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１．交通環境学習に関する寄稿 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

（１）「MM 教育における『交通バリアフリー』」 

                    【埼玉大学教育学部准教授 桐谷 正信】 

 

 MM 教育の実践は着実に増えてきています。交通や環境といった課題は、人間社会に

おいて極めて重要な課題です。しかし、MM 教育は、高齢者や障がいのある人々が豊か

に生きられるための交通／社会の構築といった課題にも有効な教育だといえます。 

 このような課題に取り組んだ実践として、埼玉県吉川市立中曽根小学校６年生を対

象とした実践（浜口梢教諭）があります。自動車を自由に利用できず、移動を公共交

通に頼らざるをえない高齢者や子どもといった「交通弱者」の存在から、地域の公共

交通のあり方を追求した実践です。学区内に新設された JR 武蔵野線の新駅（「吉川美

南駅」）周辺の新たなバス路線を、「子どもからお年寄りの方まで」という「交通弱

者」の視点から捉え、「地域に目を向け、そこに住む住人としてまちのあり方を常に

考え、積極的に地域社会に働きかける態度を育成する」ことを目標とした実践です。

この「子どもからお年寄りの方まで」という「交通弱者」の視点は、誰もが行きたい

所に自由にいけるという「交通バリアフリー」視点です。この「交通バリアフリー」

の視点から、子どもたちが、新しいバス路線を作成したり、バス車両の工夫を考えた

り、道路のあり方を考える学習が展開されました。子どもたちが考えた「交通まちづ

くり」案を、吉川市役所政策室担当者に提案する社会参加型の学習です。 

 このように、さまざまな「社会的ジレンマ」問題を、交通を切り口に解決していこ

うとする MM 教育は、もっと幅広く展開されていくことが期待されています。 

 

 ※本寄稿は、下記ＵＲＬからファイルとしてダウンロードしていただけます。 

   http://www.mm-education.jp/magazine/MMedu_mailmaga6-1.pdf 
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---------------------------------------------------------------------------- 

（２）「札幌らしい交通環境学習の取組について」 

    【札幌市市民まちづくり局総合交通計画部都市交通課都市交通係 岡 顕一】 

 

 札幌市では「札幌らしい特色ある学校教育」として、「北国札幌らしさを学ぶ【雪】」

「未来の札幌を見つめる【環境】」「生涯にわたる学びの基盤【読書】」の３つのテ

ーマを位置付けています。 

 この３つのテーマのうち、特に「環境」、「雪」という観点から公共交通機関の重

要性を学び、自動車や公共交通機関をかしこく使い分けることができる人を育てるこ

とを目指して、「小学校における札幌らしい交通環境学習推進事業」を進めています。 

 本事業は、平成 23 年度から３年間にわたって交通エコロジー・モビリティ財団の支

援を受けて、学識・有識者、教育委員会、小学校関係者などからなる「札幌らしい交

通環境学習検討委員会」を立ち上げ、授業・教材プログラムの検討等を行っています。 

 本事業の目標として、①学習指導要領と連動した学習プログラムの開発、②各学年

におけるＭＭ教育の実施、③教諭が主体となった授業の実施、④市内小学校へのＭＭ

教育の広がり、⑤関係団体等の連携体制の構築を掲げており、これまで様々な取組を

行ってきました。 

 具体的には、教諭が主体となって学習指導要領に基づいて指導案を作成し、これま

で５回研究授業を実施してきました。例えば３年生の社会科では、札幌市の地下鉄沿

線に公共施設が多く配置されていることを見ることで、札幌市の土地利用の状況につ

いて学ぶ授業を行いました。 

 また、ＭＭ教育については現在行政、学校関係者、交通事業者等の関係団体で様々

な取組がされているところですが、こうした関係者間の情報共有や連携のために「札

幌らしい交通環境学習プラットフォーム（http://www.ces-sys.net/MM/）」を構築し、

平成 24 年 10 月に公開しました。 

 今後は教諭が主体となった授業実践をさらに重ねていき、指導案集として取りまと

めるほか、交通環境学習プラットフォームの充実、多くの学校関係者に交通環境学習

について知っていただくためのフォーラムの開催等を通じて、本事業の目標を実現し

ていきたいと考えています。 

 

 ※本寄稿は、下記ＵＲＬからファイルとしてダウンロードしていただけます。 

   http://www.mm-education.jp/magazine/MMedu_mailmaga6-2.pdf 
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２．ニュース／トピック （取組みの実施結果や開催報告 等） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【交通環境学習関連の取組み】 

●屯田小学校6年生を対象に社会科「身近な暮らしと政治」の単元において、札幌市が

赤字のバス路線に税金を投入している意味を考え、市民一人一人の暮らしに租税が

大切な役割を果たしていることを学ぶ授業を実施 （北海道札幌市） 

  http://www.city.sapporo.jp/sogokotsu/riyousokushin/schoolmm.html 

 

●「札幌市の公共交通について考える小学生作文コンクール」の結果を公表し入賞し

た全作文を紹介 （北海道札幌市） 

  http://www.ecochil.net/sapporo_koutuu_sakubun/ 

 

●北秋田市、能代市の小学校13校を対象に「バス＆ウォーク」事業の一環として「エ

コライフゲーム」を活用した出前授業を実施 （秋田県北秋田市、能代市） 

  http://www.oodate.or.jp/shuhoku/bus/html/bus/bw/24/H24bw-keireki.html 

 

●鶴ケ丘小学校5年生68人を対象に公共交通の地域における役割を調べ、個々でできる

ことを考え、自発的な行動ができる人間性を育てることなどを目的に「交通環境学

習」を実施 （石川県内灘町） 

  http://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/press/1210-1212/121126-1.pdf 

  ・実施の様子 http://www.projectuchinada.com/other2541.html 

 

●若宮小学校2年生43人を対象に公共交通（バス）の利用促進事業として、バスの体験

乗車などを通して、公共交通に興味をもってもらい、バスを正しく利用できるよう

にすることを目指した「公共交通教室～バスにのろう～」を実施 （群馬県前橋市） 

  http://www.pref.gunma.jp/houdou/h2200037.html 

 

●松山市内の小学校6校を対象にクイズやDVD、冊子などを用いて地球温暖化のメカニ

ズムや交通面から環境問題について学び、電車やバスの乗車体験を行う出前授業「エ

コ交通まちづくり教室」を開催 （愛媛県松山市） 

  http://www.iyotetsu.co.jp/topics/12/eco_school.html 

 

●白山台小学校3年生160人を対象に「バスはどうして必要か？」などについて学び、

実車体験、中心街「まちなか探検」などを行う「バスの乗り方教室」を開催 （青森

県八戸市） 

  http://ameblo.jp/mobisen/entry-11397951507.html 
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●石川小学校3年生を対象に地元バス会社の協力による「バスの乗り方教室」を開催 

（茨城県水戸市） 

  http://www.magokoro.ed.jp/isikawa-e/viewer/blog.html?id=89 

 

●新通小学校2年生を対象に生活科の授業の一環として「バスの乗り方教室」を開催 

（静岡県静岡市） 

  http://www.shintori-e.shizuoka.ednet.jp/aspsrv/asp_news/news.asp?DATE=20121105&ID=1493 

 

●安北小学校2年生113人を対象に環境学習や公共交通の乗車体験などを通し、地球環

境問題に興味を持ち、乗り方や乗車マナーを学び、公共交通機関に親しみをもって

利用してもらうことを目的に「環境学習・バスの乗り方教室」を開催 （広島県広島

市） 

  http://wwwtb.mlit.go.jp/chugoku/release/121213.pdf 

  ・実施の様子 http://www.yasukita-e.edu.city.hiroshima.jp/122sinrin.htm 

 

●広島大学附属東雲小学校児童を対象に地元バス会社の協力による「バスの乗り方教

室」を開催 （広島県広島市） 

  http://133.41.4.55/shino/introduction/primary/life/p_dtxe5e.html 

 

●小学校4、5年生を対象に「バリアフリー教室・バスの乗り方教室」を開催 （徳島県

徳島市、香川県丸亀市、徳島県藍住町） 

  http://wwwtb.mlit.go.jp/shikoku/newsrelease/2012/2012-1211-1105-4.html 

  ・徳島市立八万南小学校（4年生、89人） 

    http://wwwtb.mlit.go.jp/shikoku/newsrelease/2012/2012-1211-1109.pdf 

    http://www.suito-tokushima.jp/tokcyblog/20121127_4372.html 

  ・丸亀市立城辰小学校（5年生、69人） 

    http://wwwtb.mlit.go.jp/shikoku/newsrelease/2012/2012-1211-1112.pdf 

  ・藍住町立藍住西小学校（4年生、96人） 

    http://wwwtb.mlit.go.jp/shikoku/newsrelease/2012/2012-1211-1114.pdf 

    http://www.tokubus.co.jp/tbc_blog/?p=363 

 

●青山小学校2年生を対象に「バスの乗り方教室」を開催 （大分県別府市） 

  http://www.kamenoibus.com/info_list.php 

 

●柏第三小学校5年生を対象にFCV（燃料電池自動車）、PHV（プラグインハイブリッド

自動車）を活用した出前授業を開催 （千葉県柏市） 

  http://www.chibatoyopet.co.jp/blog/6/all/4497 
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●路線バスの展示、バスクイズラリーなど様々な参加型のイベントを行う「周南こど

もゆめまつりinくまげ」を開催 （山口県周南市） 

  http://www.y-kotsu.jp/topics/each.asp?pid=39 

 

●低公害バスやエコカーの展示、フードマイレージ買い物ゲームなど環境に関する

様々なイベントを行う「とよなか市民環境展2012」を開催 （大阪府豊中市） 

  http://kten.toyonaka-agenda21.jp/ 

   ・開催の様子 http://aozora.or.jp/archives/13499 

 

---------------------------------------------------------------------------- 

【その他】 

●福山市立旭小学校の「旭エコチャレンジ隊の省エネ大作戦！」（省エネナビ（CO2見

える化）や交通環境学習などの取組み）が平成24年度地球温暖化防止活動環境大臣

表彰を受賞 （環境省） 

  http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16021 

  http://www.edu.city.fukuyama.hiroshima.jp/shou-asahi/news/24/ecopanel.pdf 
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３．取組み／イベント情報等 （継続中もしくは今後の取組みやイベントの開催情報等） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【バス乗車体験やキャンペーン等に関する情報】 

●地域公共交通チャレンジ支援事業 （宮崎県） 

 特定日は子ども料金を無料にする等の取組みや、公共交通の普及・啓発にかかわる

イベントや情報提供等を行う市町村、交通事業者、団体に対し支援（補助）を実施 

  http://www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/kenmin/traffic_activation/page00028.html 

 

●通勤定期で家族みんながおトクに！『ファミリーエコ割引』 （静岡県） 

 土・日・祝日、年末年始に遠鉄バス全線・遠鉄電車全線で通勤定期券所持者の家族 4

名まで通勤定期券区間内に限り一乗車大人 100 円・小人 50 円に割引 

  http://entetsubus.weblogs.jp/news/2012/04/familyeco.html 

 

●IＧＲいわて銀河鉄道『中学生往復半額きっぷ』 （岩手県） 

 土・日・祝日、長期休暇期間中の毎日についてＩＧＲ全区間の往復運賃が中学生半

額（小児運賃と同じ） 

  http://www.igr.jp/wp/tickets/jrhs 

 

●エコファミリー制度 （兵庫県神戸市） 

 土・日・祝日、年末年始、夏休みに市営バス、地下鉄等が大人 1人につき同伴の小

学生以下 2人まで無料 

  http://www.city.kobe.lg.jp/information/project/traffic/ecomotion/page02.html 

 

---------------------------------------------------------------------------- 

【イベント、フォーラム、セミナー等の開催案内】 

●地域公共交通シンポジウム「育もう公共交通『バス』で支える明日の暮らし」  

 日時：2013 年 2 月 8 日（金）、9日（土）  

 場所：豊田市福祉センター ホール  

 主催：豊田市  

  http://www.ttri.or.jp/bus_sympo/index.html 

 

●今すぐ eco じゃけん広島「こども環境会議」 

 日時：2013 年 2 月 14 日（木） 13 時～15 時 

 場所：広島県民文化センター 

 主催：広島県、ひろしま地球環境フォーラム 

  http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/eco/h24kodomokaigi.html 
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●第 15 回こどもエコクラブ IN おかやま活動発表会 

 日時：2013 年 2 月 16 日（土） 13 時～16 時 

 場所：岡山県立図書館２階 多目的ホール 

 主催：岡山県、岡山市、社団法人岡山東法人会 

  http://www.pref.okayama.jp/page/detail-37480.html 

 

●交通まちづくりフォーラム－みんなで支える公共交通－「第 10 回バスマップサミッ

ト in 札幌」 

 日時：2013 年 2 月 16 日（土）、17 日（日） 

 場所：札幌エルプラザ 3F ホール 

 主催：交通まちづくりフォーラム実行委員会 

  http://www.yourun.net/forum/index.htm 
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４．その他 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

●第6回EST普及推進フォーラム「中期的な視点で運輸部門の地球温暖化対策を考える」

の開催について（開催日：2013年2月22日） 【EST普及推進委員会、公益財団法人交

通エコロジー・モビリティ財団】 

  http://www.estfukyu.jp/forum6.html 

 

●第4回EST交通環境大賞の結果について 【EST普及推進委員会、公益財団法人交通エ

コロジー・モビリティ財団】 

  http://www.estfukyu.jp/kotsukankyotaisho2012_02.html 

 

●第1回地域バス交通活性化セミナー「地域バス交通活性化に向けて 今後行うべきこ

ととは何か」の開催について（開催日：2013年2月18日） 【公益財団法人交通エコ

ロジー・モビリティ財団】 

  http://www.ecomo.or.jp/environment/bus/1st_seminar.html 

 

●記事募集中！ 

本メールマガジンへの掲載記事を募集中です。交通環境学習（モビリティ・マネジメ

ント教育）に関連する取組みや話題、イベントの案内等を事務局までお寄せください！ 

 →E-mail：mailmagazine@mm-education.jp 

 

 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

発行：交通環境学習メールマガジン事務局 

（公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団） 

 

 バックナンバー（交通環境学習に関する寄稿）の閲覧はこちらから 

  http://www.mm-education.jp/magazine.html 

 配信申込はこちらから 

  http://www.mm-education.jp/mailmagazine_form.html 

 配信停止をご希望の方は下記アドレスまでご連絡ください 

  →E-mail：mailmagazine@mm-education.jp 

 交通環境学習(モビリティマネジメント)教育ポータルサイト ： 

http://www.mm-education.jp/ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 


