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１．はじめに 

 

 学校教育におけるモビリティ・マネジメントの実施例

は年々増加している。土木計画のための態度行動変容研

究小委員会学校教育分科会の部会メンバーが関与した実

施した事例は、2005年度は26校、1427名だったのが、20

07年度には46校、4344名に増加している。教育プログラ

ムも、トラベル・フィードバック・プログラムの他、交

通すごろく、フードマイレージ、校庭内広場づくりなど

多様なプログラムが開発されてきた。 

 しかし、その実施事例の多くは、小学校5,6年生の高

学年に集中している。この原因としては、総合的な学習

の時間を活用して行うことが多い、環境を学ぶ単元が第

5学年社会に割り当てられている、のように小学校教育

側の問題と開発されてきた教育プログラムが地球環境も

しくはバリアフリーと公共交通を結びつけたものが多い、

のように授業提供側の問題がある。その一方で、地域と

生活、公共物や公共施設、公共の意識とマナーは第2学

年生活科で学習することになっており、その題材とし

て”公共”交通は格好の対象となることが考えられる。 

 そこで本事例では第2学年生活科でバスを題材とした

教育プログラムを開発し、実践した内容を報告する。本

事例の特徴は、児童にとって身近な絵本「ピン・ポン・

バス」（竹下文子・作、鈴木まもる・絵、偕成社）を使

ってバスの公共的な役割を認識させるように工夫した点

とそれに先だって行われたバスの体験乗車での気づきや

学びと連動させることでより深い学びにつなげようと企

図した点にある。対象とした小学校は、久御山町立東角

小学校2年生（2クラス）である。対象地区の京都府久御

山町（面積：13.86ｋ㎡、人口：16,610人）は、町内に

鉄道が走っておらず、公共交通機関はバスのみに依拠し

ており、平成16年４月１日からは、コミュニティバス

「のってこバス」が運行している。 

 

２．学習プログラムの内容 

 

(1)学習指導要領との関わり 

 生活科は平成元年の学習指導要領の改訂において新設

された科目で従来の社会と理科を一体化した内容で、小

学校第1学年と第2学年で実施されている。教科の目標は、

「具体的な活動や体験を通して，自分と身近な人々，社

会及び自然とのかかわりに関心をもち，自分自身や自分

の生活について考えさせるとともに，その過程において

生活上必要な習慣や技能を身に付けさせ，自立への基礎

を養う。」とある。このなかでも特に「自分と身近な

人々，社会及び自然とのかかわりに関心をもち」の点で

土木計画の対象が深い関わり合いを持つ。すなわち、児

童を取り巻く人々，社会及び自然が自分自身にとっても

つ意味に気付くことからはじまる。この「意味」は単に

自分だけが利するだけではなく、自分以外の他者にとっ

ても同様に利があるようなもので、その利は自分と他者

が共通の規範、公共のマナーを守ることによってはじめ

て実現できることを感覚的に獲得することにある。した

がって、 

・自分たちの生活は地域で生活したり働いたりしている

人々や様々な場所とかかわっていることが分かり，

それらに親しみや愛着をもち，人々と適切に接する

ことや安全に生活することができるようにする。 

・公共物や公共施設を利用し，身の回りにはみんなで使

うものがあることやそれを支えている人々がいるこ

となどが分かり，それらを大切にし，安全に気を付

けて正しく利用することができるようにする。 

という内容につながるものである。内容構成の視点とし

ては、健康で安全な生活、身近な人々との接し方、地域

への愛着、公共の意識とマナー、生産と消費、情報と交

流、身近な自然との触れ合い、時間と季節、遊びの工夫、

成長への喜び、基本的な生活習慣や生活技能の11項目が

あげられている。このうちでは、土木計画の対象と関連
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が深い、身近な人々との接し方、地域への愛着、公共の

意識とマナーの項目は児童の生活圏としての環境に関す

る内容や生活を豊かにしていくための活動に関する内容

で重要な要素を担っている。 

 

(2)学習プログラムの狙い 

 以上のようなことを学ぶ際には通常、公園など児童に

とって身近な施設や役場や図書館などの公共施設を繰り

返し調べたり、訪問したりすることで気づきをまとめる

ことが多い。平成元年の学習指導要領の改訂では、「乗

り物や駅などの公共物の働きやそこで働いている人々の

様子が分かり」と具体的に公共交通が例示されていたが、

地域や児童の実態応じた多様な活動や体験が充実するよ

うにとの配慮に基づいている。以前であれば校外学習時

には鉄道や路線バスを使って行っていたのでその最中を

活用して学習を行うことが可能であったが、安全や経費

の問題から小学校から目的地までバスをチャーターして

移動することが多くなり、指導要領に基づいた学習が行

いにくい状況がうまれた。しかし、バスや鉄道などの公

共交通は、図書館や役所よりも一定の時間、限られた空

間を自分たちも含めて他者と一緒に占有する特徴がわか

りやすく示された公共物であることから、公共の意識や

マナーを学ぶ機会が多く、しかも経験を通して具体的に

体で学ぶことができるという利点を有する。特に最近で

はマイカーが普及して、バスに乗った経験がないため、

運賃の支払い方法やバスのルールを知らない児童も珍し

くはない。したがって、すぐれた教材である公共交通を

教材として活用するためには、安全の確保、ヒアリング

など児童が他者と双方向のコミュニケーションを行える

ような状況の確保を行っていく必要がある。そこで市町

村で運行しているコミュニティバスやバス事業者の路線

バスならば事業者の協力と人的支援が得られれば実現可

能になると考えられる。 

 公共施設にバスの体験乗車を利用して行ったとしても、

お年寄りや荷物を持った人に席を譲る機会はいつもある

とは限らないので、人と人とを結びつけるボンディング

として公共の意識やマナーを学ぶ機会は限定的になるか

もしれない。さらにクルマを持っていない人でも公共施

設にアクセスできる機能を公共交通が持っていたり、公

共的な観点から運行されていたりすることを知る機会も

十分でない。このような機会を提供することも必要とさ

れている。 

 

(3)学習内容と計画 

 以上のことからバスを使った体験乗車と絵本を使った

バスの役割の解説、体験乗車で気づいたこと調べたこと

についての再確認を組み合わせた学習プログラムを作成

した（表－１）。 

最初に町内の公共施設（町役場、消防署、郵便局、

中央公民館、農産物直売所の各所を数回に分けて見学を

行う。その際には久御山町が運営しているコミュニティ

バス（通称、のってこバス）を利用する。続いて、コミ

ュニティバスの車内で乗客や運転手さんにインタビュー

を行った結果や公共施設の利用者や担当者へのヒアリン

グ結果を絵や写真を使いながらまとめる作業を行う。１

組はコミュニティバス、２組は公共施設の担当に分ける。

まとめた内容を学習発表会で披露し、それぞれが気づい

たことや感じことを共有する。以上は小学校が主体的に

行った。そして、「バスはどんな役に立っている？」と

いう単元で、絵本「ピン・ポン・バス」を使った授業と

それからわかったバスの役割と体験学習で児童が気づい

たことや調べてきたことを位置づけを行い、児童の学び

を深める出前授業を行った。 

 

(4)出前授業の学習展開 

 出前授業の学習展開を表－２に示す。使用した教材の

「ピン・ポン・バス」の内容は、駅前の始発のバス停か

ら中山間地にある終点のバス停までのバスがとまる地点

（「ピン・ポン」というチャイムで次に止まるバス停を

知らせる）とバスの車内の光景を順番に描き出している。

始発の駅前には百貨店や銀行など賑やかな商業地を形成

しており、そこからスーパーマーケットや小学校、病院

など生活施設が集積している住宅地を経由する（図－１

左図）。これらの地域は中高層住宅から低層住宅に移り

表－１ 学習計画 
学ぶ過

程 
主な学習活動 

1

～3

時
限

バスの体

験乗車と

公共施設

見学 

久御山町のコミュニティバス（のって

こバス）に乗って公共施設（町役場、

消防署、郵便局、中央公民館、農産物

直売所）の見学 

4

～6

時
限 

調べた

こと気づ

いたこと

を発表し

よう 

・1 組は、バスに体験乗車して気づいた

ことや運転手さんにインタビューし

たことをまとめ、グループごとに１

人ずつ発表。また、児童が作った歌

「のってこバスで GO！」（曲は大

きな栗の木の下で）を全員で歌って

発表。 
・2 組はバスの体験乗車で出かけた下記

の５つの施設について、グループに

分かれ１人１人が気づいたことを発

表。 
7

時
限 

バスはど

んな役に

たってる

のかな？ 

絵本「ピンポンバス」を使ってバスの

役割を知る。 

8

時
限 

私たちの

町とバス

はどんな

関係？ 

児童が気づいたこと調べてきたことを

バスの役割（人と人をつなぐ、場所と

場所をつなぐ）で位置づけし直す。 



かわっている。橋を越えると道路の沿道は農地、遠景は

山が広がっている。沿道施設としてはガソリンスタンド

やお寺を中心とした旧集落が想定されている。なおも進

むと住戸がまばらになるとともに山がちになり、最点の

中山間地を迎える。いわゆる日本の都市から郊外、山間

地に向かう、どこにでもあてはまるような光景を路線バ

スが走っている。バスでつなぐ施設とあわせてバスの車

内で繰り広げられる乗客同士、乗客と運転手さんのコミ

ュニケーションの様子を丁寧に記述している。たとえば、

スーパーマーケットの買い物についてきた子どもと運転

表－２ 学習展開 
（1時限目） 
事前の準備：絵本「ピン・ポン・バス」、絵本中に登場する施設やコミュニケーション場面のパーツ、マジック 

 展開 内容 
1 絵本「ピン・ポン・バ

ス」を知っているかな 
・絵本「ピン・ポン・バス」を読む。絵本を読む際には、画面に注意が向くように特定の人

物をとりあげてもよい（たとえば、「ギターを担いでいるお兄ちゃんはどこでおりるのか

な？」など） 
2 ピン・ポン・バスはどん

な町を走っているかな？ 
・絵本のなかで登場する施設を粘着テープでシール状にしておき、ピン・ポン・バスが走っ

てきた順番に黒板の下部に貼っていく。張っていくときにはピン・ポン・バスの車両も用

意しておき、町の中を走っているような感じを出す。 
・駅前の百貨店や銀行などがあり賑やかなところから出発して、スーパーマーケットや小学

校や病院など生活施設が集まった場所を通っていって、橋を渡った後は周辺に農地や里山

が広がる郊外部を通過し、最後は中山間地の最終バス停留所まで行っている、都会から郊

外、中山間地の風景を認識させておく。 
3 ピン・ポン・バスの車内

ではどんなことが起こっ

たのかな？ 

・絵本の中でバスの車内で起こったエピソードの場面を順番に黒板の上部に張っていく。施

設のときと同じようにバスの車両を用意しておくとよい。 
・バスの車内での人と人とのコミュニケーション事例（運転手さんと小さな子どものアイコ

ンタクト、病院から乗り込んできた高齢者の方に席をゆずるおじさん、ペットの犬とおし

ゃべりをする子どもたち、カーブで広がってしまったジュースを一緒に拾う乗客など）を

順番に確認しておく。 
4 バスはどんな役割がある

だろう？ 
・黒板下部に張ってある町の施設を結びつけている、場所と場所をつなぐ役割がバスにはあ

ることを示す。クルマを持っていない人でも駅や病院に行きたいときにいけるようにバス

はある、みんなのための移動を支えていることを認識させる。 
・黒板上部に張ってある車内の人と人とのコミュニケーションの事例を示す。そうすること

でバスの車内の限られた空間をみんなでゆずり合いながら気持ちよくつかっていくことで

よりよい空間が生まれることを示す。人と人とをつなげる役割がバスにはあることを認識

させる。 
・このように人同士がコミュニケーションを取り合ったり、さまざまな場所に行けるように

することで町が元気になり、それをささえているのがバスであることを示す。 
（2時限目） 
事前の準備：コミュニティバスの車内を拡大したポスター、コミュニティバスの運行ルートを示してある地図、コ

ミュニティバスが巡回している施設パーツ 
 展開 内容 
1 ピン・ポン・バスの町と

私たちの町は同じかな、

違うかな？ 

・ピン・ポン・バスの町にある施設を順番にあげて、コミュニティバスが運行ルート地図上

にどこにあるのか、ないのかをチェックしていく。 
・ピン・ポン・バスの町と自分たちの町が似通っていることに認識させる。 

2 私たちの町ののってこバ

スにはどんな工夫がある

のかな？ 

・のってこバスの車内を拡大したポスターを黒板にはり、どんな工夫があるか順番にあげて

いく。 
・私たち乗客の安全をまもったり、乗りやすく、降りやすいようにさまざまな工夫があるこ

とを認識させる。 
3 のってこバスでどんなこ

とを発見したのか教えて

下さい。 

・のってこバスの体験乗車でどんなことを発見したのか、気づいたのかを順番に教えてもら

う（コミュニティバスにはおじいさんやおばあさんがのっていたことや自動車がないので

病院や買い物に行くのに助かっている、運転手さんが乗客の皆さんが安全に乗り降りでき

るようにミラーで気を配っていることなど）。 
・あがってきた項目を、場所と場所をつなぐ役割と人と人とをつなぐ役割に分けて整理して

いく。 
4 私たちのまちの元気をさ

さえているのはのってこ

バスかもしれないね。 

・ピン・ポン・バスで学習した、バスの場所と場所をつなぐ役割と人と人をつなぐ役割が私

たちの町を走っているコミュニティバスにもあることに気づく。 
・コミュニティバスが町のいろんな人のいろんな移動を支えていていることから、町の元気

を支えている一つであることに気づく。 
5 わかったことや感じたこ

とを書きましょう 
・この時間で分かったことや感じたことをワークシートに記入してもらい、みんなの前で発

表してもらう。 



手さんのアイコンタクトや病院前の停留所からのってき

た風邪を引いたおじいさんに席を譲る中年の乗客（図－

１右図）など日常の公共空間で繰り広げられる何気ない

コミュニケーション行為を取り上げて対応づけている。

このような機会は公共交通を利用していれば、ありうる

風景を描いている点に特徴がある。それゆえに、児童が

この光景をみても容易に想像できるし、今度自分がバス

に乗ったらということについても考えることができる。

このような絵本を読みきかせることになるが、絵本の内

容に惹きつけるように「ギターを担いでいるお兄ちゃん

はどこで降りるかな？」とかのように児童に合わせた

行為も授業の効果を高めるために重要であろう。 

 つづいて絵本のなかに登場する施設をパーツに切り

出しておき、それをバスが走ってきた順に黒板の下部

に張っていく（図－２）。つづいてバス車内でおこっ

たエピソードのパーツも同様に黒板の上部に貼り付け

ていく。この下部は各公共施設がバスによって結びつ

いていることを示し、バスの役割として場所と場所を

つなぐ役割があることが認識することができる。一方

で、上部にあるバスの車内のコミュニケーションを通じ

て、人と人を結びつける役割をバスが担っていることも

同時に認識することができるようになる。 

 ２時限目は１時限目で示された絵本の仮想的な町での

バスの役割を自分たちの町にひきつけて考えることがで

きるようにする。そうするために、絵本の中にあった施

設が自分たちの街のどこにあるのか、そしてそれらがバ

ス路線とどのような関係があるのかをコミュニティバス

の路線図が描かれている地図を用いて確認していく。そ

うすることで絵本の中の町と自分たちの街の対応がつけ

ることが可能になる。最後にこの２時限を通じて分かっ

たことや感じたことをワークシートに記入してもらって

授業を終わる。このなかでは「バスが町を元気にしてい

ることがわかりました。」「バスをもっと使ってみたい

と思います。」など自分の行為にまでつなげることがで

きる感想もみられた。 

 このように第２学年であっても公共の意味を理解でき

る教育プログラムを開発することができたが、それを実

現するためにはバスの体験乗車などのサポートが必要不

可欠であることも最後に申し添えたい。

   
図－１ 「ピン・ポン・バス」の一場面 

（病院と病院前で乗車してきた客とのやりとりの光景）
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図－２ バスの機能を示す図 

写真－１ 車内で気づいたことの発表する児童 


