
交通環境学習
本物の路線バスに乗って「地域の学習」をしませんか？

座学 乗車体験 現地見学

１～６年生の学
年に応じた内容
をご用意してい
ます。

本物の路線バス
で乗車体験。

① 帯広駅バスターミナル
② バス事業所
③ 路線バスで行ける施設

（要相談）

対 象

小 学 生

テーマ：まちたんけんとバスの仕事（３学年）

１時間目（座学）
帯広にある公共交通機関／駅とバスのりばの方角／駅の近くにバス・タクシーのり
ばがある理由／バス会社の仕事 など

２・3時間目
（乗車体験～見学）

＜乗車体験＞本物の路線バスで乗車体験をします。目的地から路線・時間を調べる
方法、乗り方（乗り方のながれ、子供料金の計算、バス乗降時の注意）など

＜見学＞バスターミナルを見学。「バスターミナルおびくる」の施設見学や、鉄道
とバスなどの乗り物、駅のまわりにどんな物があるか、方角や建物の種類などにつ
いて確かめます。

活用例
＜バス事業所見学＞
普段は体験できないバスに乗ったままでの洗
車体験や、バス会社の仕事などを見学します。

この出前講座は「バスとクルマ」から、地球温暖化やエ

ネルギーに興味を持ってもらうことや、バスなどの公共

交通を身近に感じてもらうことを目的に開催しています。

令和2年度は新型コロナに配慮した講座内容となるように

各校の先生方と相談しながら実施し、4校の小学校で

336名が受講しました。

★授業での活用を、ぜひご検討ください！★

「交通環境学習」学年ごとのポイント

講座のながれ

テーマ：のりものとエネルギー（4学年）

１時間目（座学）
昔のくらしと乗り物の変化／乗り物とエネルギーの変化／バスとクルマ（自家用
車）のちがい／ごみからできるエネルギー

２・3時間目
（乗車体験～見学）

＜乗車体験＞本物の路線バスで乗車体験をします。目的地から路線・時間を調べる
方法、乗り方（乗り方のながれ、子供料金の計算、バス乗降時の注意）など

＜見学＞バスの会社を見学。運転手、事務所での仕事など。再生燃料の給油の様子
や、バスに乗っての洗車体験も。

◆ 申込書（別紙）にてお申込みください。

◆ 質問や要望など、お気軽にお問い合わせください。

【お申込み＆お問い合わせ先】
帯広市 都市環境部 都市建築室 都市政策課 担当：屋仲・豊田
☎電話：0155-65-4176（直通）／FAX：0155-23-0159
✉メールアドレス：city_plan@city.obihiro.hokkaido.jp

手順１ 開催したい日時を決定

手順２ 申込書でお申込み

手順３ 講師・バス事業者と日程調整、日時決定

手順４ 小学校で内容の打ち合わせ

手順５ 出前講座「交通環境学習」の開催

FAXまたはメールにてお申込
みください。

担当者が関係者の日程を調整
し、開催日時を決定します。

担当者が小学校を訪問し、打
ち合わせします。

学 年 「お話」テーマ 構 成 講 師

1･2年

ヒロくんバスにのる
「みんなでつかう乗り物」のルールやマナーをお話します。 座学+

「交通すごろく」
帯広市

みんなでつかうのりもの＜生活科など＞
バスってどんなのりもの？バスのひみつをお話します。

バスののりかた
バスに乗る時のルールやマナーを「のりかたごっこ」で体験します。

3年
バスの仕事
まちの様子と、バスにはどんな関係があるのでしょうか。 座学+

「交通すごろく」

（CO2バージョン）

帯広運輸支局

4年
乗り物とエネルギーのお話
身近な乗り物と「燃料」の関係はどのように変わってきたの
でしょうか。

エコERC

5年
交通と環境のおはなし
身近な「交通」と「地球温暖化」の関係をお話します。

帯広運輸支局
エコERC
帯広市

6年
まちのバスの役割
バスはクルマと何が違う？ バスの役割についてお話します。

帯広市

担当講師がスライドやクイズをまじえ、交通と環境、まちと

バスの役割などについて学びます。

１～６年生の学年に応じたテーマをご用意しています。

や なか とよだ

★帯広市ホームページにて「交通環境学習」について詳しく紹介しています。
トップページから検索 または ＱＲコードからアクセスしてご覧ください。

★新型コロナウイルス感染拡大防止のため、実施内容について最大限配慮
させていただきます。申込みや打合せの際など、お気軽にご相談ください。

トップページ
から検索！交通環境学習

ＱＲコード
からアクセス！

座学の様子

乗車体験中

令和３（ 2 0 2 1）年度版

座学の内容

ご利用のながれ



活動のながれ

 座学（スライド）と交通すごろくを通して、

バスの役割・仕事、バスの乗り方を学習し

ました。

3学年「バスの仕事」(＆地図学習)

上）校内学習「バスの仕事」

バスの役割、乗り方、仕事内容について、

スライドと交通すごろくを使って学習。

左）路線バス乗車体験

路線バスで、バスの乗り方をおさらい。

右）現地見学

バスターミナルおびくると帯広市役所を

見学。市役所の展望ホールからは町を眺

め、方角（八方位）も学習しました。

＜1か月前～＞

• 出前講座担当者が

小学校へうかがっ

て打ち合わせ。

• 授業のながれ、準

備等を確認。

• 基本的な講座のな

がれをもとに、社

会科内容を関連づ

けます。

• スライドで「バス

の仕事」を学習。

• 帯広市内を模した

「交通すごろく」

で、帯広市内の交

通機関とCO2量排

出量の違いを学び

ます。

• 実際の路線バス車両を

使った乗車体験です。

• 料金の支払いも体験し

ます。

• 市役所の見学は社会科

「町たんけん」の学習

として実施しました。

• 出前講座の改善

のため、児童用

の事後アンケー

トと、ヒアリン

グにご協力いた

だきました。

実施校：明星小学校（3学年2クラス61名）
実施日：2020年10月5日（月）
時間数：3時限
（座学1時限、移動/校外学習２時限）

教科学習と「交通環境学習」の関連

社会科

• 地図のよみかた
（道路、いろいろな施設）

• 方角（八方位）
• お店で働く人と仕事

算 数

• 時間の見方
（バス時刻表を読む）

• お金の数え方
（子供運賃の計算）

「交通すごろく」は帯広
市中心部を模した盤面で、
乗り物によるCO2排出量
を考えながらゴールをめ
ざします。

打ち合わせ 校内学習
校外学習

（乗車体験・見学）
事後ヒアリング

すごろくのマスには、バスの乗り方やマナー
などに関する指示が書いてあり、楽しみなが
らバスについて知ることができます。

実施例実施例

教科学習と「交通環境学習」の関連

生
活
科

• 学校の周辺にあるもの
• まちにある施設（小学校、保育

園、お店など）
• みんなでつかうもの（駅、バス

ターミナル、図書館、市民ホー
ル、競馬場など）

算
数

• 時計の見方（バスの時刻）
• お金の数え方（バス料金）

学習のながれ

 「ヒロくん」が初めてバスに乗るお話を通し

て、バスに乗るときのルールやマナーを学習

しました。

1学年 紙しばい
「ヒロくんバスにのる」

上）校内学習「紙しばい ヒロくんバスにのる」

バスの乗る時のルールやマナー、乗り方などにつ

いて、紙しばいと交通すごろくを使って学習。

左）路線バス乗車体験

路線バスで、バスの乗り方をおさらい。より実践

的な体験となるよう、実際の路線バスのルートを

走り、本物のバス停で乗り降りしています。

右）現地見学

路線バスを使って行ける施設として、帯広競馬場

を見学しました。

＜1か月前～＞

• 出前講座担当者が

小学校へうかがっ

て打ち合わせ。

• 授業のながれ、準

備等を確認。

• 基本的な講座のな

がれをもとに、生

活科や算数の学習

で学んだ内容を関

連づけます。

• バスののりかたを

疑似的に体験する

学習です。

• バス停に並ぶ、整

理券を取る、降車

ボタンを押すなど、

バスに乗る手順を

体験します。

• 実際の路線バス車両

を使います。

• 料金の支払いも体験

します。

• 帯広駅周辺や市役所

の見学にも対応して

います。生活科「ま

ちたんけん」の学習

として実施できます。

• 出前講座の改善

のため、児童用

の事後アンケー

トと、ヒアリン

グにご協力いた

だきました。

打ち合わせ 校内学習
校外学習

（乗車体験・見学）
事後ヒアリング

実施校：明和小学校（1学年2クラス50名）
実施日：2020年9月25日（金）
時間数：３時限
（座学1.5時限、移動/校外学習1.5時限）

１・２学年では、バスの乗り

方を疑似的に体験する「バス

ののりかたごっこ」や、スラ

イド学習もご用意しています。

安全なバスの
乗り方も
まなびます

バスの中から

屋根のついたバ

ス停や彫刻を見

つけたり…


