撮影時期：2011年6月19日
撮影場所：くびきのレールパーク （車輛：ホジ3）

くびきのレールパークの第1回公開時に、娘3人と亡
き妻を連れて遊びに行って来たときの写真です。私
が生まれる1年前に自宅裏を走る頸城鉄道の路線
が部分廃止され、翌々年には全線廃止されてしま
いました。昔ここに汽車が走っていたんだよ、という
祖父母や両親の言葉から廃線テツになってしまい、
今ではオールラウンドにソフトテツ生活を送っていま
す。この写真撮影後、新潟日報の記者さんに撮られ
た写真が新聞記事になったことが今では良い思い
出です。

62、新潟県上越市 白鳥 栄一さん



63、埼玉県上尾市 嶋田 千恵さん

撮撮影年月：2020年9月
撮影場所：いすみ鉄道 国吉駅

１歳の娘と初めて一緒にいすみ鉄道にいった日の写
真です。自分の子どもをいすみ鉄道に乗せるという
約10年越しの夢が叶いました。
写真を撮った時は、残念ながら黄色い列車が気に
なったのかこちらを向いてくれませんでした。
次に行く頃にはきっと、手をつないで記念写真が撮
れるでしょう。楽しみです。



撮影年月：2020年11月
撮影場所：えちごトキめき鉄道 糸魚川駅

トキ鉄に１歳の娘を連れて行った時の写真です。窓の
外を興味津々に眺めたり、トンネルに入って窓に写る
自分の顔を見てにらめっこをしたりと楽しんでいたよう
です。
ところが眠くなったのか途中でグズってオロオロ・・・子
どもと一緒だからこその苦労もまた良い経験となりまし
た（笑）体重１キロで生まれた娘も今では９キロ弱です。
約１年半ぶりに会った友人も大きくなったねと喜んでい
ました。
暖かくなったらまた連れて行くので、待っててね！

64、埼玉県上尾市 嶋田 千恵さん


