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「自転車の安全な乗り方について」
　近年、交通事故の件数や死傷者数は減少傾向にあるものの、自転車の事故割合は依然として高くなっ
ています。
　各設置者・学校でも交通安全教育については日頃から御尽力しておられると思いますが、新年度を迎
えるに当たり、改めて自転車の安全な乗り方等の交通安全教育について意識を高めていただければと思
います。

統計から見る自転車事故

　平成20年における交通事故の死傷者数は約95万人、うち自転車乗車中の死傷者は16万人と、およ
そ２割を占めています。
　では、その事故の内容を見てみたいと思います。

○自転車関連事故の相手当事者別交通事故件数の推移（各年12月末）

年
相手当事者別 18年 19年 20年 増減数 増減率

自　

転　

車　

関　

連　

事　

故

自　動　車 144,503 141,345 134,300 －7,045 －5.0
うち死亡事故 734 665 637 －28 －4.2

二　輪　車 11,339 11,642 10,639 －1,003 －8.6
うち死亡事故 21 24 19 －5 －20.8

歩　行　者 2,767 2,856 2,942 86 3.0
うち死亡事故 6 8 4 －4 －50.0

自転車相互 4,020 4,159 4,322 163 3.9
うち死亡事故 0 3 3 0 0.0

自転車単独 5,651 5,397 4,939 －458 －8.5
うち死亡事故 42 40 45 5 12.5

そ　の　他 5,982 5,619 5,383 －236 －4.2
うち死亡事故 11 7 13 6 85.7

合　　　計 174,262 171,018 162,525 －8,493 －5.0
うち死亡事故 814 747 721 －26 －3.5

注　増減数（率）は、平成19年と比較した値である。 参考：2009年３月24日警察庁公表

○自転車乗用中の状態別死傷者数の推移（各年12月末）

年
状態 18年 19年 20年 増減数 増減率

死 者 812 745 717 －28 －3.8

重 傷 者 12,608 12,709 12,366 －343 －2.7

軽 傷 者 162,033 158,469 149,884 －8,585 －5.4

死 傷 者 175,453 171,923 162,967 －8,956 －5.2

致 死 率 0.46 0.43 0.44 － －

注　増減数（率）は、平成19年と比較した値である。 参考：2009年３月24日警察庁公表

○交通事故の発生状況（平成20年中）

2009年３月24日警察庁公表

発 生 件 数 76万6,147件
死亡事故 5,025件
重傷事故 ５万4,325件
軽傷事故 70万6,797件

死 傷 者 数 95万  659人
死 者 数 5,155人
負傷者数 94万5,504人
重傷者 ５万6,803人
軽傷者 88万8,701人
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　自転車事故の相手は、自動車・二輪車が圧倒的に多くなっておりますが、年々減少傾向にあります。
　一方、自転車同士や歩行者との事故が増加傾向にあることがわかります。
　さて、皆さんも日常の自転車利用の様子を思い出してみてください。
　フラフラと歩行者の間をぬうように走ってゆく自転車や、「どけ！」といわんばかりにベルを鳴らし
ながら道の真ん中を走る自転車、携帯をいじりながら走っている自転車。
　このような状況が自転車同士・歩行者との事故を増加させている原因とも考えられます。
　また、最近は、健康管理や地球環境のためといった理由で、自転車の利用が増加してきている現在、
ますます、学校において自転車に関する安全指導の重要性が高まり、その充実が望まれるのではないか
と思います。

　ここで、自転車事故の具体的な傾向についてみてみましょう。事故統計情報については、警察庁と国
土交通省が作成した「交通安全マップ」から、「事故形態」「事故発生場所」「事故発生時間帯」をピッ
クアップしました。

　小学生は、14時～17時台に信号がない交差点での出会い頭の事故が多く、中・高生は、６時～９時
台に信号がない交差点での出会い頭の事故が多いことがわかります。
　また、以外にカーブよりも直線路での事故が多いことがわかります。
　その他、表にはありませんが安全運転義務違反（交通違反）による事故も多くなっております。

　次に、事故事例と分析について御紹介したいと思います。

○自転車事故の多い時間帯はどこかな？（時間帯別・死傷者数）

０―６歳 ７―12歳 13―18歳 19―24歳 25―49歳 50―64歳 65―74歳 75歳以上
02―05時台 5 23 136 303 717 466 257 92
06―09時台 710 1,220 13,634 4,366 13,424 6,625 4,044 2,499
10―13時台 863 2,502 4,442 3,041 8,849 7,386 6,926 4,573
14―17時台 1,639 10,016 9,392 3,611 9,776 7,329 5,838 3,315
18―21時台 376 1,879 6,975 3,418 8,369 4,388 2,135 761
22―01時台 11 26 742 1,142 2,456 872 297 57

参考：警察庁　平成19年全国データ

○自転車の事故が多いのはどこの場所かな？（道路形状別・死傷者数）

０―６歳 ７―12歳 13―18歳 19―24歳 25―49歳 50―64歳 65―74歳 75歳以上
交差点・信号有 565 1,922 6,665 3,814 9,639 5,843 3,670 1,890
交差点・信号無 1,878 9,173 18,538 7,604 19,975 12,068 8,747 4,975
交差点付近 179 788 1,640 665 2,243 1,410 1,091 717
直線路等 849 3,251 7,413 3,445 10,620 6,908 5,284 3,283
カーブ 59 343 719 177 473 345 260 178
その他 74 189 346 176 641 492 445 254

参考：警察庁　平成19年全国データ

○自転車の事故はどんな形態が多いのかな？（事故類型別・死傷者数）

０―６歳 ７―12歳 13―18歳 19―24歳 25―49歳 50―64歳 65―74歳 75歳以上
人 対 車 両 9 15 30 18 108 67 44 16

車両
相互

正面衝突 80 494 1,086 361 971 536 359 174
出会い頭 2,191 10,466 21,042 8,586 21,943 13,387 9,644 5,605
そ の 他 1,239 4,250 12,576 6,699 19,499 11,989 8,354 4,614

車両
単独

転 倒 47 271 353 118 695 808 798 693
そ の 他 38 168 230 98 374 279 296 193

参考：警察庁　平成19年全国データ
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事故事例（事故は何故起こったか！？）

１　小学生の自転車事故

２　中学生の信号無視による自転車事故

事
故
の
概
要

　夕方遅く、小学校４年生のＡ君は、自転車に乗って学習塾へ向かう途中だった。
　Ａ君は交差点の手前で停止して左右を確認し、車は来ないと思って交差点を通過しよう
とした。
　ところが、その時Ｂさんが運転する普通乗用車が交差点に接近していた。
　ＢさんはＡ君に気づいて急ブレーキをかけたが間に合わず、乗用車と自転車は衝突した。

事
故
の
原
因

　左右の交通に対するＡ君の安全確認が不十分であったと考えられる。
　事故が発生した交差点は、ブロック塀に囲まれていて見通しが悪く、時刻は夕暮れであっ
て交差点に接近して来る車が見にくい状況であったと考えられる。このような悪い条件の
時には、より慎重に安全確認を行う必要がある。
　一方、Ｂさんは、ひとつ先の信号機が青だったため、信号が青であるうちに急いで通過
しようとして、この交差点の手前でやや速度を上げたらしい。この時、事故が発生した交
差点に対するＢさんの注意はおろそかになっていたと考えられる。

こ
の
事
故
か
ら

学
ぶ
こ
と

　小学生の交通事故では、低学年では歩行者事故が多く、高学年では自転車事故が多い。
　いずれの事故も学校が終わった時間から夕方にかけて多く発生している。学校が終わっ
てから外出する場合には交通事故に十分注意したい。
　Ａ君もＢさんも、事故が起こった交差点はよく通行する道路であったが、慣れている道
路だからといって油断してはならない。

事
故
の
概
要

　平日の夕方、中学生のＡ君は、自転車で家に帰る途中であった。後ろには、友達のＢ君
が乗っており、２人乗りで市街地を走行していた。
　Ａ君たちは、片側２車線の道路と３車線の道路が交差する大きな交差点に接近した。信
号は赤だったが、Ａ君は横断できると判断し、横断を開始した。ちょうどそのとき、Ｃさ
んが運転するワゴン車が、Ａ君の左方向から接近してきた。Ｃさんは、前方を横断するＡ
君たちの自転車に気がついて、急ブレーキをかけたが、間に合わなかった。
　２台は衝突し、Ａ君は死亡、後ろに乗っていたＢ君は重傷を負った。

事
故
の
原
因

　Ａ君が、赤信号にもかかわらず、交差点を横断しようとしたことが事故の原因である。
　現場の交差点は交通量がやや多く、信号無視の行為は無謀と言わざるをえない。事故の
とき、この交差点の中央付近には、大型トラックが右折待ちのために停車していた。
　大型トラックが、ちょうど、Ａ君とＣさんを結ぶ線上に位置していたため、Ａ君とＣさ
んは、衝突直前まで、互いに相手を発見することができなかったと考えられる。

こ
の
事
故
か
ら

学
ぶ
こ
と

　気軽に利用でき、遠出を可能にする自転車は、中学生にとって便利な乗り物である。
　自転車に乗り慣れているせいか、中には、危険な乗り方をする中学生が少なくない。
　自転車は、構造上、衝突したときに乗員の安全を守る性能をほとんど持っておらず、自
動車と自転車が衝突すると、自動車の乗員は全くの無傷でも、自転車の乗員は、被害が大
きくなる。
　自分や友人が交通事故にあわないように、安全な乗り方を心がけることである。
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３　自転車乗用中の高校生が歩行者を死亡させた事故

４　自転車の一時停止と安全確認

事
故
の
概
要

　日没直後で、まだ明るい時間、高校生のＡ君は、友人を後ろに乗せて片側２車線以上あ
る幅員の広い道路を走っていた。
　交差点を通過したとき、前方に横断中のＢさん（71歳）を発見したが、自分が先に通過
できるか、あるいは、Ｂさんが止まって自分を先に通してくれると思い、そのまま進行し
たところ、Ｂさんと衝突した。Ｂさんは、転倒し死亡した。

事
故
の原因

　Ａ君が、Ｂさんを発見したときに、速度を落とすなどの措置をとらなかったことが事故
の原因である。

こ
の
事
故
か
ら
学
ぶ
こ
と

　自転車の場合、自動車や二輪車と衝突して自転車の乗員が怪我や死亡する事故が圧倒的に多い。
　しかし、この事例のように自転車が歩行者と衝突し、歩行者を負傷・死亡させてしまう
事故も発生している。
　事故の内容から、中学生あるいは高校生の運転する自転車が、高齢者の歩行者と衝突し、
高齢者が死亡する事故が大部分を占めている。
　中学生や高校生の中には、危険な自転車の乗り方をする者が少なくないが、危険な乗り
方をしていると、車に衝突して自分自身が痛い目に遭うだけではなく、ときには人を傷つ
けることもある。
　相手を死亡させた場合は、当然、賠償責任が課せられることになる。
　危険な自転車の乗り方をしていると、死亡事故の加害者になりうることを十分に認識させたい。

事
故
の
概
要

　平日の午後、Ａさんは配達のため小型トラックを運転して裏通りを走っていた。
　配達時間に遅れそうだったため、制限速度を超える速度で走行していた。
　Ａさんは、前方に信号機のない交差点を認めたが、交差する道路は狭い道路であり、Ａ
さんが進行している道路のほうには一時停止の規制はなかったので、Ａさんは速度を落と
さず交差点を通過しようとした。
　Ａさんが交差点に進入したとき、左側からＢさんの乗った自転車が交差点に進入してきた。
　Ａさんは急ブレーキを踏んだが間に合わず、２台は衝突した。この事故によりＢさんは
頭を強く打って死亡した。

事
故
の
原
因

　交差点には横断歩道があり、横断歩道が近いことを知らせる路面標示もあった。
　また、交差点手前には駐車車両があって、Ａさんからは交差点左側がよく見えなかった
と考えられる。
　歩行者や自転車に対処できるように、いつでも停止できる速度で交差点に接近するべき
であったにもかかわらず、速度を出したまま交差点を通過しようとしたＡさんの判断が、
事故の原因になったと言える。
　一方、一時停止の標識と標示があったにもかかわらず、一時停止をせずに交差点に進入
したＢさんの行動も事故の原因であると言える。

こ
の
事
故
か
ら

学
ぶ
こ
と

　自転車は、自動車と衝突したときの被害が大きくなりやすく、低い速度の事故でも死亡
事故になることがある。
　自転車事故の事例を見ていると、自転車の信号無視や一時不停止、後方の安全確認をし
ないままの斜め横断により発生した事故が多い。道路を横断するときの一時停止と安全確
認は、自転車に乗る人が常に守るべきルールである。
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５　自転車の右側通行による事故

　今回、機関誌を作成するにあたり、財団法人交通安全教育普及協会（以下、協会）の協力を得ており
ます。
　事例等については、協会のホームページ「交通安全ライブラリー」から抜粋させていただきました。
 （http://itjk.kotsu-anzen.jp/sim/）

自転車の安全な乗り方と交通安全指導について

　今回、協会の機関誌をもとに、「点検」「五則」「危険予測」の三要素とその指導のタイミング・具体
例について紹介したいと思います。

　まず、小学校低学年から中学年は基本的な知
識を積み上げる指導がメインになってきます。
　自転車は、乗る前に「必ず点検」することが
基本です。
　点検せずに乗ってしまいがちですが、普段使
うものほど整備不良になりやすく、特にハンド
ル・ブレーキ等の整備不良による事故が多く
なっています。
　また、点検・整備を行うことにより物を大切
にする心を養うことにも繋がります。
　基本を覚えてもらうため、特に小学校低学年
の子どもたちには右表のような語呂合わせで覚
えていただくのも良いかと思います。
　点検指導の後は、「正しい乗り方」と「交通ルー

事
故
の
概
要

　平日の夕方、Ａ君は、自転車に乗って帰宅する途中であった。
　Ａ君は、片側が２車線ある道路の右側を通行していた。前方から、二輪車が接近してく
るのが見えたが、二輪車が自分を避けてくれると考え、Ａ君は、そのまま直進した。
　ところが、二輪車を運転していたＢさんは、脇見をしていてＡ君の自転車に気づいてい
なかった。
　２台は、互いに避けることをせずに接近し、そのまま、正面衝突してしまった。

事
故
の
原
因

　Ａ君が、道路の右側を通行していたことが事故の原因である。
　右側を通行していたのは、Ａ君が帰宅を急いでいて、家に帰るには、右側を通行したほ
うが近道だったからだと考えられる。
　この道路の両側には、自転車通行可の歩道が設置されていたから、歩道を通行すること
もできたはずである。
　一方、運転中に脇見をしていた、Ｂさんの状況判断にも、大きな問題があったと言える。

こ
の
事
故
か
ら

学
ぶ
こ
と

　片側が２車線あるような、交通量も多く、幅員の広い道路では、右側通行の自転車が、
自車に対向して走ってくることを、常に予測している運転者は少ないと考えられる。
　危険を予測していないと、発見が遅れがちとなり、発見しても急に対応できないことになる。
　事故になった場合、より大きな傷害を受けるのは自転車のほうである。
　ルールを守るということは、相手に発見してもらい、回避してもらう、という点でも大
きな意味がある。

レーキは、ききますか？ブ
イヤには空気が入っていますか？タ

は鳴りますか？ベル

ドルが高くないですか？サ
イトは、つきますか？ラ
ンドルがグラグラしてませんか？ハ
ェーンは、ゆるんでないですか？チ
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ル」の指導となります。
　統計や事例でもわかるとおり、この部分が不十分
なために起こっている事故が非常に多発しておりま
す。
　自転車には最低限守るべき基本的なルールとして
「自転車安全利用五則」（右表）というものがあり、
これを覚えてもらうことが交通安全の第一歩です。
　「子供にヘルメットをかぶらせないといけない
の？」と思われる方もいるのではないかと思います
が、平成20年６月１日の道路交通法改正により、
13歳以下の子供が自転車に乗る時や幼児用座席に
幼児を乗せる時には、ヘルメット着用の努力義務が保護者に課せられることとなりました。
　努力義務なので強制力はありませんが、子供の安全を考えるなら着用を基本ととらえた方がよいかも
しれません。
　また、小学校高学年から中学生にかけては「危険予
測学習」も大切となってきます。ここから、「教え込
む指導ではなく、気付かせる指導」にシフトチェンジ
していきます。
　知識と実践を結び付けるには、身近な交通場面での
シミュレーションが子どもたちには具体的に理解しや
すく、日常生活における身近な場所（通学路等）を題
材に、クイズ形式でシミュレーションを行うといった
「ストーリー性とゲーム的要素」を含んだ指導・教材
が効果的なようです。
　現在、交通安全のコンテンツを有する警察サイトも
増えつつあり、インターネットを使用した交通安全指
導を組み込むのも有効かと思います。
　既存するサイトの一つに警察庁と国土交通省の協同
作成HP「交通安全マップ」があり、その中の危険予
測訓練用プログラムは、絵も可愛く問題も難易度も
ちょうど良く感じました。探せば、このようなサイト
は沢山あると思われます。
 （交通安全マップ：http://www.kotsu-anzen.jp/）

交通安全子供自転車大会

　点検や交通ルール・マナーなど、知識をしっ
かりと身につけることは重要ですが、それと同
時に自転車の走行技術の向上も図っていく必要
があります。
　この交通安全子供自転車大会は、競技を通じ、
児童へ交通についての興味と関心、交通知識を
高めてもらい、さらにその習慣化を図り、交通
事故の防止を促すことを目的に開催されている
大会です。
　筆記テストにより知識を、実技テストにより
安全走行・技能走行について競い合うこの大会

★自転車安全利用五則

１　自転車は、車道が原則、歩道は例外

２　車道は左側を通行

３　歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行

４　安全ルールを守る
　　◇二人乗り・並進・飲酒運転の禁止
　　◇夜間ライトを点灯
　　◇交差点での信号厳守と一時停止・安全確認

５　子どもはヘルメットを着用
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は、交通安全指導の集大成の場としてふさわしいのではないで
しょうか。
　６月・７月には地方大会が開催され、８月には各地方大会の優
勝校が集い、東京お台場のビックサイトで全国大会も行われます。
　今年の東京支所管内の都県における出場校は以下のとおりと
なっており、山梨県代表の北杜市立高根東小学校が２位と栃木県
代表の大田原市立大田原小学校が３位と、非常に優秀な成績を収
めています。

先生方へ

　交通安全教育は、「子どもの時からの指導が有効的」だと言われており、地道な指導ではありますが、
早い段階からコツコツと指導を積み上げることにより、将来的に子どもたちの「生命を守ること」「被
害者・加害者にならないこと」に繋がります。
　しかし、「準備をする時間が確保できない」「指導する十分な時間がとれない」といったことが原因で、
なかなか指導ができないでいるのが現状ではないでしょうか。
　今回、この記事の作成にあたり御協力いただいた「財団法人交通安全教育普及協会」では、様々な研
究のもと交通安全に関する教材を作成しておりました。

北杜市立高根東小学校 大田原市立大田原小学校

○第44回子供自転車全国大会　出場校（関東甲信越）

茨城県 下妻市立下妻小学校 東京都 八王子市立元木小学校

栃木県 大田原市立大田原小学校 神奈川県 小田原市立桜井小学校

群馬県 嬬恋村立田代小学校 新潟県 十日町市立川治小学校

埼玉県 新座市立片山小学校 山梨県 北杜市立高根東小学校

千葉県 松戸市立小金小学校 長野県 高山村立高山小学校

○第44回子供自転車全国大会　結果

優勝 山形県 尾花沢市立尾花沢小学校

２ 山梨県 北杜市立高根東小学校

３ 栃木県 大田原市立大田原小学校

４ 沖縄県 石垣市立明石小学校

５ 京都府 亀岡市立千代川小学校
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　協会では、イラストを多く使用した教材も作成しているということですので、小学校低学年にも十分
対応できるのではないでしょうか。
　準備・時間・アイデア等にお困りの先生方も多数いらっしゃるかと思いますので最後にその一部を紹
介します。是非、御利用してみてはいかがでしょうか。

記事参考： 財団法人交通安全教育普及協会
　　　　　機関誌No.520・521「特集」
協　　力： 財団法人日本交通安全教育普及協会
　　　　　財団法人全日本交通安全協会

『財団法人交通安全教育普及協会』
【連絡先】　〒106-0031　東京都港区西麻布３-24-20
　　　　　TEL：03-3478-1831
　　　　　FAX：03-3478-1835
　　　　　URL：http://www.jatras.or.jp/



12

［子供向 「自転車ルール・マナー事柄集］参　考

自転車の乗り方　Ｑ＆Ａ
Ｑ：自転車にまたがるときは、自転車の右側から？左側から？
Ａ：自転車の左側から乗り降りしましょう。
　　 自転車は道路の左側を通ることになっています。左側通行ですから、自
転車のすぐ右側は自動車が走っています。

　　 自転車にまたがるときに、右からまたがり右側に転んだら、たいへん危
険です。

Ｑ：自転車が走行するのは道路の右側？左側？
Ａ：自転車は軽車両です。車道の左側を通りましょう。
　　 ただし、自転車道があるところは自転車道を通ります。また、小学生ま

での子どもや自転車の通行が許可されている歩道は、通ってもよいこと
になっています。その場合は、車道よりをゆっくりと走行し、歩行者が
いるときは歩行者優先です。

Ｑ： 自転車の通行を許可されている歩道で歩行者がじゃまな時、ベルを鳴ら
して自転車に乗ったまま通過してもいい？

Ａ： 自転車が通行を許可されている歩道は、乗ったまま通ってもよいことに
なっています。

　　 ただし、車道よりをゆっくりと走り、歩行者がいるときは歩行者優先で
す。歩行者で通路がふさがれている場合は、一度自転車から降りて、押
して横を通りましょう。

Ｑ：自転車のブレーキを掛けるときは、右手から？左手から？
Ａ： 自転車を徐行させたり止めたりするときには、必ず左（後ろ）のブレー

キから徐々にかけます。
　　 少しおくれて右（前）のブレーキで自転車をしっかり止めます。右手の
前ブレーキだけや急ブレーキは転んでしまうことがあります。

　　『後ろでゆっくり、前でしっかり』で止まりましょう。

Ｑ：交通事故で、自転車も相手を傷つけることがある？
Ａ： 自転車で事故を起こして、物をこわしたり、人にけがをさせたりして加
害者になった例はたくさんあります。中には、歩行者を死亡させてしまっ
た例もあります。

Ｑ： 運転に慣れていれば、二人乗りやカサさし運転、ケイタイを使いながら
運転をしてもいい？

Ａ： 二人乗りや片手での運転は、自分だけではなく周囲の人にも迷惑を掛け
ます。また、法律でも禁止されています。

　　 走行中のバランスが悪くなりますし、飛び出しなどがあったときの急な
操作ができなくなります。さらに、カサさし運転をする雨の日は、道路
も滑りやすくなっています。

　　どんなに慣れていても絶対にしてはいけません。

　　（二人乗り）
　　道路交通法第55条第１項　自転車の運転者は、乗車席以外の場所に乗車させて運転してはならない
　　道路交通法第55条第２項　 都道府県公安委員会が定める乗車制限に違反して乗車させ、自転車を運転しては

ならない
（財）日本交通安全教育普及協会 　主幹　成迫　俊美
埼玉県朝霞市立朝霞第五小学校 　教諭　猪狩　一史
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［教師向け自転車指導展開例］
【高学年題材例 指導のねらい】
○ 命の大切さ・相手や周囲の人の思いに触れ、常に危険を読みながら自転車を運転しようとする意欲を
高められるようにする。
○潜在的な危険の怖さがわかり、危険を読みながら、安全な自転車の運転ができるようにする。

（財）日本交通安全教育普及協会　主幹　成迫　俊美
埼玉県所沢市立所沢小学校　教諭　関根　祐一

【展　開】

○ 自分達の問題として取り組む意欲を喚起する重要な段
階。学級の全体的な傾向や課題をうきぼりにできる事
前調査が必要。
○ 事故経験をもつ児童への配慮が必要。

○ 「①問題の把握－②場面分析－③仮説設定－④検証－⑤適用」の５段階学習過程を基本に、まず、①課題を自分のこととして意識し、②提示
された問題場面について危険を予測する（状況把握、潜在危険の発見と事故予測）。次に、③どうすれば危険を回避し、安全に過ごせるかを
考え、④自分の考えた安全行動の適性を確かめる。そして、⑤めあてを決め実生活に活かす過程をとる。
○ 検証の段階では、警察署員・交通指導員等をゲストティーチャーに招き、専門的な立場からの助言・指導をもらえるようにしたい。児童の行
動選択の検証はもとより、知識面の指導・技能面の指導も効果的に展開できる。
○ 特に高学年段階では、自分が事故に遭ってしまったら周囲の人間がどれだけ悲しい思いをするのか、他人にけがを負わせてしまったらどうな
のか、自尊感情や他者尊重の気持ちに働きかける活動を同時に展開することが有効な手立てになる
○ 低学年～中学年生は、自転車の運転技能がまだ未熟な段階である。学習過程を３段階程度にし「①問題の把握－②場面分析－③適用」、60分
展開にするなどの工夫を加えて、実際に体を動かし運転技能を高める学習活動に十分な時間を取りたい。
○家庭・地域と連携していく上で、学校公開日などに授業を実践していくことが効果的である。

○発達段階や学習経験に応じた展開が必要。
　 特に低学年（１～３年生）では、潜在危険の発見と事故
予測とを合わせた話し合い活動が適当。

○ 事前調査から掴んだ課題を投影して具体場面を設定す
る（危険予測トレーニングの導入）。場面選定が最大
のポイントになる。
○ 児童の生活基盤である校区の中から場面設定を行う。
これにより、児童は自らの生活経験と重ね合わせなが
ら具体的な思考ができる。
○ その場所で事故に遭ってしまった児童の有無、近隣の
方のプライバシーなどの配慮が必要。
○ 発達段階に応じた場面設定が重要。
　高学年： 加害ケースも増えている。他者尊重を高める

段階。
　　　　　 ルール違反　集団心理や急いでいる気持ち　

環境要因など 多様な要因を含む場面設定（左
図）

　中学年： 交通ルールの大切さをしっかり理解し運転技
能を高める段階。

　　　　　 自分と環境とのかかわりを主眼に場面設定
（例　下図）

　低学年： 標識・表示を理解して、交通ルールをしっか
り守って運転する段階。

　　　　　 標識・表示、カーブミラーなどを配置わかり
やすい場面設定（例　下図）

【活動構成のポイント】


