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１ 題材名  「通学路の安全な歩き方」 

 

２ 目標 

  Ⅱ－１ 道路の歩行と横断及び交通機関の利用  

道路における様々な危険や交通法規について理解し、安全な歩行ができるようにする。 

 

３ 児童の実態 

本校の児童は、登校班で登校しており、集団歩行による安全な通学の仕方については、理

解している。 

 下校は、家の近くの友達と一緒に帰るように指導している。交通法規や安全な歩行の仕方

については、入学時の歩行訓練等で学習しているところであるが、横に広がって話しながら

歩く、ふざけ合いながら歩く、荷物を振り回して遊びながら歩くなどの姿が見られる。１年

生のときと比べると、学校生活への慣れから、安全な歩行への意識が低くなってきている。 

 

４ 本題材と「日常的な安全指導」「定期的な安全指導」「特設する安全学習」との関連 

(1) 「日常的な安全指導」との関連 

道路の安全な歩行については、朝の会や帰りの会等に、普段歩いている道路において、

天候や時刻等、状況に応じた安全な歩き方ができるよう指導している。また、登校時には、

登校班において、高学年の班長が下級生に、歩道や横断歩道の歩き方等、集団歩行の仕方

について繰り返し声をかけている。さらに、下校時は、一人では帰らずに、帰る方向が同

じ友達と一緒に帰るよう全校で一斉指導を行っている。 

(2) 「定期的な安全指導」との関連 

本校では、年に４回、登校班での安全な登校の仕方について指導している。 

(3) 「特設する安全指導」との関連 

入学時の歩行訓練において、安全な歩行の仕方について、体験的に学習する機会を設定

している。実際の道路で安全な通行の仕方について考えさせながら体験させた。        

 

５ 目標に迫るための指導方法の工夫 

○ 危険な歩き方や飛び出しをしている児童のイラストを提示し、「何が危険なのか」、「ど

うしたら危険を回避できるか」について考えさせる。 

○ 警察官をゲストティーチャーとして招き、実際に登下校で起こった事故について話を聞

く機会を設定する。交通事故は他人事ではなく、自分にも起こりうることを実感させる。 

○ 日頃の自分自身の歩行の仕方を振り返らせ、これから実行しようとすることをワークシ

ートに書き、発表させる。 
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１ 題材名  「通学路の安全な歩き方」 

 

２ 目標 

  Ⅱ－１ 道路の歩行と横断及び交通機関の利用  

道路における様々な危険や交通法規について理解し、安全な歩行ができるようにする。 

 

３ 児童の実態 

本校の児童は、登校班で登校しており、集団歩行による安全な通学の仕方については、理

解している。 

 下校は、家の近くの友達と一緒に帰るように指導している。交通法規や安全な歩行の仕方

については、入学時の歩行訓練等で学習しているところであるが、横に広がって話しながら

歩く、ふざけ合いながら歩く、荷物を振り回して遊びながら歩くなどの姿が見られる。１年

生のときと比べると、学校生活への慣れから、安全な歩行への意識が低くなってきている。 

 

４ 本題材と「日常的な安全指導」「定期的な安全指導」「特設する安全学習」との関連 

(1) 「日常的な安全指導」との関連 

道路の安全な歩行については、朝の会や帰りの会等に、普段歩いている道路において、

天候や時刻等、状況に応じた安全な歩き方ができるよう指導している。また、登校時には、

登校班において、高学年の班長が下級生に、歩道や横断歩道の歩き方等、集団歩行の仕方

について繰り返し声をかけている。さらに、下校時は、一人では帰らずに、帰る方向が同

じ友達と一緒に帰るよう全校で一斉指導を行っている。 

(2) 「定期的な安全指導」との関連 

本校では、年に４回、登校班での安全な登校の仕方について指導している。 

(3) 「特設する安全指導」との関連 

入学時の歩行訓練において、安全な歩行の仕方について、体験的に学習する機会を設定

している。実際の道路で安全な通行の仕方について考えさせながら体験させた。        

 

５ 目標に迫るための指導方法の工夫 

○ 危険な歩き方や飛び出しをしている児童のイラストを提示し、「何が危険なのか」、「ど

うしたら危険を回避できるか」について考えさせる。 

○ 警察官をゲストティーチャーとして招き、実際に登下校で起こった事故について話を聞

く機会を設定する。交通事故は他人事ではなく、自分にも起こりうることを実感させる。 

○ 日頃の自分自身の歩行の仕方を振り返らせ、これから実行しようとすることをワークシ

ートに書き、発表させる。 
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６ 本時の展開 

(1) ねらい 

登校中の様々な危険について知り、これから自分が気を付けることについて考える。 

【Ⅱ－１－①②】 
 

(2) 指導の実際 

○主な学習活動 ◎支援・留意点 ■評価（評価方法）

○登下校中に、ひやりとした経験について話し

合う。 

○本時の学習内容とねらいを知る。 

 

 

 

 

 

◎これまでの登下校の様子を想起させ、

実感をもたせる。 

○イラストを見て、どのような危険があるか、

なぜ危険なのかを考え、ワークシートに書

く。 

 

 

 

○気付いたことをグループで話し合い、発表す

る。 

 

○ゲストティーチャー（警察官）から登下校中

の危険について、話を聞く。 

 

 

○これから自分が登下校時に気を付けることに

ついて考える。 

◎黒板に、次のような内容が掲載された

イラストを掲示する。 

・飛び出しをして危険な様子 

・横に広がって歩いている様子 

・荷物を振り回している様子 

・左右確認せず、横断している様子 

◎グループで話し合うことを通して、新

しく考えたことをワークシートに付け

足すよう指導する。 

◎警察官から市内で起こっている事故の

様子を聞くことを通して、交通事故を

身近に起こりうるものと捉えさせ、自

分自身の登下校を振り返らせる。 

◎ワークシートに、自分の考えを書かせ

る。 

○「白いとうふさ」の約束を確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

○本時の学習内容を振り返り、考えたことをワ

ークシートに書き、発表する。 

◎安全な歩行について、児童が覚えやす

いように標語にまとめ、提示する。 

 

■登下校における様々な危険や交通法規

について理解し、安全な歩行のために

自身が気を付けることを具体的に記述

している。（ワークシート） 

 

(3) 評価 

登下校中の様々な危険や交通法規について理解し、安全な歩行をしようとする意識を高

めることができたか。 

登下校中に、たくさんの事故が起こっています。登校は、登校班で安全に歩

行することができています。

今日は、下校でも一人一人が安全に歩行できるように大切な学習をします。

「白いとうふさ」の約束 

白い・・白い線の内側を歩く 

と・・・飛び出さない 

ふ・・・ふざけない 

さ・・・左右確認する
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１ 単元名  「自転車に乗ることの危険性と責任」 

 

２ 目標 

  Ⅱ－２ 自転車の安全な利用と点検・整備  

  自転車の安全な利用・点検や整備について理解を深め、交通法規を守って安全な乗車がで

きるようにする。 

 

３ 児童の実態 

  本校では、中学年児童を対象に、自転車免許取得のための実技テスト及びペーパーテスト

を実施している。第６学年の児童は既に取得している。また、毎年度、近隣の警察署と連携

して、自転車安全運転講習を行い、児童の交通安全の意識を高めている。このような積み重

ねにより、現在のところ大きな交通事故などは起こっていない。 

しかし、放課後等において、スピードの出し過ぎや交差点での飛び出し等の情報が少なか

らず入ってくる。実際の場面では、自転車に乗ることの危険性や責任等、学習したことが生

かされていない。そこで、児童自身が課題を設定し、自ら追究していくことを通して、現在

の自身の自転車の乗り方を見直し、今後の自転車の乗り方に生かそうとする意識をもたせる

必要がある。 

 

４ 本単元と「日常的な安全指導」「定期的な安全指導」「特設する安全学習」との関連 

(1) 「日常的な安全指導」との関連 

朝や帰りの会等の機会を捉えて、新聞やニュースを活用し、具体的な交通事故事例を基

に、その問題点や改善点を考えさせる指導を行っている。 

(2) 「定期的な安全指導」との関連 

  学校安全計画（年間指導計画）に、交通安全教室等、自転車の安全に関する学習を設定

し、関係機関と連携した指導を行っている。 

(3) 「特設する安全学習」との関連 

  第４学年で交通安全、第５学年で生活安全を中心として、特設する安全学習の機会を設

定し、指導を行ってきた。これらの学習により、児童は校区内の交通量や危険箇所、危険

を予測し回避するための行動について考えている。 

 

５ 目標に迫るための指導方法の工夫 

○ 交通ルールやマナーに関する指導にとどまらず、児童が具体的な事例を基に、問題点・

改善点を調べ、発表する学習を設定する。このような学習過程を通して、主体的に学習に

関わり、自分の事として安全な自転車の乗り方を意識するようになると考える。 

○ 新聞やインターネットの情報を活用して実際にあった事例を調べる活動を取り入れる。

身近でも起こり得ることを実感させ、地域の危険箇所などを振り返らせるきっかけとする。 

小小学学校校・・第第６６学学年年  総合的な学習の時間総合的な学習の時間  交交通通
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６ 指導計画（７時間扱い） 

時間 主な学習活動 安全教育の視点に立った留意点 

○自身の交通安全について、自分が追究

する課題を設定する。 

○同じような問題を調べようとしている

児童同士でグループを組み、学習計画

を立てる。 

◎自転車事故の事例を示し、その問題点を

考えさせる。また、自転車に関する法律

についても触れるようにする。 

○学習計画を基に、調べたり模造紙にま

とめたりする。 

○全体発表に向けて、発表の準備を進め

る。 

◎パンフレットやインターネット、新聞記

事などを活用し、正しい情報を調べさせ

るようにする。 

○全体の前で発表する。 

○発表から、自分の自転車の乗り方を振

り返る。 

◎発表内容で重要なポイントをメモさせる

ことで、自分の自転車の乗り方を振り返

らせる。 

 

７ 本時の展開（第６・７時／７時間） 

(1) ねらい 

   自転車が関係する交通事故事例を基に、問題点や危険を回避する方法等について話し合う

ことを通して、安全な自転車の乗車に必要なことは何かを考える。 【Ⅱ－２－①②③】 

 

(2) 指導の実際 

○主な学習活動 ◎支援・留意点 ■評価（評価方法） 

導

入 

○本時のねらいを確認する。 

・発表内容から、自分の自転車の乗り方

を振り返る。 

◎チェックシートで、自分の自転車の乗り方

を振り返らせる。 

 

展

 

開 

○グループごとに発表する。 

・事例紹介 

・事例の問題点 

・危険を回避する方法、提案 

○講師の先生から講評をいただく。 

 

◎発表を聞いている児童は、ワークシートに

発表内容をメモするように指導する。 

 

 

◎講師として、近隣の都立高等学校教員を招

聘し、地域の子供をともに育むという立場

から、指導助言をしていただく。 

◎講評についてもメモをするよう指導する。

ま

と

め 

○発表と講評を聞いて考えたことを踏まえ

安全な運転のために、今後、自分自身が

気を付けることは何かを考える。 

 

■日頃の自転車の乗り方を振り返り、安全な

運転のために自身が気を付けなければな

らないことについて記述している。 

（ワークシート）

 

(3) 評価 

安全な自転車の乗り方について、自分の考えをもつことができたか。 

 

（本時） 
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１ 題材名 「自転車利用に関する基本的なマナーや交通法規を知り、安全に利用しよう」 
 

２ 目標  

 Ⅱ－２ 自転車の安全な利用と点検・整備  

 自転車の安全な利用と整備・点検について理解を深め、交通法規を守って安全な乗車

ができるようにする。 
 

３ 生徒の実態 

落ち着いて授業に臨んでいるが、休み時間にふざけて、危険な行動につながる行為をして

しまう姿も見られる。本校生徒の多くは自転車を日常生活で利用している。部活動の遠征時

に、自転車で移動をする場合が多くある。また、本校の近隣地域は、狭くて見通しの悪い道

が多く、自転車事故が多発している、交通量の多い大通りがある。今年度４月に実施した自

転車利用アンケートの結果から、交通ルール指導を徹底する必要があることが分かった。こ

れらを踏まえて、普段の生活の中で、危険を予測し回避する力を身に付ける必要がある。生

徒一人一人の交通安全に対する意識の改善を図るとともに、交通ルールを遵守する態度を養

っていきたい。 
 

４ 本題材と「日常的な安全指導」「定期的な安全指導」「特設する安全学習」との関連  

  学級担任による指導の内容として、自転車の利用マナーや点検に関する話題を取り上げ、

日常的に安全に対する意識の向上を図っている。また、部活動の遠征等で自転車を利用する

際に、交通ルールに基づいた正しい利用を実践できるよう、部活動顧問が引率するとともに、

交通安全に関する一斉指導を行い、定着を図っている。 

今年度は、交通安全担当者が作成した、自転車安全利用五則等の交通ルールの基本を学習

する「交通安全ハンドブック」を活用して、定期的に継続して交通安全学習を実施している。 
 

５ 目標に迫るための指導方法の工夫 

○ 年度初めに全校生徒を対象に、自転車利用アンケートを実施し、自転車のルールやマナ

ーについてどの程度、生徒が意識しているかを把握し、今年度の安全指導の見通しを立て

る。 

○ 学級での話合い活動や継続的なアンケート調査を実施することで、定期的な振り返りや

実施状況のチェックを行い、自転車の安全な利用に関する行動の定着を図る。（通年） 

 ○ 学校で自作した「自転車交通安全ハンドブック」を利用して、交通安全学習を継続して

行い、自転車の安全利用に関する知識を身に付けさせる。（本時までの活動） 

 ○ 交通安全に関するＶＴＲの視聴覚教材、本校周辺の地図、ワークシートなどを適切に活

用して危険を予測し回避する力を身に付けさせる。（第１学年） 

○ 日本サイクリング協会から講師を招き、専門家から話を聞く機会を設定することを通し

て、生徒に正しい自転車の整備と点検方法の大切さを体感させ、日常生活で実践できるよ

うに促す。（第２学年） 

○ 弁護士を講師として招き、交通事故が起こった場合、加害者やその家族はどのようにし

て自己の責任を償っていくのか、実例を交えて講話をいただく。専門家からの指導により、

生徒の意識を高められるようにする。（第３学年） 

 ○ 安全に係る学習内容を家族・近隣小学校児童に伝える活動を通じ、自転車利用に関する

基本的なマナーや交通法規の重要性を実感をもって捉えさせる。  
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６ 指導計画（全学年・通年） 

 主な学習活動 安全教育の視点に立った留意点 

４月 ○自転車利用アンケート 
◎生徒の交通安全に対する意識を

把握する。 

７月 

○警視庁交通安全リーフレットを参考に、「自転車交

通安全ハンドブック」を作成する。 

○ハンドブックをもとに交通安全クイズを班で作成

し、発表する。 

 

 

 

 

 

 

◎自転車の正しい乗り方やルール、

マナーについて記入し、交通安全

の意識を高める。 

◎作成したハンドブックを後期の

安全教室に反映させる。 

 

 

 

 

 

 

夏休み 

○交通安全ポスターコンクール 

 

 

 

 

 

 

◎ポスターを作成させることを通

して、交通マナーの意識向上を

図る。校内に掲示し、ポスター

コンクールを実施する。また、

地域の小学校周辺などにも掲示

し、地域の交通安全への意識の

醸成に貢献させる。 

 

 

10 月 

 

○自転車シミュレータを活用した交通安全教室 

 

 

 

 

 

 

 

○安全学習「自転車利用に関する基本的なマナーや

交通法規を知り、安全に利用しよう」（本時） 

○スケアードストレイト方式による交通安全教室 

 

◎自転車運転の技能や安全への配

慮について確認する。 

◎自転車利用に関する基本的なマ

ナーや交通法規を知り、安全に利

用する。 

◎スタントマンによる衝突実演を

見学し、危険予測能力を高める。

11 月 ○プレゼンテーションの準備 
◎これまでの学習を振り返り、交通

安全の知識の定着を図る。 

冬休み ◎ ルークンコ語標全安通交○ 交通マナーの意識向上を図る。

１月 ○交通安全プレゼンテーション（各学年・学級で発表） ◎発表を通して、地域の模範とな

り、他者や社会の安全に貢献でき

る資質や能力を培う。 ２月 ○交通安全プレゼンテーション（地域小学校で発表）
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７ １学年 本時の展開 

(1) ねらい  

ＶＴＲ視聴を通して、自転車の安全な利用について学び、日々の生活への生かし方を考

える。                              【Ⅱ-２-①③】 

 

(2) 指導の実際 

 ○主な学習活動 ◎支援・留意点  ■評価（評価方法） 

導 

 

入 

○本時のねらい「自転車の安全な利用につ 

いて学び、日々の生活に生かすこと」を 

確認する。 

【映像を見る前に】 

○最近（今まで）自転車に乗っていて危険 

だと感じたことをワークシートに書く。 

◎ＶＴＲをチャプターごとに区切って、学 

習を進めていくので、あらかじめＶＴＲ 

を止める箇所、ポイントを把握しておく。

◎これまでの経験を想起させることで、事 

故になり得る危険をイメージさせておく。

展 

 

 

開 

【チャプター１～３（６分）を見て】 

○主人公は、なぜ事故を回避できたのかを 

考え、自分の考えをワークシートに記入 

する。 

 

◎チャプター１～３では、自転車の衝突実 

験の映像、自転車事故の統計データ、自 

転車事故の被害者となるドラマから、交 

通事故の危険や事故のリスクが身近にあ

ることを押さえる。 

【チャプター４～５（４分）を見て】 

○自宅の周辺で自転車事故が起こりそうな

場所を、地図中に丸をつける。さらに、 

あらかじめ調べておいた自宅周辺の危険

な場所につい

て、なぜ危険

なのか理由を

付けて発表す

る。

◎チャプター４、５は、事故のシミュレー

ション映像、事故の 7 割が起きる交差点

の実写映像から、日頃の自分自身の運転

マナーを見直させる。当日までに、地図

を配布し、自

宅周辺の危険

な場所をチェ

ックさせてお 

く。

 

【チャプター６（５分）を見て】 

○事故を起こしてしまった場合、どのよう 

な責任を問われるかについて３つ書く。 

また、主人公のどのような行動が事故の 

原因となったのか。なぜ、事故を回避で 

きたのかをワークシートに記入する。 

◎チャプター６では、高校生が自転車事故 

の加害者となるドラマを見て、加害者が 

負う責任の重さを理解させる。生徒が事 

故の原因、回避方法を理解し、危険予測 

の重要性について意識を高められるよう

にする。 

【チャプター８（６分）を見て】 

○自転車交通安全ハンドブックのＰ３～５

で自転車安全利用五則について確認する。

◎チャプター８では、原則車道走行、二人 

乗りや並進、携帯電話の使用など、中学 

生が違反しがちなルールを確認する。 

ま

と

め 

○交通安全ＶＴＲを見て、自転車の安全な 

利用について、感想をまとめる。 

■自分自身の自転車の乗り方を振り返り、 

改善のための方策について、具体的にワ 

ークシートに記述している。 

（ワークシート）

 

(3) 評価 

自転車の安全な利用について理解し、日頃の自転車運転における課題や改善のための方

策を考えることができたか。  

例
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８ ２学年 本時の展開 

(1) ねらい  

自転車の日常点検や整備のポイントを理解する。【Ⅱ-２-④】 

 

(2) 指導の実際 

 ○主な学習活動 ◎支援・留意点  ■評価（評価方法） 

導 

 

入 

○本時のねらい「自転車の日常点検や整備の

ポイントを学ぶ」を確認する。 

○ゲストティーチャーの紹介を聞く。 

○自転車の乗り方、機能などについての質問

をする。 

例「上り坂でのより良いペダルの踏み方に

ついて教えてください。」 

「パンクや空気抜けが簡単に起きない方

法を教えてください。」 

◎校庭（雨天時は体育館）に各クラス５班、

計１５班の隊形で、自転車交通安全ハン

ドブックを持って整列させる。 

◎班ごとに自転車１台、空気入れを準備 

しておく。校庭にカラーコーンを配置、

ジグザグ走行用のラインを引いておく。

◎あらかじめゲストティーチャーに質問 

したいことを、ワークシートに記入さ 

せておき、授業への意識を高めておく。

展 

 

 

開 

○ゲストティーチャーの話を聞き、自転車の点

検や整備について考える。 

・自転車の主要部分の名称とそれぞれの役

割や機能 

・ぶたはしゃべる（ブレーキ・タイヤ・ハ

ンドル・車体・ベル） 

・自転車に乗る際の正しい姿勢、ペダルの

踏み方 

○自転車交通安全ハンドブックの「大切なこ

と」ページにメモをとる。 

◎普通自転車の基準、違反自転車につい 

て理解させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○コース前に班ごとに移動し、主要部分の点

検を行う。タイヤは親指２本で強く押し、

空気が十分に入っているか確認する。十分

ではない場合は空気を入れる。 

○点検後、班員全員が正しい乗り方を意識し

てコースを試乗する。 

・左側から乗る。 

・後方の安全を確認してから発進する。 

 

◎点検・試乗の手順を、明確に伝え、速 

やかに活動させる。 

 

 

 

 

 

○最初の隊形に戻り、自身の自転車運転及び

整備における課題について考える。 

◎普段の自身の運転、整備を振り返りな 

がら話を聞くよう助言する。 

ま

と

め 

○ゲストティーチャーへ謝辞（代表者１名）

○教室に戻り、気付いたこと、心がけたい 

ことをワークシートにまとめる。 

                

◎質問者を決めておく。 

■日常点検・整備の方法とポイント、そ 

の重要性について、ワークシートに記 

述している。（ワークシート） 

 

(3) 評価 

自転車の日常点検や整備のポイントを理解し、実践できるようになったか。 
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９ ３学年 本時の展開 

(1) ねらい  

自転車事故の被害者、加害者が歩む事故後の生活を知り、交通安全への意識を高める。 

【Ⅱ-２-⑤】 

(2) 指導の実際 

 ○主な学習活動 ◎支援・留意点  ■評価（評価方法） 

導 

 

入 

○本時のねらい「自転車事故の被害者・加 

害者が歩む事故後の生活を知り、交通安 

全への意識を高める。」を知る。 

○弁護士の紹介を聞く。 

○ドラマ「あなたの人生も変える加害事故」

（約６分）を視聴する。 

                

 

 

 

 

 

◎体育館に、いすと自転車交通安全ハンド 

ブックを持って整列する。 

◎加害者やその家族、被害者やその家族が 

事故後、どのような生活の変化に直面す 

るのか、どのような償いをすることにな 

るのかをテーマに、事前課題に取り組ま 

せる。質問事項もワークシートに記入さ 

せておく。 

◎高校生が自転車事故の加害者となるドラ

マを視聴する機会を設定することを通し

て、生徒が、加害者が負う責任の重さに 

ついて考えられるようにする。 

展 

 

 

開 

○代表生徒（３～４名）による質問 

○弁護士による講話を聞く。 

・交通事故の悲惨さについて 

・交通事故によって人生を狂わされるの

はどのような人だったか。 

・交通事故の裁判とはどのようなもので

あるのか。 

・事故被害者やその家族には、どのよう

な困難が待ち受けているのか。 

・事故加害者やその家族には、どのよう

にして事故の償いをしていくのか。 

                

 

◎自転車事故にまつわる質問について答え

ることから、弁護士による講話を始める。

◎生徒が、交通事故にまつわる裁判、加害 

者、被害者、償い等、順を追ってワーク 

シートに記入するように助言する。 

 

ま

と

め 

○質疑応答 

○弁護士へ謝辞（代表者１名） 

○教室に戻り、話を聞いて感じたことや、 

認識が変わったことについて、ワークシ 

ートにまとめる。 

                 

 

◎弁護士の講話後、再度質問をするように 

促す。講話前に、この時間があることを 

あらかじめ伝えておく。 

■講話から考えたことを踏まえ、自転車事 

故を「自分ごと」として捉え、これから 

の自転車運転で自身が取り組むことにつ

いて、具体的にワークシートに記述して 

いる。（ワークシート） 

 

(3) 評価 

自転車事故の被害者、加害者が歩む事故後の生活を知り、これからの自転車運転で自身

が取り組むことについて考えることができたか。 

 

例
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１ 題材名 「交通安全リーダーの育成を目指して」 
 
２ 目標 

 Ⅱ－４ 交通事故防止と安全な生活  
 地域の交通安全に関する諸機関や団体が行っている対策や活動を理解し、安全な交通社会
を築くために、積極的に参加できるようにする。 

 
３ 生徒の実態 

交通安全についての課題として、自転車の事故をゼロにすることや交通ルールの遵守、交
通マナー改善等が挙げられる。登校時の自転車による事故は、今年度１０件発生した。ルー
ルやマナーに関しては、車道に広がって歩く姿や、自転車の並進通行、携帯電話使用運転、
イヤホン等使用運転、傘差し運転等のルール違反等が見られ、近隣からの通報もある。 

生徒を対象として実施したアンケートでは、自分がルール違反をしていることは認識しな
がらも、「みんなもやってるから、自分は悪くない。」、「自分なりに注意しているから、
事故には遭わないだろう。」等と考えている生徒が多いことが分かった。 

これらの課題を踏まえ、ルール遵守やマナー向上の大切さを理解させるとともに、生徒が
自主的に交通安全について考え、実践する機会を設定することが必要である。 

   
４ 本題材と「日常的な安全指導」「定期的な安全指導」「特設する安全学習」との関連  

「日常的な安全指導」として、毎朝の登校時駐輪指導をはじめ、全校、学年集会及びホー
ムルーム時の生活指導を通年で実施している。

「定期的な安全指導」として、警察署と連携したセーフティ教室を行い、交通安全を含む
安全教育の講話を実施している。また、今年度から生徒有志（生徒会役員、風紀委員、部活
動有志）による交通安全実行委員会を組織し、通学路の安全に向けた活動を実施している。

「特設する安全学習」として、保健体育の授業において応急手当の学習や自転車の安全運
転学習を実施した。さらに、本時では、スタントマンによる衝突実演を見学することで、生
徒一人一人の交通安全意識の向上を図っていく。

５ 目標に迫るための指導方法の工夫 
(1) 交通安全教室との関連における工夫 

交通安全教室において、次のような活動を取り入れ、生徒に交通ルール違反の危険性や
安全な自転車運転の仕方について体感的に理解させるとともに、危険を予測し回避する能
力を高めさせる。 
○ 警視庁から配布されたリーフレット「自転車の正しい乗り方」を活用した交通ルール

に関する指導 
○ 「危険予測トレーニング」及び「自転車の安全な乗り方と交通ルールに関するテスト」
○ 自転車シミュレータを活用した体験学習 

(2) 保健体育の学習との関連の工夫 
保健体育の授業において、自転車８の字走行体験を実施した。校庭に、直径１０ｍの円

を２つ描いて８の字コースを作成し、２０人が全員足をつかずに走行できるまで行う。８
の字の交差する場面で、生徒が、思いやりをもって譲り合うことの大切さに気付くことが
できるようにした。 

(3) 生徒による自主的な交通安全活動の重視 
有志の生徒による交通安全実行委員会を組織し、主体的な

交通安全活動を行わせる。 
登校時、交通安全実行委員会の委員が、最寄り駅から学校

までの通学路に、交通ルール遵守を促すプラカードを持って
立ち、交通ルールチェック（信号の遵守、一時停止、歩道の
歩行、歩き方のマナー等）を行い、全校生徒の交通安全に対
する意識の向上を促した。 

(4) 交通安全教室の事前指導及び事後指導の充実 
交通安全教室の事前指導として、交通安全チェックを行い、生徒各自で自身の交通安全

意識を確認できるようにした。また、事後指導として、振り返りを行い、日常生活におけ
る交通安全上の課題、課題解決に向けた方策について考えさせる時間を設定した。 

(5) 地域との連携 
   近隣小学校、近隣町内会を招き、地域と一体となって交通安全教室を実施することで、

地域と連携した交通安全の在り方について考える機会をもつ。  

高高等等学学校校・・全全学学年年  特特別別活活動動  ((学学校校行行事事等)等)  交交通通
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６ 指導計画（４時間扱い）   

 主な学習活動 安全教育の視点に立った留意点 

１ 

○ねらい ：自転車安全利用五則等、交通ル

ールを確認し、事故防止のため

の理解を深める。

○実施方法：自転車シミュレータを活用した

交通安全教室を行う。あわせて

危険予測トレーニング、自転車

の安全な乗り方と交通ルールに

関するテストを実施する。

歩行者としての交通安全

【Ⅱ－１－①②③④⑥】

自転車利用者としての交通安全

【Ⅱ－２－①②③⑤⑥】

２ 

○ねらい ：通学時等、日常生活における自

身の自転車の乗車及び歩行の

仕方を振り返るとともに、自他

の安全のためには、思いやりを

もって譲り合うことが大切で

あることを体感的に理解する。

○実施方法：交通安全チェック、自転車安全

運転体験学習（８の字走行体

験）を行う。

自転車利用者としての交通安全

【Ⅱ－２－①②③】

３・４ 

(本時) 

○ねらい ：スタントマンによる交通事故の

再現を通して、実感を伴った危

機意識をもたせ、交通安全に関

する意識を改善し、今後の日常

生活に生かす。

○実施方法：スケアード・ストレイト方式に

よる衝突実演を見学する。

歩行者としての交通安全

【Ⅱ－１－①②③④⑥】

自転車利用者としての交通安全

【Ⅱ－２－①②③】

二輪車、自転車の特性と心得

【Ⅱ－３－①③】

交通事故防止と安全な生活

【Ⅱ－４－①④】

 
 

７ 本時の展開（第３・４時／４時間） 

(1) ねらい 

・交通安全実行委員会による活動報告を確認することを通して、自身の通学における課題

を理解し、自らの命と安全（自助）や仲間及び地域住民の方々の命と安全（共助）につ

いて考え、交通安全に対する意識の改善を図る。

・スケアード・ストレイト方式の実演を見学することで、交通事故の怖さや自動車の特性

を知り、危険を予測し回避する方法について考える。

(2) 指導の実際 

 ○主な学習活動 ◎支援・留意点  ■評価（評価方法） 

導 

 

入 

【第３時】 

○本時のねらいと学習内容を理解する。

◎通学時を含む日常生活の歩行や自転車の

乗り方、交通事故の状況を説明し、今回の

交通安全教室の目的や意義を理解させる。

また、生徒が、自身の課題に気付くことが

できるようにする。

8m 1.5m
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展 

 

 

開 

○交通安全実行委員会による活動報告を聞

き、通学時における自身の課題、その対策

を考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 ○自転車安全利用五則を確認する。 

 

【第４時】 

○スタントマンによる衝突実演を見学する。

①時速４０ｋｍの衝突事故再現 

②違反自転車での衝突事故の再現  

③見通しの悪い交差点での飛び出し事故 

 

 

 

 

 

 

 

 

④大型車との内輪差での巻き込み事故 

⑤傘差し自転車運転による接触事故 

⑥大型車の死角での横断歩道上の事故  

⑦自転車通行

可の歩道に

おける自転

車の衝突事

故 

 

 

 

◎主体的な交通安全活動を重視し、交通安全

実行委員が本校の通学状況について説明

する機会を設定する。また、交通安全教室

の司会を生徒に行わせる。 

◎事故経験者からの事故報告を行う。(代読)

 

 

 

 

 

 

◎自転車安全利用五則に照らし合わせて、自

身の通学状況を振り返るよう、助言する。

 

○本交通安全教室に、地域の小学校や町内会

に参加を依頼する。地域の方々とともに交

通安全について考える機会を設定するこ

とにより、

生徒が地域

の交通安全

に目を向け

られるよう

にする。 

 

 

○それぞれの場面において、指導者が、解説

や発問を行い、それぞれの事故の原因や影

響を考えさせる。 

○自分の問題として考えるように助言する。

○自転車の危険な乗り方は自分だけでなく、

他人を巻き込んでしまうことを自覚させ

る。 

 

 

 

 

 

ま
と
め 

○ 本時を通して気付いたことや自分の気持

ちの変化、改善点について、ワークシー

トにまとめる。 

(各ホームルーム教室にて) 

■交通規則遵守の重要性を理解し、自分自身

の歩行及び自転車運転における改善点を

明確にワークシートに書いている。 

（ワークシート） 

 

(3) 評価 

・交通ルール遵守の重要性を理解することができたか。

・自分の自転車乗車・歩行時における具体的な問題点に気づき、改善しようとする意識が

高まったか。

・地域の交通安全のために自分ができることを考えることができたか。



��

 

 

 

１ 題材名 「交通社会人として、自分は何をすべきか」 

 

２ 目標 

 Ⅱ―２ 自転車の安全な利用と点検・整備  

 自転車の安全な利用・点検や整備について理解を深め、交通法規を守って安全な乗車がで

きるようにする。 

 Ⅱ－３ 二輪車・自動車の特性と心得  

  二輪車・自動車の特性について理解し、道路の安全な歩行や走行ができるようにする。 

 

３ 生徒の実態 

本校生徒の９０％が学校の最寄り駅から又は自宅からの自転車通学者である。並走や一時

停止無視、二人乗り、雨の日の傘差し運転、イヤホンをしながらの運転等、危険な姿が多く

見られる。また、一部の生徒は原動機付自転車や自動二輪の運転免許を取得している。さらに、

３年生の一部は隣接する教習所に放課後通い、普通免許を取得している。これらのことから、

安全運転の技能はもとより、交通ルールの知識とル－ルを守ろうとする規範意識の向上のた

めに、実践的な交通安全指導が必要である。 

   

４ 本題材と「日常的な安全指導」「定期的な安全指導」「特設する安全学習」との関連  

  「日常的な安全指導」として、毎日、生徒部の教員が校

門、駐輪場に立ち、自転車通学の実態把握と自転車通学指

導を行っている。二人乗り、並走、一時停止無視等、自転

車運転のルール違反やマナーが悪い等の情報提供が地域か

らあった場合は、即座にホームルームで指導するとともに、

掲示物や生徒部通信で注意喚起をしている。

「定期的な安全指導」として、４月、６月、９月、１１

月、２月の連続３日間、学校の最寄り駅からの通学路に朝、

生徒部と学年の教員が立ち、声かけ指導を行っている。中

でも、９月の第２週の３日間（月曜日から水曜日）には、

ＰＴＡや警察署と連携した交通安全指導を行っている。さ

らに、学校に隣接する動物園とも連携し、校門で、動物園

の職員とやぎが生徒を出迎え、交通安全に対する意識を醸

成する取組を定期的に行っている。

「特設する安全学習」として、毎年、隣接する教習所に

依頼をして、スケアード・ストレイト方式による交通安全

教室を実施している。また、今年度は自転車シミュレータ安全教室を１学年全生徒対象に実

施した。

 

５ 目標に迫るための指導方法の工夫 

○ 警視庁のリーフレット「自転車の正しい乗り方」等を活用して、自転車通行の基本ルー

ルを理解させる。特に、自転車安全利用五則の徹底を図る。 

○ 被害者にも加害者にもならない指導を徹底する。交通事故を起こしてしまったときの責

任について、具体的な例を基に考えさせる。 

○ 万が一に備えて、保険に加入することの大切さについて指導する。生徒部通信等におい

ても周知徹底させる。 

高高等等学学校校・・全全学学年年  特特別別活活動動（（学学校校行行事事））    交交通通

例
事
践
実
の
育
教
全
安

全
安
通
交
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６ 本時の展開 

(1) ねらい 

・スケアード・ストレイト方式の交通安全教室で交通事故の再現場面から自転車のルール

違反がなぜ危険なのかを視覚的に理解し、危険を回避するためにはどのようにしたらよ

いか考える。                【Ⅱ―２―①②③、Ⅱ－３－①②③】 

・自分自身の自転車運転を振り返り、問題点を明確にする。 

(2) 指導の実際 

 ○主な学習活動 ◎支援・留意点  ■評価（評価方法） 

導 

入 

○本時のねらいを理解する。

○自転車安全五則を確認する。

◎本時のねらいを明確に伝え、参加者全員で

共通理解できるようにする。

展 

 

開 

○スケアード・ストレイト方式による衝突

実演を見る。

①時速４０ｋｍの事故の衝撃

②自転車の悪い乗り方の実演

 ・携帯電話等の使用

・イヤホン等の使用

 ・傘差し運転

 ・二人乗り

 ・並進

③傘差し

運転の 

危険

④見通しの悪い交差点での事故

⑤自動車のドア開放事故

⑥大型車の内輪差による事故

（左折巻き込み事故）

⑦車の死角による事故

⑧右直事故（直進する二輪車が右折し

ようとする自動車と衝突する。） 

◎ただ実演を見るだけでなく、普段の自身の

運転を振り返ったり、地域の交通状況を想

起したりして、自分自身の問題として考え

るよう助言する。

◎将来、自動車の運転者になることを想定し

て、歩行者や自転車運転者の立場だけでな

く、自動車運転者の立場からも考えさせ

る。

 

◎停車中の自動車にも危険が潜んでいるこ

とを理解させる。

◎自動車の種類により、死角と内輪差に違い

があることを理解させる。 

ま

と

め 

○本時を通して気付いたこと、自分の気持

ちの変化をまとめる。

（各ホームルーム教室にて） 

■自転車安全利用五則に照らし、日頃自分が

どのように自転車を運転しているか振り

返ることを通して、交通社会人として自身

が取り組むことを考え、具体的に記述して

いる。（ワークシート） 

 

(3) 評価 

・自転車安全利用五則遵守の重要性を理解することができたか。

・自分の自転車運転における問題点に気付き、改善することができたか。

          


