資料１

小学校バスの乗り方教室の報告
１ 目的
「三郷市地域公共交通網形成計画（平成 30 年３月）」で掲げた実施事業の１つである「モビリテ
ィ・マネジメント」として、三郷市内小学校を対象に、バスの乗降方法、乗車マナーやルール、交通
安全（死角など）などの体験型学習として、「バスの乗り方教室」を開催し、公共交通の利用啓発や
潜在需要を掘り起こすことを目的とする。

２ 参加対象者・開催日
〇新和小学校・４年生（１５３名、４クラス） 平成３０年１０月１１日（木）
〇幸房小学校・６年生（

５０名、２クラス） 平成３０年１０月１５日（月）

３ 開催内容
※１時限（４５分）に１クラスずつで行う
１）開会（挨拶、出席者紹介）（１０分）
２）バス乗車体験（３０分）
①死角の説明（１０分） ※東武セントラルバスから説明
・カラーコーンと紐を使い、バスの前後、左右の死角を見える化し、バスから降りる際や停車中
の危険について理解を深めてもらう。
②乗降方法、マナー、運賃表、支払方法の説明（１５分） ※東武セントラルバスから説明
・１クラス約４０人を２～４グループに班分けを行い、予め各グループの乗降場所を指定してお
く。
・乗り方等の説明を記載した資料を配布する。
・整理券の取り方を説明し、全員バスに乗り込んでもらう。
・東武バス乗務員から、バスの中でのマナー、運賃表示器の見方、両替機の使い方、支払方法の
説明を行う。
・指定したバス停に到着した想定で各グループが降車する。
③車椅子の乗降方法の説明（５分） ※東武バス乗務員と市役所職員で実演
・ノンステップバスを使用し、高齢者や障害者でも乗降が出来ることを理解してもらう。
３）閉会（質疑、感想）（５分）
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４ 乗り方教室の様子
【新和小学校】
《全景（開催前）》

《死角の説明》

《時刻表の見方の説明》

《バスへの乗車体験》

《乗降方法、マナー、運賃表、支払方法の説明》

《車椅子の乗降方法の説明》
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【幸房小学校】
《全景（開催前）》

《死角の説明》

《時刻表の見方の説明》

《バスへの乗車体験》

《乗降方法、マナー、運賃表、支払方法の説明》

《車椅子の乗降方法の説明》
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５ 乗り方教室アンケート調査結果
○「乗り方教室」での内容については、「よくわかった」と「わかった」と回答した生徒の合計
が９５．６％と高かった。また、「楽しかった」と回答した生徒が９３．１％と高かった。
○これまで三郷市内で路線バスに乗ったことがあるかどうかについては、「乗ったことがある」
が７９．３％、「乗ったことがない」が２０．７％を占めている。
○「乗り方教室」に参加する前よりバスが好きになったかどうかについては、「前よりもっと好
きになった」が７０．９％、「変わらない」が２４．１％を占め、幸房小学校（６年生）で「変
わらない」の割合が４２．０％と高い。
○これからは、今までよりももっとバスに乗ってみたいかどうかについては、「乗ってみたいと
思う」が７９．３％、「今までと変わらない」が１６．７％を占めている。

➡「乗り方教室」を開催したことにより、路線バスに対する愛着や利用啓発の向上に寄与する
などの効果があったものと考えられる

問１：「乗り方教室」での内容は分かりやすかったですか？
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問２：「乗り方教室」は楽しかったですか？
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無回答

問３：これまで三郷市内で路線バスに乗ったことがありますか？
0%

10%

20%

30%

新和小学校(n=153)

40%

50%

60%

77.1

幸房小学校(n=50)

70%

80%

90%
22.9

86.0

合計(n=203)

14.0

79.3

乗ったことがある

20.7

乗ったことがない
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無回答

100%

問４：「乗り方教室」に参加する前よりバスが好きになりましたか？
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無回答

問５：これからは、今までよりももっとバスに乗ってみたいと思いますか？
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100%
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乗ってみたいと思う

90%

16.7
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無回答

3.9

自由記述（乗り方教室、三郷市の公共交通など）
学校名

自由記述（乗り方教室、三郷市の公共交通など）

新和小学校 「バスってすごい！」って思いました！今度は１人で乗りたいです！
新和小学校

私は正直バスに乗ったことは余りありません。けれど説明（内容）を聞いて、今すぐバス
に乗りたくなりました。ありがとうございます。

新和小学校 1.4 トンもバスが重いと知ってびっくりしました。また乗ってみたいです。
新和小学校 １人で何回も乗った事があるけれど、もう少しバスを乗る量を多くしたいです。
新和小学校

１人でも乗ることができるようになりました。もっとバスのことが好きになりました。ま
た今度是非教えてください。

新和小学校 忙しい中、ありがとうございました。
新和小学校 一番どの曜日が忙しいですか。とてもバスの説明が分かりやすくて楽しかった。
新和小学校

今まであまりバスの乗り方を知らず、一人では怖くてお母さんと乗っていましたが、今回
教えてもらって１人で乗れる勇気がつきました。

新和小学校 今まではバスに降りる時の値段が知らなかったけど、勉強してわかって良かったです。
新和小学校

今まではバスの工夫も知らなかったけど、バスの乗り方教室をしたらバスには色々な工夫
がされていると分かりました。

新和小学校 今までよりバスが好きになった。
新和小学校 今までよりバスのことが好きになりました。
新和小学校

今までよりバスのルールがわかりました。バスに乗るときはもっと静かかにする。バスの
前や後ろに立たない。

新和小学校 色々なことを学んでバスが好きになりました。
新和小学校 色々な乗り方のことも少しわかりました。
新和小学校 色々なバスの体験ができて良かったです。
新和小学校 色々な路線バスに色々な工夫があるんだな。と思いました。もっと乗ってみたいです。
新和小学校 三郷市交通防犯フェアに行って、さらにバスや乗り物を観察してしっていきたいです。
新和小学校
新和小学校

運転手の人はあまり下の方は見えないといっていたから、これからは運転手が見える範囲
であるこうと思う。
運転席から見えない所や携帯電話をマナーモードにするなどよく分かり、もっとバスに乗
りたいと思いました。

新和小学校 運転席から見てちっちゃい人が前にいたら見えないから怖いです。
新和小学校 お金は１日いくら位ですか。
新和小学校 金を両替したところがおもしろかった。
新和小学校 体の不自由な人などの人たちを見たら席をゆずってあげたいです。
新和小学校 ぼくは少しか分からない所が多いけど、少し乗り方の気を付けたい。
新和小学校

私は体育の日とかも土～日になるとは知らなかったかったので、今日知って良かったで
す。一番すごいとおもったのは、車いすの人も乗れるようになっていることです。

新和小学校 整理券を絶対にとる。人を乗せているときにガソリン切れになったらどうしますか。
新和小学校

今日たくさん分かったので、他のバスのことを分からない人に教えてあげたいと思いまし
た。

新和小学校 今日の授業でバスに関心をもち、とてもわかりました。今度は１人で乗って見たいです。
新和小学校
新和小学校

今日の話を聞いてバスがとても好きになりました。これからもバスをたくさん乗っていき
たいです。
今日は新和小に来ていただきありがとうございました。今度はバスに１人でチャレンジし
てみたいと思います。レッツトライ！
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学校名

自由記述（乗り方教室、三郷市の公共交通など）

新和小学校 今日はバスから子どもは見えなくて危険と分かりました。
新和小学校 今日はバスの乗り方が分かって良かったです。
新和小学校

今日わたしは誕生日が今日で運転席へ乗せてもらって、それくらいしかいが見えないとは
びっくりしました。

新和小学校 車イスの人がいるとどうやってわかる？
新和小学校 車いすやベビーカーに乗ってる人はどうするかわかった。
新和小学校 けっこう説明とかがわかりやすかったです。
新和小学校 子どもが楽しくなる列車がのってみたいです。
新和小学校 これから今学んだことを活かしてバスでのマナーを守りたいです。
新和小学校 これからもたくさんの学校に乗り方を教えてあげてください！！
新和小学校 これからもたくさんバスに乗ろうと思いました。
新和小学校 これまで知らなかった死角や、車イスの入れかたなどがよく分かりました。
新和小学校 今度一人でバスに乗りたいです。
新和小学校 今度また新和小に来て、来年の四年生に教えてあげてください。
新和小学校 今度もよろしくおねがいします。
新和小学校 こんなに色々な工夫とかがされていてびっくりしました。
新和小学校 最初はバスについて余り興味がなかったけど、今度乗ってみたいなと思いました。
新和小学校 死角には絶対に入らないようにしようと思いました。
新和小学校 死角は死ぬ危険ということを思いました。
新和小学校 実際にバスに乗ってみて、楽しかったし、とても勉強になった。
新和小学校

もし道を間違えたらどうしますか。バスのことがよく分かりました。車いすの人も乗れる
なんてすごい工夫ですね。お忙しい中、わざわざ来てくださりありがとうございます。

新和小学校 夜、運転する時は、眠くならないんですか？
新和小学校 運転手になるのは大変ですか？
新和小学校 自分でもバスのことを調べてみたくなりました。もっとバスを乗りたいです。
新和小学校

知らなかったことを知れて、とても勉強になりました。とても分かりやすい説明で、これ
からバスにたくさん乗りたいと思います。

新和小学校 すごくわかりやすかったです。
新和小学校

整理券をくれてありがとうございました。一生の宝物にします。ありがとうございまし
た。
席をお年寄りの人やおなかの中に赤ちゃんがいる人などにゆずる。バスの前には立たな

新和小学校 い。なぜなら死角といって見える場所と見えない場所があってバスの前は見えない場所だ
から。
新和小学校

説明が結構分かりやすかったから、また１人で乗りたいです。これからもよろしくおねが
いします。

新和小学校 説明がわかりやすかった。
新和小学校 楽しかった。わかりやすかった。
新和小学校 楽しかったです。
新和小学校 違う場所に降りてしまうかもしれないけど、乗り方がのっている紙で乗りたいです。
新和小学校
新和小学校

電車でもよくある、手すりの名前を吊り革ということを始めて知りました。楽しかったで
す。ありがとうございました。みさとバスガイドブックもありがとうございました。
電車に乗る時はすいているといい。バスに乗るときもすいてるといい。ぼくは路線バスが
好きになりました。
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学校名

自由記述（乗り方教室、三郷市の公共交通など）

新和小学校 電車の乗り方教室も、できればやってほしいです。
新和小学校 電車乗り方教室があったらいいなと思いました。
新和小学校 問４のように前よりも大すきになりました。
新和小学校 とくにない。
新和小学校 とってもわかりやすくて楽しくなって、もっとバスに乗りたいと思いました。
新和小学校

とても楽しかったです。バスの乗り方がよく分かりました。もっと、他の障がい者のため
の工夫があれば知りたいです。

新和小学校 とても楽しかったので、今度は家族と乗りたいです。
新和小学校

何故乗るところが広いのかと思いましたけれど、車いすが入れるようにするためだったと
わかって、有効だったのかと思いました。

新和小学校 乗り方教室なんかあるんだなーと思いました。
新和小学校 乗り方教室を教えてくれてありがとうございました。バスがもっと好きになりました。
新和小学校

乗り方の教室でバスの運転席に乗りたかったけれど、とても楽しかったです！とてもため
になりました！ありがとうございました。

新和小学校 はじめはバスの乗り方がわからなかったけど、話を聞いてわかりました。
新和小学校 バス（運転席）はいろいろなボタンがありました。楽しかったです。
新和小学校 バスが１トンでびっくりした。
新和小学校

バスがわからなかったけど、皆さんのお陰でバス１人旅とか皆と行ってみたりもしたいで
す。

新和小学校 バスでのお金の払い方は気をつけたい。
新和小学校 バスについて、バスに乗る体験ができたから楽しかった。
新和小学校
新和小学校
新和小学校

バスに乗ってすぐ、整理券をもらうことが分かった。もし知らないままバスに１人で乗っ
ていたら、とっていなかったと思う。だから、教えてもらってよかった。
バスに乗ってでかけたことは何回もありますが、車いすようのスロープがあったことはし
りませんでした。
バスに乗ってみて、乗ったことはあったけど、バスに車いすの人ようのスロープがあった
なんて知りませんでした。

新和小学校 バスに乗るＩＣカードはどこで買えますか？乗るために必要なことはなんですか？
新和小学校 バスに乗れてうれしかった。
新和小学校 バスに乗れるようにがんばりたいです。
新和小学校 バスには色々な交通マナーがいっぱいあるから、守もらなきゃいけないと思いました。
新和小学校 バスには色々な乗り方があるんだなと思いました。とても分かりやすかったです。
新和小学校 バスの運転と車の運転はいっしょですか？
新和小学校 バスの工夫がたくさんあり、びっくりしました。
新和小学校 バスのことがたくさんわかったので、もっと乗ってみたいです。
新和小学校 バスの乗って楽しかったです。次いっぱい乗りたいです。
新和小学校 バスの乗り方が色々な方法であるということがすごいと思いました。
新和小学校 バスの乗り方がわかって、一人でも乗ってみたいと思いました。
新和小学校 バスの乗り方とか技術がよくわかりました。
新和小学校 バスの乗り方の授業、とても楽しかったです。バスが前より好きになりました。
新和小学校

バスの乗り方はあまり気にしてなかったけど、今回の学習で気をつけなければいけないこ
とがわかりました。

新和小学校 バスの乗り方を教えて下さりありがとうございました。
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学校名

自由記述（乗り方教室、三郷市の公共交通など）

新和小学校 バスのマナーをしっかりまもりたいです。
新和小学校 バスのマナーを守って乗りたいです。
新和小学校 バスは１日に何台ぐらい出すんですか。
新和小学校

バスは７０人ほどのたくさんの人が乗れることと、車いすにのっている人のためにも坂に
なっていてすごいなと思いました。

新和小学校 バスは遊びに行く時しか使わないけど、他にも使ってみたくなりました。
新和小学校 バスはいろんな工夫がされていてびっくりしました。（今まできにしていなかった。）
新和小学校 バスは車いすでも乗れるのはすごいと思いました。今度家族とバスを乗りたいです。
新和小学校

バスはマンションと同じ値段ということや、重さが 1.4 トンだという事を初めて知りま
した。

新和小学校 一人でどこかに行ってはいけないといわれているので親と乗ってみたいです。
新和小学校 一人でバスにのれるようがんばります。
新和小学校 僕たちのために教えてくれてありがとうございました。今度一人で乗ってみたいです。
新和小学校 僕はバスに乗ってこういうことが起きるんだなと思って気をつけようと思いました。
新和小学校 僕はバスに乗る機会がないので少し乗ってみたいです。
新和小学校

僕はバスの乗り方教室はとても楽しかったです。けれど全員運転席に座れるようにしてほ
しいです。

新和小学校 僕はバスを余り乗らないけど、教えてもらってからちょっとでもバスを使いたいです。
新和小学校 僕は路線バスが前よりももっと好きになりました。
新和小学校

前までバスに乗るのは難しいし、迷子になりそうだから好きではなかったけど、勉強した
ら楽しくなってもっと乗りたくなりました。今度乗ってみたいです。（１人で）

新和小学校 前までバスは前の戸から乗っていたけど、後ろの戸から乗ることが分かった。
新和小学校 またやりたいです。
新和小学校

「まめバス」以外のバスに乗ったことがないので楽しかったです。ありがとうございま
す。
三郷市交通防犯フェアにいったことがあるので、すごく分かりやすかったです。来年も行

新和小学校 きたいです。楽しかったです。バスにもう一度乗りたいです。１０月１１日ありがとうご
ざいました。
新和小学校 三郷市内では路線バスにはのった事がないので路線バスチャレンジをしてみたいです。
新和小学校 三郷だけでバスが三つもあってびっくりしました。
新和小学校 もっと知りたい！もっとバスを使おうと思った！
新和小学校 もっとバスに乗りたくなった。
新和小学校 もっと三郷市の公共交通について、詳しく知っておこうと思いました。
新和小学校
新和小学校

もともとはバスの乗り方が分からなかったけれど、バスの乗り方教室で教えてくれたので
わかりました。
よく分かりました。これからは楽しく安全にバスをのろうと思いました。本当に教えてい
ただきありがとうございました。

新和小学校 路線バスが前よりどうゆう仕組みかよくわかりました。
新和小学校 路線バスは昔乗る人が少なくて今の方が多いと思いました。とても勉強になりました。
新和小学校 わかりやすい説明でバスの中でのマナーやルールなど理解しました。
新和小学校 私は、今までよりバスについてのことがよくわかりました。
新和小学校

私は、バスに１人で乗ったことがないけど、乗れるようにしたいです。時刻表をよく見て
乗れるようにしたいです。
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学校名
新和小学校

自由記述（乗り方教室、三郷市の公共交通など）
私は余りバスに乗らないので、バスのことが余り分からなかったけど、今日の勉強でバス
のことがすごくよく分かりました。

新和小学校 私はお母さんとしか、乗ったことがなかったけど、一人で乗ってみようと思いました。
新和小学校

私は車いすがどうやってのるのかは知っていたけど、ベビーカーはどうやってのるのかわ
からなくて、すごいと思いました。

新和小学校 私は年に２～３回しか乗ってないけど、バスは大好きです。
新和小学校

私はバスの乗り方教室で乗り方を教えてくれてバスが前より、好きになりました。一人で
今度乗ってみようと思います。
私は一人で乗ったことがないので、機会があれば乗りたいです。バスの運転手さんはとて

新和小学校 も広い場所をまわっていくバスがあるってすごいことなんだなと思いました。三郷市交通
防犯フェアにも行きたいです。
１人にバスに乗るのことがあまりなかったので、今日色々なことを学べてよかったです。
幸房小学校 「死角」の話で怖いなと思いました。そしてバスにもそのための工夫をしていると知りま
した。
幸房小学校

いつもは見られない車イスの乗る板とかがみられてよかったです。これからもバスを使っ
てみたいです。ありがとうございました。
いろいろ知らなかった、マナーや読み方、乗り方などたくさん知ることができました。こ

幸房小学校 れからこの学んだことを生かして、しっかりマナーのいいのり方でバスに乗るようにした
いです。
幸房小学校
幸房小学校
幸房小学校
幸房小学校
幸房小学校
幸房小学校
幸房小学校

お母さんから教えてもらったこともありましたが、そのときは自信をもてませんでした。
けれど今日教えてもらってとても自信がつきました。
お金や時刻などを１人でできそうになかったけど、今日聞いてみて、やり方は簡単だと思
ったし、はじめて知ったことが多くありました。とても楽しかったです。
今日の授業では、わかりやすく説明してくれて実際にバスに乗らせていただいたことや、
みせてくれる所もたくさんありました。ありがとうございます。
今日乗り方教室でバスでのマナーを知ることができました。整理券はとったほうがいいと
分かりました。
こっちから運転手が見えていても、運転手から見えない死角があるとしりました。たまに
整理券をとり忘れてしまいます。だから今度乗るときは気をつけたいと思いました。
このバスの乗り方教室はすごく分かりやすいし楽しかったので、三郷市内で路線バスに乗
ってみたいなと思いました。
この勉強で車いすの人だけが乗れる台とかがある場所がよく分かりました。そして、もっ
とバスに乗ってみたいと思いました。
これからバスを利用することが多くなっていくと思うので、マナーを守って気持ち良く利

幸房小学校 用したいです。また、乗車経験はあるけれど、まだ知らない知識があったので、今のうち
に知っておいて良かったです。とても貴重な体験でした。ありがとうございます。
幸房小学校 これからはもっとバスに乗ってならったことを生かしてバスに乗りたいです。
幸房小学校
幸房小学校

自分は何度も乗った事があり、今日きたバスは、今は亡くなっているひいじいちゃんが若
いころ仕事をしていたので、そのバスで来てくれてうれしかったです。
スマホをマナーモードにしてから乗るようにしたいと思いました。車イスでも乗れるよう
になっているのにおどろきました。

幸房小学校 とても楽しかったです。
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学校名
幸房小学校

自由記述（乗り方教室、三郷市の公共交通など）
とても分かりやすくてバスの乗り方や色々な情報を知ることができてとてもよかったと
思います。今日はとてもいい体験になったと思います。
乗り方教室では、みなさんしっかりと説明してくれてとても分かりやすかったです。車い

幸房小学校 すはたたまなくても乗れるというのをしっかりと見せて説明してくれたので、とーても分
かりやすかったです。ありがとうございました。
幸房小学校
幸房小学校
幸房小学校

乗り方をおぼえていれば、いつ乗っても困らないのでもっと学びたくなりました。
「死角」
と言う言葉も知れたので良かったです。
バスに車椅子も乗るということがわかったのでおばあちゃんたちとも出かけられるなと
思いました。
バスには死角で見えないところもあって大変だと思いました。車イスものれるようにでき
るというのがあっていいと思いました。

幸房小学校 バスには障がいをもった方々への工夫がいくつもあるのだと学ぶことが出来た。
幸房小学校

バスの運転手さんなどの人がとてもよくわかりやすく説明してくれて、これからはバスを
もっと乗ってみたいと思う。
バスの死角や乗車体験、車いすのスロープなど、様々な体験をさせていただいて、とても

幸房小学校 楽しかったです。ただ話をきくだけよりも、実際にやってみるという方がわかりやすい
し、とってもためになると思いました。
幸房小学校

バスのマナーや車いすなどのことで色々知らなかったことが分かって良かったです。今日
習う前までは１人でバスを乗るのが怖かったけど安心して乗れそうです。

幸房小学校 僕は今日乗ったバス以外にも、別の種類の乗り方を学んでみたいと思いました。
幸房小学校
幸房小学校
幸房小学校

三郷市バスの乗り方教室でバスのことを分かりやすく説明してくれて、ありがとうござい
ました。「優先席がある」、「整理券」など色々なことが分かりました。
路線バスには乗ったことがあるけど、乗り方までは詳しく知らなかったからよく分かっ
た。
私は乗る時はいつも親がやっていたので、これからはもし乗る機会があればやり方をしっ
ているから、自分でやって１人でもバスに乗れるようにしたいと思った。
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（参考）広報みさと平成３０年１１月号
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