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1. 寄稿 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

青森県弘前市を拠点とする弘南バス株式会社では、2016年度より小学校等で MM教育

の出前授業を展開しており、私は弘南バス在社時代から「バスぷら博士」に扮して、

授業内容の企画と実践を行っています。その中で、知的障害のある子どもたちが通う

特別支援学校で実施する機会を得ました。 

全国で展開されている MM教育は小学校に通う子どもたちを対象とした事例がほとん

どであるため、特別支援学校の先生方とともに、子どもたちの特性に合わせた授業内

容の検討と教材開発を行いました。普段の授業の進め方や使用している教材を踏まえ

て、バスの利用方法やマナーを学習する紙芝居の作成のほか、お金の数え方、時計の

見方、高等部から始まる職業訓練を見据えたお仕事学習といった普段の授業と関連付

けたプログラムも開発し、実践を重ねてきました。 

障害があると聞くと特別な何かが必要で、MM 教育実施のハードルが高いように思わ

れるかもしれません。しかし、授業実践を重ねて子どもたちと接する中で、そうでは

ないことに気づかされました。もちろん、子どもたち個々の知的障害の状態や発達の

段階を事前に把握し、それらを考慮して授業の進め方や問いかけの仕方などをカスタ

マイズする必要はありますが、それは小学校等で実施するときも同じだと思います。

同じ学年でも、学校やクラスによって子どもたちの特徴は異なるので、事前に先生方

と相談をしながら、子どもたちの特徴を踏まえた授業内容を考えてきました。MMは「人

のココロを動かす」取り組みであり、「丁寧さ」が求められるものですから、MM教育も

また、子どもたちの特徴を踏まえた丁寧な実践が求められていると思います。 

知的障害のある子どもたちに向けた MM教育の実践は、彼らが将来の自立を図るため

の必要な経験を養い、介助者の送迎に頼ることが多い彼らのモビリティの選択肢を豊

かにすることにもつながります。4年目を迎えた今、授業内容の改善やプログラムの充

実を図りながら、今後も継続して実施していきます。 

 

http://www.mm-education.jp/magazine/MMedu_mailmaga32.pdf 
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2. 交通環境学習の取り組み 

 

（１）交通環境学習開催のお知らせ 

（北海道） 

■北海道中央バス株式会社「バスに関する体験教室」 

北海道中央バスでは幼稚園や小中学生を対象にバスの乗り方やバスにまつわる仕事を

実際のバスを使って知ってもらう、「体験教室」を開催、受講希望団体を募集。 

http://pound.chuo-bus.co.jp/main/feature/taiken/ 

 

（関東） 

■栃木県佐野市「市営バスの乗り方教室」 

栃木県佐野市では町会、老人クラブ、育成会などの町会を単位とした団体などを対象

とした「市営バスの乗り方教室」を随時開催。特典として市営バスの 1 日乗車券の引

換券を配布。 

http://www.city.sano.lg.jp/komoku/traffic/01/09.html 

 

■神奈川県横浜市「環境教育出前講座」 

環境問題への理解を深めるため、市内の小中学校や地域の皆様を対象に、「環境教育出

前講座」の申込み受付を開始。交通環境学習は「電車、バス、クルマ・・・どれがエ

コ？」、「日産わくわくエコスクール」を用意。 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/kankyohozen/kankyo_kyoiku/demae/demae.html 

 

■「日産わくわくエコスクール」 

日産では「環境への配慮」を社会貢献活動の重点分野の一つとし、取り組んでおり、

将来を担う児童に地球環境問題と自動車産業の環境技術の取り組みを伝える環境学習

を実施。神奈川県内およびその近辺の小学校 5・6年生が対象。 

https://www.nissan-global.com/JP/CITIZENSHIP/ECO-SCHOOL/registration.html 

 

（近畿） 

■兵庫県伊丹市「出前講座」 

兵庫県伊丹市では、市職員が出向いて説明と意見交換を行う「出前講座」の申込受付

を開始。交通環境学習は、「市バスは人と環境に優しい公共交通！～環境負荷の軽減と

安全・快適なサービスの提供への取り組み～」を用意。 

http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SHIMIN/MACHI/1387455594137.html 

http://www.city.itami.lg.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/23/demaekouza.pdf 
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■JR西日本和歌山支社「旅育（たびいく）」 

JR 西日本和歌山支社では、6 月 7 日から 11 月 21 日までの指定日に、沿線の幼稚園・

保育所・小学校などの児童を対象に、駅の見学や乗車体験、鉄道の仕事などを学ぶ企

画「旅育（たびいく）」を開催、参加団体募集中。 

https://www.westjr.co.jp/press/article/2019/05/page_14222.html 

 

（中国） 

■山口市公共交通教室「バスの乗り方教室」 

山口市公共交通委員会では、バスの利用促進やお出かけの手段を増やすため、公共交

通教室、「バスの乗り方教室」の実施団体を募集（開催日時：4月から 11月末の日中(土

日祝日を除く)） 

http://www.city.yamaguchi.lg.jp/soshiki/73/2025.html 

 

（九州） 

■佐賀市交通局「バスの乗り方教室」 

佐賀市交通局では、学校や自治会、各種グループを対象に、実際にバスを持ち込んで、

基本的なバスの乗り方について体験する、「バスの乗り方教室」を実施。市内在住また

は市内に通勤、通学している方々で、10人以上のグループが対象。 

http://www.bus.saga.saga.jp/norikatakyoshitsu.html 

 

■産交バス、幼稚園・保育園対象「バスの乗り方教室」 

熊本県の産交バスでは、【バスのこと、バスに乗るとき・降りるときに守ってほしいこ

と】など紙芝居を使って勉強をする「バスの乗り方教室」を実施。熊本県内の幼稚園・

保育園が対象 

https://www.kyusanko.co.jp/sankobus/santa_room/norikata/ 

 

（沖縄） 

■沖縄バス「バス乗り方教室」 

沖縄バスでは、交通安全と公共交通の大切さを知ってもらう活動として、学校の授業

カリキュラム等として子供たちを対象に「バス乗り方教室」を開催。随時無償で募集。 

http://okinawabus.com/wp/ci/ci_csr/ci_csr_howtoride/ 
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（２）交通環境学習開催報告 

（東北） 

■「バリアフリー教室」in秋田市立上新城小学校 

総合的な学習の時間で「福祉」を学んでいる 3、4年生を対象に、7月 10日に「バリア

フリー教室」を実施。 

https://www.edu.city.akita.akita.jp/ksj-s/wp/?p=453 

 

（関東） 

■「バリアフリー教室」in東京家政大学 

東京運輸支局では 5月 14日、5月 21日に、東京家政大学教育福祉学科の学生を対象と

した「バリアフリー教室」を開催。 

http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/koutuu_seisaku/barrier_free/date/r1/barifuri_190514_21.pdf 

https://www.tokyo-kasei.ac.jp/academics/social_education_and_welfare/topics/2018/20180605174608.html 

 

■「バリアフリー教室」in「フェスタｍｙ宇都宮」 

栃木運輸支局では、5月 19日に市民の日の制定を祝うイベント「フェスタｍｙ宇都宮」

（宇都宮城址公園）内で「バリアフリー教室」を開催。 

http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/koutuu_seisaku/barrier_free/date/r1/barifuri_190519.pdf 

 

■「バリアフリー教室」in前橋市立城東小学校 

群馬運輸支局では 5 月 29 日に前橋市立城東小学校において、「バリアフリー教室」を

実施。 

http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/koutuu_seisaku/barrier_free/date/r1/barifuri_190529.pdf 

https://www.aba-j.or.jp/info/industry/8908/ 

http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/s_gunma/date/gu_p190522.pdf 

 

■「バリアフリー教室」in相模原市立二本松小学校 

神奈川運輸支局では 5月 30日に相模原市立二本松小学校において「バリアフリー教室」

を実施。 

http://www.sagamihara-kng.ed.jp/ictea-gw/modules/ictea_jblog/index.php?cid=1246&smode=h&event_id=324740&caldate=2019-7-9&schid=68&block=0 

 

■「バリアフリー教室」in北区立柳田小学校 

東京運輸支局では 6 月 5 日に東京都北区立柳田小学校において、「バリアフリー教室」

を実施。 

http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/koutuu_seisaku/barrier_free/date/r1/barifuri_190605.pdf 

 

 

 



6 
 

■「バリアフリー教室」in潮来市立牛堀小学校 

茨城運輸支局では 6 月 14 日に潮来市立牛堀小学校において、「バリアフリー教室」を

実施。 

http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/koutuu_seisaku/barrier_free/date/r1/barifuri_190614.pdf 

 

■「バリアフリー教室」in東京大学 （東京メトロ東大前駅） 

関東運輸局は 6月 17日に東京大学及び東京メトロ南北線東大前駅にて、都市工学を学

ぶ学生を対象に「バリアフリー教室」を実施。 

http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/koutuu_seisaku/barrier_free/date/r1/barifuri_190617.pdf 

 

■「バリアフリー教室」in潮来市立潮来小学校 

6月 25日に茨城県潮来市立潮来小学校の 4年生が車いすと高齢者疑似体験セットを使

ったバス乗降・介助体験を行い、車いすやアイマスクを使ってバスの乗降体験を実施。 

http://www2.itako.ed.jp/itako-el/?p=5231 

http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/koutuu_seisaku/barrier_free/date/r1/barifuri_190625.pdf 

 

■「バリアフリー教室」in宇都宮市立田原西小学校 

栃木運輸支局では 7 月 3 日に宇都宮市立田原西小学校において「バリアフリー教室」

を実施。 

http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/koutuu_seisaku/barrier_free/date/r1/barifuri_190703.pdf 

http://www.ueis.ed.jp/school/tawara-w/index.php?action=pages_view_main&active_action=journal_view_main_detail&post_id=1400&comment_flag=1&block_id=222#_222 

 

（近畿） 

■「バスの乗り方教室」in和歌山大学教育学部付属小学校 

4月 25日に和歌山大学教育学部付属小学校の 1年生が、「バスの乗り方教室」を体験。

和歌山バスが協力し、児童たちは磁気カードを使った乗降方法を学習。 

http://www.aes.wakayama-u.ac.jp/jo956507w-86/#_86 

 

（中国） 

■「バスの乗り方教室」等 by中国バス 

広島県の中国バスでは 4月 12日に認定こども園世羅幼稚園にて世羅警察署の方と合同

で「バスの乗り方教室」を実施。 

6月 13日に多治米小学校の 2年生が町たんけんの授業の一環で洗車や乗車体験を行っ

た。 

http://www.chugokubus.jp/blog/ 
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（四国） 

■「バリアフリー教室」in高松市立仏生山小学校 

高松市立仏生山小学校では、香川県立盲学校の職員 2名を講師として、6月 19日に「バ

リアフリー教室」を実施。 

https://www.kagawa-edu.jp/mogaku02/htdocs/index.php?key=jon3zfnrh-77 

http://blog.edu-tens.net/e-bussyo/2019/07/01/%e3%83%90%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%95%e3%83%aa%e3%83%bc%e6%95%99%e5%ae%a4/ 

 

（九州） 

■「バスの乗り方教室」等 by佐賀市営バス 

佐賀市営バスは 5月 30日に、バス通学が多い佐賀大付属小学校で 1年生を対象にした

「バスの乗り方教室」を実施。 

https://sagacitybus.sagafan.jp/e918611.html 

6月 14日に佐賀女子短大で車椅子の利用者体験をメインにした「バリアフリー教室」

を開催。 

https://sagacitybus.sagafan.jp/e920660.html 

 

■「バリアフリー教室」in熊本市立飽田東小学校 

熊本市立飽田東小学校では、4年生を対象に 6月 7日に「バリアフリー教室」を実施。 

http://www.kumamoto-kmm.ed.jp/sch/e/akitahigashies/life/schedule/bariafree.html 

 

（３）平成 30年度報告書 

（関東） 

■埼玉県三郷市平成 30年度「バスの乗り方教室」報告 

平成 30年度第 2回三郷市地域公共交通活性化協議会資料に掲載。2018年 10月 11日に

新和小学校 4年生、10月 15日に幸房小学校 6年生に「バスの乗り方教室」を開催。教

室の様子やアンケート調査結果、乗り方教室や三郷市の公共交通などについての児童

の自由記述意見が掲載。 

http://www.city.misato.lg.jp/secure/31096/%E3%80%90%E8%B3%87%E6%96%99%EF%BC%91%E3%80%91%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E3%83%90%E3%82%B9%E3%81%AE%E4%B9%97%E3%82%8A%E6%96%B9%E6%95%99%E5%AE%A4%E3%81%AE%E5%A0%B1%E5%91%8A.pdf 

 

■平成 30年度柏市「バスの乗り方教室」報告 

柏市交通政策課及び東武バスイーストが平成 30年度に柏市内の 6つの小学校で 2年生

を対象に「バスの乗り方教室」を実施。 

http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/140700/p048802.html 

・アンケート集計結果、授業風景等 

http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/140700/p048802_d/fil/s1.pdf 

 

 

 



8 
 

■平成 30年度横浜市立美しが丘東小学校「交通バリアフリー教室」実施報告 

神奈川運輸支局、一般社団法人神奈川県タクシー協会、神奈川都市交通株式会社と連

携し、横浜市立美しが丘東小学校で「交通バリアフリー教室」を 2018年 11月 26日に

実施。 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/kotsu/toshikotsu/mobility/mmdemaekouza.files/0035_20190315.pdf 
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3. ニュース/トピック  
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（北海道） 

■JR貨物北海道支社イベント 

JR貨物北海道支社では、7月 27日に函館貨物駅で「JR貨物グループ鉄道貨物フェステ

ィバル IN 函館 2019」を実施。 

https://www.shr-isaribi.jp/eventinfo/1413/ 

 

■札幌市交通局「2019市電フェスティバル」 

札幌市交通局では、市電と市電沿線の魅力を伝える市電フェスティバルを 9 月 7 日に

開催。 

https://www.city.sapporo.jp/st/event/sidenfestival/2019.html 

 

（東北） 

■JR東日本「盛岡車両センターまつり」 

東日本旅客鉄道株式会社盛岡支社では、イベントを通して鉄道への関心を持ってもら

うため、7月 25日に「盛岡車両センターまつり」を開催。 

http://www.jr-morioka.com/cgi-bin/pdf/press/pdf_1561705963_1.pdf 

 

■フラワー長井線「キッズ列車」 

山形鉄道は 5 月から毎月 1 回第 2 日曜日に、フラワー長井線で小学校低学年までの子

どもと親を対象にした「キッズ列車」を運行。 

http://flower-liner.jp/info/kids_train_report/ 

 

■秋北バス「乗合バス 小中学生夏休み特別運賃」 

秋北バスは夏休み（7月 23日～8月 25日）、冬休み（12月 26日 ～2020年 1月 13日）、

春休み（2020年 3月 20日～4月 5日）に現金支払いに限り、１回の乗車に付き、小学

生 50円、中学生 100円の特別運賃を実施。 

http://shuhokubus.sblo.jp/article/186229838.html 

 

■三陸鉄道「震災学習列車」 

三陸鉄道は被災地の復興のシンボルとして 2014年 4月に全線開通。被災地の「今」を

列車で移動しながら直接「見て」「聞いて」「感じて」、防災の役にたてるよう「震災学

習列車」を運行。 

https://www.sanrikutetsudou.com/?p=239 
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（関東）  

■群馬県「エコ通学のススメ」リーフレット配布 

群馬県では新高校生に公共交通を利用した通学について考えてもらうため、「エコ通学

のススメ」リーフレットを高崎商科大学附属高等学校・樹徳高等学校のオープンスク

ールで配布。リーフレットはＪＣＯＭＭデザイン賞受賞。 

https://www.pref.gunma.jp/houdou/h22g_00016.html 

 

■相鉄バス「2019年度ちびっこ 50円キャンペーン」 

神奈川県の相鉄バスは「2019年度ちびっ子 50円キャンペーン」を実施。キャンペーン

期間中は、小学生以下であれば１乗車につき現金 50円で乗合バスに乗車できる。実施

期間は、夏休み期間が 7月 20日から 9月 1日、冬休み期間が 12月 25日から 2020年 1

月 7日、春休み期間が 2020年 3月 26日から 4月 5日。 

https://www.sotetsu.co.jp/bus/ticket/value/50_coin.html 

 

■千葉モノレール「車両基地見学」 

千葉モノレールでは、夏休み特別企画「千葉モノレール車両基地見学～夏休み自由研

究バージョン～」を 7月 27日、8月 4日に開催。千葉駅から車両基地最寄りの動物公

園駅まで特別貸切列車に乗車。車両基地に到着した後、車庫内見学や貸切列車の前で

の記念撮影、車体手洗い体験、大型洗浄機による洗車見学等。 

https://chiba-monorail.co.jp/index.php/20190727kichi-kengaku-event/ 

 

■江ノ島バス「バスちびっ子 50円キャンペーン」 

江ノ島電鉄は小学生以下の乗客に対し現金で「小学生です」と自己申告した場合に限

り、バス乗車料金が 50円になるキャンペーンを実施。期間は、夏休み（7月 20日から

9月 1日）、冬休み（12月 25日から 2020年 1月 7日）、春休み（3月 26日から 4月 5

日）。 

https://www.enoden.co.jp/tourism/ticket/child/ 

 

■横浜市交通局「こども、バスは 50円、地下鉄は 110円」 

横浜市交通局は長期休暇期間中、小児運賃を市営バス 50円、地下鉄を 110 円に割引（現

金乗車のみ）。夏休み（7月 20日から 9月 1日）、冬休み（12月 21日から 2020年 1月

5日）、春休み（3月 21日から 4月 5日）に実施。 

http://www.city.yokohama.lg.jp/koutuu/kigyo/bus50sub110/ 
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■夏休み企画「小田急グループ 親子体験イベント 2019」 

小田急グループでは、7月 21日から 8月 17日まで、小学生とその保護者を対象に、夏

休み企画「小田急グループ 親子体験イベント 2019」を開催。車掌体験できる「ファ

ミリー鉄道教室」や、小田急バス「『きゅんた』と一緒！バスのお仕事体験」など全 14

教室。 

https://www.odakyu.jp/news/o5oaa1000001jstg-att/o5oaa1000001jstn.pdf 

 

■小湊鐵道、キハ 5800形見学と模擬点呼体験ツアー 

小湊鐡道は 6月 1日から 9月 21日までの期間に、日帰りツアー「小湊鐵道でカルチャ

ーシェアリング！小湊鐵道激レア体験」を開催。 

https://www.kominato.co.jp/satoyamatorocco/event/gekirare/index.html 

 

■自転車文化センター「自転車の乗り方教室」 

東京都の自転車文化センターは春休みに自転車の乗り方教室を開き、職員が 4～7歳の

子供に付き添って乗り方を教え、公道での交通ルールを学べるシミュレーターを使用

し、保護者を含めた注意喚起を実施。 

http://cycle-info.bpaj.or.jp/file_upload/100400/_main/100400_01.pdf 

 

■JR東海「超電導リニアこども学習教室」 

JR東海では、6歳以上 12歳以下を対象とした「超電導リニアこども学習教室」を 8月

21日から 23日の 3日間開催。 

https://linear.jr-central.co.jp/experience/ 

 

■神奈川中央交通バス「ちびっ子 50円」 

小学生対象のキャンペーンで、適用日は路線バスが現金で50円に。適用日は土日祝日、

夏休み期間（7月 20日から 8月 31日）、冬休み期間（12月 25日から 1月 7日）、春休

み期間、GW期間。対象は一般路線バス（空港リムジンバスや催事輸送バスは対象外）。 

https://www.kanachu.co.jp/bus/route/pdf/chibikko.pdf 

 

■秩父鉄道、子ども向け鉄道員業務体験 

秩父鉄道は、夏休みの自由研究イベントとして、「憧れの駅長さんに教えてもらおう『鉄

道員なりきりおしごと体験』」を 7月 31日に開催。 

https://www.ctk-extra.com/taiken/narikiri.html 
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■交通安全を訴えるタクシー「くれよんタクシー」 

タクシーグループ・チェッカーキャブ無線協同組合の墨田区、江東区周辺の 10社が参

加し、墨田区立業平小学校の新 3年生 76人が「交通安全」をテーマに描いた絵をラッ

ピングした「くれよんタクシー」を 6月 26日より走行。タクシー業界初。 

http://www.checker-cab.co.jp/pdf/kureyon.pdf 

 

■キッズパークたまどう「親子でまなぼう！自由研究」「親子でまわろう！夏のスタン

プラリー」 

京王電鉄では、7月 20日から 9月 1日まで「親子でまなぼう！自由研究」と「親子で

まわろう！夏のスタンプラリー」を開催。京王れーるランドの「鉄道安全教室」では、

現役の運転士や車掌が安全で正しい電車の乗り方やマナーなどを説明。 

https://www.keio.co.jp/news/update/news_release/news_release2019/nr190625_event.pdf 

 

■真岡鐵道「夏休み SLガイド体験」 

真岡鐵道は、「SL ガイド体験」を 8 月 10 日、14 日、18 日に開催。SL 車内にて、車掌

業務を体験。SLガイド体験証、記念品（石炭）のプレゼントつき。小学生が対象。 

http://sl-96kan.com/t-news/%e3%80%90%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88%e3%80%91%e5%a4%8f%e4%bc%91%e3%81%bf%ef%bd%93%ef%bd%8c%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88%e3%82%ab%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%83%80%e3%83%bc%ef%bc%81/ 

 

■東京総合車両センター、一般公開イベント 

JR東日本東京支社は、東京総合車両センターの一般公開イベントを 8月 24日に開催。

場所は東京総合車両センター、スポル品川大井町。運転台、車掌、輪軸、高所作業車

の各体験イベントは、小学生以下限定。 

https://www.jreast.co.jp/press/2019/tokyo/20190704_t01.pdf 

 

■2019夏休み限定「タクシーde建築めぐり forキッズ」 

日本交通と建築家・三村大介氏がコラボする観光タクシーツアー、「タクシーde建築め

ぐり for キッズ」を実施。タクシーに乗りながら、都内の名建築についてプロによる

解説を聞くことができる。コース例として東京・築地・銀座コースや渋谷・表参道・

千駄ヶ谷コースなど。 

http://www.nihon-kotsu.co.jp/taxi/kenchiku/index.html 

 

■職業体験型学習プログラム「京成きっずアカデミー」 

京成グループの 14社では、7月 28日から 8月 27日まで、小学生を対象とした職業体

験型学習プログラム「京成きっずアカデミー」を開催。鉄道の駅やバス・タクシーの

営業所、レジャー施設、自動車工場等で、全 17回開催。 

http://www.keisei.co.jp/information/files/info/20190626_180117673477.pdf 

https://www.keisei.co.jp/keisei/kouhou/cp/kids/index.php 
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■前橋市「鉄道乗り方学習」 

前橋市は、子どもの頃から鉄道に親しむことで、将来の鉄道利用へと繋げるとして、

市内 16校の小学 2年生を対象に「鉄道乗り方学習」を実施している。ＪＲ東日本と上

毛鉄道が協力。 

https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/seisaku/kotsuseisaku/gyomu/5/2/29

39.html 

 

■伊豆箱根鉄道「親子電車教室 in大雄山」 

伊豆箱根鉄道では、大雄山線大雄山駅にて、鉄道のことを楽しく学んで体験できる「親

子電車教室 in大雄山」を 8月 3日に開催。小学生とその保護者を対象。 

http://www.izuhakone.co.jp/railway/news/9797/index.html/ 

 

■つくばサイエンスツアーバス「科学倶楽部へようこそ」 

つくばの研究機関をめぐるリアル謎解きゲーム、つくばサイエンスツアーバスを利用

した謎解きイベントを 7月 20日から 9月 1日まで開催。 

https://www.i-step.org/tour/news/news_i495_u1.html 

 

■MEGA WEB「小学生集まれ夏休みイベント」 

東京・お台場にあるトヨタのクルマのテーマパーク「MEGA WEB」では自由研究にも役

立つ「夏休みイベント」を夏休み期間中に開催。燃料電池やプログラミングを学ぶ教

室、こどもメカニック体験、未来のモビリティを考えるこどもクルマ企画部など。 

https://www.megaweb.gr.jp/article/summer/ 

 

■鹿島臨海鉄道 小学生向け鉄道体験イベント 

「大洗鹿島線を育てる沿線市町会議」と鹿島臨海鉄道は、鉄道体験イベントを 8 月 9

日に開催。水戸市、大洗町、鉾田市、鹿嶋市、潮来市在学の小学 4年～6年生が対象。 

https://www.rintetsu.co.jp/6590.html 
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（関東・中部） 

■ブリヂストンサイクル、交通安全活動 

ブリヂストンサイクルでは、サイクルセーフティの一環として自転車交通安全教室や

出前教室を開催。 

・伊豆市内保育園及びこども園の園児を対象とした教室。 

https://www.bscycle.co.jp/news/release/2019/6520 

・5月 29日～31日、群馬県前橋市内の小学校 3校にて実施。 

https://www.bscycle.co.jp/news/release/2019/6742 

・5月 31日、栃木県栃木市立大平中央小学校にて実施。 

https://www.bscycle.co.jp/news/release/2019/6616 

・6月 12日、東京都国立市立国立第五小学校にて実施。 

https://www.bscycle.co.jp/news/release/2019/6629 

・6月 17日、埼玉県さいたま市立日進北小学校にて実施。 

https://www.bscycle.co.jp/news/release/2019/6646 

 

（北陸信越） 

■黒部峡谷鉄道「親子ふれあい体験ツアー」 

黒部峡谷鉄道は 7月 28日、小学生と家族対象に「トロッコ電車で行く親子ふれあい体

験ツアー！」を開催。トロッコ電車に乗って簡単な教材を使いながら黒部峡谷の自然

などを終点の欅平駅まで親子で楽しく学習。 

https://www.kurotetu.co.jp/event-detail/?post=42 

 

■諏訪湖周３市町スワンバス無料体験乗車 

岡谷市、諏訪市、下諏訪町は 6 月 1 日から 12 月 31 日まで、諏訪湖周を共同運行する

「スワンバス」の無料体験乗車を行う。イベントで配る体験乗車券利用者が対象で、

日頃バスになじみの薄いファミリー層を中心に乗ってもらい、利用者の増加を図る。 

https://www.city.suwa.lg.jp/uploads/007737/files/a150a70940fd0a8ba499bc3cb9c15715.pdf 

 

■鉄道体験「おいこっとキッズスクール」 

JR 長野支社は「夏の自由研究」をテーマに、駅・運転士・車掌・車両センターで普段

働くJR社員が考えた鉄道体験を旅行商品化した「おいこっとキッズスクール」を発売。

駅のバックヤード見学や車内放送体験等。 

https://www.jreast.co.jp/nagano/pdf/190610-01.pdf 
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■「きらきらうえつ こども車掌体験・酒田駅見学」 

JR東日本新潟支社は、「『きらきらうえつ』で行く！こども 1日車掌体験と酒田駅見学・

職業体験の旅」を開催。8 月 22 日、23 日の各日日帰り。「きらきらうえつ」の定期運

行終了に伴い、車掌体験も今年が最後。 

https://www.jrniigata.co.jp/press/20190627kirakira1nichisyasyou.pdf 

 

■北陸鉄道グループ「サマーキャンペーン 2019」 

北陸鉄道グループでは、「夏休みは北陸鉄道で楽しもう！」と、7月 28日に北陸鉄道バ

スふれあい体験や、妖怪電車を運行。8 月 10 日に石川線電車運転体験教室を実施。7

月 13日から 9月 1日まで路線バスと電車が 100円で乗車できる小学生対象の「One コ

インチケット」を実施。 

http://www.hokutetsu.co.jp/archives/30251 

 

（中部） 

■「愛知環状鉄道沿線 夏休み親子教室」 

愛知県と沿線 4 市で構成する愛知環状鉄道連絡協議会では、愛知環状鉄道の利用促進

及び沿線地域の活性化を目的として、「愛知環状鉄道沿線 夏休み親子教室」を開催。

8月 3日から 29日の間に 6コースを用意。 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kotsu/aikanoyako2019.html 

https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/300403.pdf 

 

■「わくわく体験リニモツアーズ」 

愛知県交通対策課は 7 月 26 日から 8 月 27 日まで、リニモの乗車と合わせ、沿線施設

での小学生連れ親子向け体験学習「わくわく体験リニモツアーズ 2019」を開催。リニ

モ車両基地で体験学習ができるコースなど全部で 9コース。 

https://linimo-school.info/ 

 

■自転車ロードレースチーム自転車安全教室実施 

自転車ロードレースのプロチーム「KINAN Cycling Team」（キナンサイクリングチーム）

が、ウィーラースクール（自転車安全教室）を実施。 

・5月 17日、三重県いなべ市立阿下喜小学校を訪問 

https://kinan-cycling.com/news/report/5965.html 

・6月 25日、三重県いなべ市立笠間小学校を訪問 

https://kinan-cycling.com/news/report/6917.html 
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■三岐鉄道、「北勢線夏休み親子ツアーズ」 

三岐鉄道は、8 月 21日に「北勢線夏休み親子ツアーズ」を開催。小学生とその保護者

を対象に、東員駅での北勢線乗車券購入体験、北大社車両区内の列車扉開閉体験、運

転室での操作体験を実施。 

https://www.sangirail.co.jp/contents/annai/news/R01oyakotua-.pdf 

 

■明知鉄道明智駅「SL乗車体験」等 

明知鉄道明智駅では、SL乗車体験として「車掌車に乗ろう」（小学生以下は保護者同伴

で乗車）、「運転室助手席に乗ろう」（小学生以上）を 8月 3日、10月 27日、12月 1日、

2020年 3月 7日に実施。 

https://www.aketetsu.co.jp/train/exp_sl 

・高校生以上の「SL運転ミニ体験」（9月 4日、2020年 1月 25日、 4月 18日実施） 

https://www.aketetsu.co.jp/train/exp_sl_mini 

・小学生以上の「SLふれあい整備体験」（7月 28日実施） 

https://www.aketetsu.co.jp/train/exp_sl_maint 

・中学生以上の「気動車体験運転」（8月 24日、12月 14日、2019年 3月 21日実施） 

https://www.aketetsu.co.jp/train/exp_kidousya 

 

■静岡県榛原郡吉田町、職業体験イベント「伝」 

今年で 6年目を迎える体験型イベント「伝（でん）」を、7月 27日に静岡県榛原郡吉田

町内の出展企業 21ヶ所を会場に開催。「はたらくって、カッコいい」をコンセプトに、

吉田町がまるごと職業体験のテーマパークに。大型バス洗車機車内体験やバス運転席

着席体験など。 

https://event-den.com/ 

 

■豊橋鉄道「市内電車“ワクワク営業所見学”と“ドキドキ運転体験”」 

豊橋鉄道では、小学生向け夏休み体験イベントとして「市内電車“ワクワク営業所見

学”と“ドキドキ運転体験”」を 8 月 15 日に開催。貸切乗車で通常通らない東田坂上

渡り線と井原交差点の R11カーブ（日本一の急カーブ）体験など。 

https://www.toyotetsu.com/news/000192.html 

 

（近畿） 

■「神戸市営地下鉄海岸線中学生以下無料化社会実験」 

地下鉄海岸線沿線の市街地西部地域への若年世代・子育て世帯等の交流・流入・定住

の促進等を目的とした神戸市営地下鉄海岸線中学生以下無料化社会実験として、平成

29年 7月 1日から地下鉄海岸線が無料で乗り放題となる「海岸線中学生以下フリーパ

ス」を発行しており、平成 31年度も引き続き社会実験を継続。 

http://www.city.kobe.lg.jp/information/press/2019/03/20190322704101.html 
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■「阪急阪神ゆめ・まちチャレンジ隊 2019」 

阪急阪神ホールディングスグループでは、7月 20日から 8月 29日まで、小学生の夢や

チャレンジを応援する体験学習プログラム「阪急阪神 ゆめ・まちチャレンジ隊 2019」

を開催。北神急行の車両基地で車両洗車体験ができるコース、線路や踏切や信号など

の点検を体験するコースなど 67プログラムを用意。 

https://www.hankyu-hanshin.co.jp/yume-machi/challenge.html 

 

■「一円電車」乗車体験会 

兵庫県養父市大屋町明延のスズ鉱山「明延鉱山」にて１円で乗れた電車「一円電車」

は閉山とともに廃止されたが、住民の手で「一円電車明延線」を開設し、まちの活性

化のシンボルとして 4月から 11月の休日や夏休みなどに乗車体験会を実施。 

https://www.yabu-kankou.jp/top_main_banar/1chien 

 

■「ウィーラースクール in美山 2019」 

毎回一年を通じて行われる京都府南丹市美山町でのウィーラースクール（自転車安全

教室）。交通安全のルールやマナー、自転車の仕組みを学んだり、ちょっとしたパンク

修理も出来るようメンテナンスにも挑戦したり、楽しいカリキュラムが満載。 

https://cyclingschool.jp/school/miyama/ 

 

■帆船「みらいへ」体験航海 

神戸運輸監理部では 8 月 5 日から 1 泊 2 日で、中学生と高校生を対象とした体験航海

を開催。参加費は無料、帆船ならではの体験メニューや天文教室など実施。 

http://wwwtb.mlit.go.jp/kobe/content/000097201.pdf 

 

■「神戸港で“みなとのちから”について学ぶ」 

神戸運輸監理部では 8 月 21 日、小学生とその保護者を対象に、“みなとのちから”を

テーマに本年 10月 1日に本格開業予定の港湾技能研修センター（神戸）の見学会を実

施。 

http://wwwtb.mlit.go.jp/kobe/content/000097245.pdf 

 

■阪堺電気軌道「ちんちん電車運転士試験 挑戦イベント」 

阪堺電気軌道は、親子向け夏休み企画「ちんちん電車の運転士試験に挑戦しよう！」

を 8月 3日、4日、各日 2回開催。小学生を対象に、電車や法令の授業、学科試験、実

技の授業と試験、洗車体験などを実施。実技の授業と試験は、学科試験の合格者のみ

受講可。 

https://www.hankai.co.jp/_wp/wp-content/uploads/2019/07/f3fceacd38a0b89dc02932d22ce1be7e.pdf 
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■和歌山電鐵「第 7回 貴志川線 夏休み子ども電車教室」 

和歌山電鐵では 7 月 27 日、8月 4日、24日に、「第 7回 貴志川線 夏休み子ども電車

教室『電車は急に止まれない！非常ブレーキを体感してみよう』」を開催。小学生以下

のお子様と同伴の保護者を対象。 

https://www.wakayama-dentetsu.co.jp/2019/07/11/%e7%ac%ac7%e5%9b%9e-%e8%b2%b4%e5%bf%97%e5%b7%9d%e7%b7%9a-%e5%a4%8f%e4%bc%91%e3%81%bf%e5%ad%90%e3%81%a9%e3%82%82%e9%9b%bb%e8%bb%8a%e6%95%99%e5%ae%a4/ 

 

■能勢電鉄「風鈴電車」 

能勢電車では、100個の風鈴を車内に飾り涼を呼ぶ「風鈴電車」を 8月 6日より運行。

運行開始に先立ち、風鈴電車を子どもたちたちと一緒に作り上げるイベントを 8 月 5

日に開催。 

https://noseden.hankyu.co.jp/upload_file/noseden/information/newsrelease201907161.pdf 

 

■六甲山観光「六甲ケーブル巻上場内見学ツアー」 

六甲山観光では、「巻上場内見学ツアー」7月 27日、8月 3日に開催。六甲ケーブルの

動力(心臓部分)である「巻上場」の見学ツアー。 

https://www.rokkosan.com/cable/event/cat_experience/1004/ 

 

（中国） 

■一畑電鉄「子ども電車体験教室」 

一畑電鉄は 7月 28日に「子ども電車体験教室」を実施。プロの運転士が付き添い、デ

ハニ 50形体験運転や４種類の体験を実施。 

https://www.ichibata.co.jp/railway/newsrelease/201905280820.html 

 

■マツダ「第 21回自動車専用船見学会」 

マツダでは、小学 4・5・6 年生及び中学生とその保護者の方を対象に、自動車専用船

見学会を 7月 26日開催。マツダミュージアムと自動車専用船を実際に見学することで、

自動車の製造から出荷までの様子を学ぶ。 

https://www2.mazda.com/ja/publicity/release/2019/201907/190702a.html 

 

■JFEスチール＆水島臨海鉄道コラボ会社見学 

水島臨海鉄道と JFEスチール西日本製鉄所（倉敷地区）は、7月 31日に水島地域の活

性化を図ることを目的とした、ＪＦＥスチール＆水島臨海鉄道が１日でわかる「コラ

ボ工場見学会」を初めて開催。 

http://www.mizurin.co.jp/info_detail/index/193.html 
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■阿佐海岸鉄道「あさてつワクワク体感ツアー」 

阿佐海岸鉄道では， 8月 4日に子どもと保護者を対象とした「あさてつワクワク体感

ツアー」を開催。DMV導入工事見学、車両基地ワクワク体感など。 

http://asatetu.com/archives/1943 

 

（四国） 

■「ＩＹＯＴＥＴＳＵ小学 1年生パスポート」 

愛媛県内の新小学 1 年生を対象に、土日祝の電車・バス及び「いよてつ高島屋」の大

観覧車が無料になる年間無料パス「ＩＹＯＴＥＴＳＵ小学 1年生パスポート」を配布。

4月 16日に松山市たちばな小学校で贈呈式が行われた。 

http://www.iyotetsu.co.jp/sp/topics/18/passport.html 

 

 

■「弓削丸体験航海 一日船長」 

弓削商船高等専門学校では、海や船に関心を持ってもらうため、ハイテク練習船「弓

削丸」を使って「一日船長」を企画。7月 27日は松山港三津ふ頭、7月 28日は今治港

第 2桟橋から乗船。 

http://www.yuge.ac.jp/wp-content/themes/yugekousen/data/r1_sentyou.pdf 

 

■土佐くろしお鉄道「列車とバス乗り方教室＆乗車体験」 

土佐くろしお鉄道と高知西南交通バスを応援する「土佐くろしお鉄道・高知西南交通

バス サポーターズクラブ」では、8月 3日に「列車とバス乗り方教室＆乗車体験」を

開催。 

https://www.tosakuro.com/news 

 

（九州） 

■「にしてつキッズしごと体験スクール 2019」 

西鉄グループでは、7月 22日から 11月 30日まで、西鉄グループの多様な仕事を児童

が体験できるプログラム「にしてつキッズしごと体験スクール 2019」を開催。駅スタ

ッフ体験クラス、マリエラ 1 日船長体験クラス、バス運転士体験・バス乗り方教室ク

ラスなど。 

http://www.nishitetsu.jp/kids_school/ 

 

■南阿蘇鉄道「夏休み 親子で体験イベント」 

南阿蘇鉄道では、「夏休み 親子で体験イベント」を夏休み期間中実施。「洗車体験プロ

グラム」は 8月毎週火曜・土曜（13日、17日除く）、「駅構内ツアー」は 7月 31日、8

月 3日、「なりきり！うんてんし」は 8月 9日、19日に実施。 

http://www.mt-torokko.com/2019/07/14/3332/ 
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（沖縄） 

■「かなえ！夢バス図画コンクール」 

「わった～バス党」（沖縄県）では、沖縄県内の小学生を対象に、「あったらいいな、

こんなバス」をテーマとしたバスの絵コンクールを開催。応募期間は 6月 24日から 9

月 9日まで。 

https://www.watta-bus.com/yume_bus/ 
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4. イベント、フォーラム、セミナー等の開催内容  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

（北海道） 

●はこだて・エコフェスタ 2019 

日時：2019年 7月 27日（土）10:00～15:00 

場所：函館アリーナ 

主催：環境フェスティバル実行委員会事務局 

https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2019031200059/ 

 

●環境広場さっぽろ 2019 

日時：2019年 8月 12日（月・祝）、13日（火）10:00～17:00 

場所：札幌ドーム 

主催：札幌市 

https://www.ecochil.net/hiroba/2019/ 

 

（東北） 

●第 9 回 地域の交通環境対策推進者養成研修会 

～ICT の活用を目指した持続的に支えあう交通づくり～ 

日時：2019 年 9月 24日（火）～26日（木） 

場所：ICTオフィスビル「スマートシティ AiCT」、湊公民館（福島県会津若松市） 

主催：EST 普及推進委員会、交通エコロジー･モビリティ財団、国土交通省東北運輸局 

http://www.estfukyu.jp/training2019.html 

 

（関東） 

●2019としまエコライフフェア 

日時：2019年 7月 27日（土）10:00～15:00 

場所：としまセンタースクエア 

主催：豊島区 

http://www.city.toshima.lg.jp/149/machizukuri/shizen/kyoiku/documents/2019ecofear.pdf 
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●夏休み企画「バリアフリー教室」 

日時：2019年 8月 3日（土）11:00～12:00 

場所：東武博物館 

日時：2019年 8月 10日（土）11:00～12:00 

場所：地下鉄博物館 

対象：小学生 3年生以上の親子 60名（30組） 

主催：交通エコロジー・モビリティ財団 

http://www.ecomo.or.jp/barrierfree/education/bfclass_summer.html 

 

●夏休み！多摩区エコフェスタ 

日時：2019年 8月 2日（金）10：00～15：003 

場所：多摩区役所 1階アトリウム、多摩区役所玄関前広場ほか 

主催：多摩区役所企画課 

http://www.city.kawasaki.jp/tama/page/0000031209.html 

 

●さいたまエコフェスタ in Summer 2019 

日時：2019年 8月 3日（土）12：00～16：00 

場所：浦和コミュニティセンター（コムナーレ 10階） 

主催：さいたまエコフェスタ in Summer 2019 実行委員会 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0501/library-info/documents/2019ecofesta.pdf 

 

●令和元年度「こども霞が関見学デー」 

日時：2019年 8月 7日（水）、8日（木） 

主催： 文部科学省をはじめとした 25府省庁等 

http://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/kengaku/ 

 

●日本福祉のまちづくり学会 第 22回全国大会（東京） 

日時：2019年 8月 8日（木）、9日（金） 

場所：日本大学理工学部駿河台校舎 

主催：日本福祉のまちづくり学会 

http://www.fukumachi.net/2019/03/222.html 

 

●第 11回土木と学校教育フォーラム 

日時：2019年 8月 25日（日）9:00～17:00 

場所：土木学会（講堂、A,B会議室） 

主催：土木学会 教育企画人材育成委員会 

http://committees.jsce.or.jp/education04/node/41 
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●第 4回いちはら環境フェスタ 

日時：2019年 9月 21日（土）10:00～15:00 

場所：市原市市民会館 

主催：いちはら環境フェスタ実行委員会・市原市 

https://www.city.ichihara.chiba.jp/kurashi/kankyoryokuka/kankyo/event-envstudy/kankyoufestakouhou.html 

 

●さいたまカーフリーデー2019 

日時：2019年 9月 21日（土） 10:00～16:00 

場所：大宮駅西口 鐘塚公園、周辺道路 

主催：さいたまカーフリーデー実行委員会 

https://www.city.saitama.jp/001/010/018/003/p065605.html 

 

●横浜カーフリーデー2019 & モビリティウィーク 

日時：2019年 9月 22日（日） 11：00～16：00 

場所：日本大通り・横浜公園 

主催： NPO法人横浜カーフリーデー実行委員会 

https://www.ycfd.jp/info/about_ycfd2019/ 

 

●町田エコフェスタ 2019 

日時：2019 年 10月 6日(日)10：00～15：00 

場所：町田市庁舎 

主催：町田エコフェスタ実行委員会事務局 

https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/kankyo/kankyo/keihatu/ibent/kankyoibent/ecofesta2019.html 

 

●第 46回東京モーターショー2019 

日時：（一般公開日）2019年 10月 25日(金)～11月 4日(月・祝) 

（特別招待日、障がい者手帳をお持ちの方の特別見学日）10月 24日(木)（事前登録制

（障がい者手帳提示）） 

場所：東京ビッグサイト <西 / 南 / 青海展示棟> 

主催：日本自動車工業会 

https://www.tokyo-motorshow.com/outline/ 

 

●エコプロ 2019 

日時：2019年 12月 5日（木）～7日（土） 

場所：東京ビックサイト 

主催：産業環境管理協会、日本経済新聞社 

http://eco-pro.com/2019/ 
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●多摩エコ・フェスタ 2020 

日時：2020年 1月 18日（土）、19日（日） 

場所：パルテノン多摩 2階 市民ギャラリー・特別展示室 

主催：多摩エコ・フェスタ 2020実行委員会 

http://www.city.tama.lg.jp/0000008080.html 

 

（北陸信越） 

●第 27回地球環境シンポジウム 

日時：2019年 8月 27日(火)～29日(木) 

場所：富山国際会議場 大手町フォーラム 

主催：公益社団法人 土木学会（担当：地球環境委員会） 

http://committees.jsce.or.jp/global/node/51 

 

（中部） 

●エコフェスタ名東 2019 

日時：2019年 8月 8日（木）10：00～15：00 

場所：名東区役所講堂、第 1、5、8会議室 

主催：名東区役所 

http://www.city.nagoya.jp/meito/page/0000117830.html 

 

●TOKAI ECO FESTA（東海エコフェスタ） 

日時：2019年 9月 21日（土）、22日（日） 

場所：愛・地球博記念公園内「大芝生広場」 

主催：東海エコフェスタ実行委員会 

http://tokaiecofesta.web.co.jp/ 

 

（近畿） 

●おおつエコフェスタ 2019 

日時：2019年 7月 28日（日）10：30～15：00 

場所：ピアザ淡海 3階大会議室 

主催：大津市地球温暖化防止活動推進センター 

http://www.e-biwako.jp/04_daigaku/pdf/190625-7.25eko.pdf 

 

●第 14回 御堂筋サイクルピクニック 

日時：2019年 9月 16日（月・祝）10:00～15:00 雨天決行 

場所：集合・解散／大阪・中之島公園 

主催：自転車文化タウンづくりの会 

https://cyclepicnic.wordpress.com/event/ 
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（中国） 

●第 15回周南市エコフェスタ 

日時：2019年 8月 4日（日）13：00～16：00 

場所：リサイクルプラザ「ペガサス」・環境館 

主催：リサイクルプラザペガサス環境館 

https://www.city.shunan.lg.jp/soshiki/19/38081.html 

 

（九州） 

●第 63回生活と環境全国大会 

日時：2019年 10月 28日（月）～30日（水） 

会場：熊本城ホール（※2019年 10月中旬オープン予定） 

主催：一般財団法人日本環境衛生センター 

https://www.jesc.or.jp/training/tabid/141/Default.aspx 

 

（沖縄） 

●子ども見学デー 

日時：2019年 8月 1日(木)10：00～16：00 

会場：那覇第２地方合同庁舎２号館 

主催：内閣府沖縄総合事務局 

http://www.ogb.go.jp/soumu/kodomoday 
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５．その他 
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【公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団より】 

●モビリティ・マネジメント教育（交通環境学習）のプログラム等を掲載 

http://www.mm-education.jp/tebiki.html 

●交通バリアフリーを題材とした学習プログラムの提供等をしています 

http://www.bfed.jp/ 

●「グリーン経営認証」に関する情報は、専用ホームページへ 

 http://www.green-m.jp/ 

●エコ通勤優良事業所を認証登録しています！ 

 http://www.ecomo.or.jp/environment/ecommuters/ecommuters_top.html 

●環境的に持続可能な交通（ＥＳＴ）メールマガジンを発行しています！【ＥＳＴ普

及推進委員会事務局（エコモ財団）】 

http://www.estfukyu.jp/mailmagazine.html 

●「運輸・交通と環境」を発行しています！ 

http://www.ecomo.or.jp/environment/unyukotsutokankyou/index.html 

 

 

●記事募集中本メールマガジンへの掲載記事を募集中です。 

モビリティ・マネジメント教育（交通環境学習）に関連する取組みや話題、 

イベントの案内等を事務局までお寄せください。 

  →E-mail：mailmagazine@mm-education.jp 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

発行：交通環境学習メールマガジン事務局 

 （公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団） 

バックナンバー（交通環境学習に関する寄稿）の閲覧はこちらから 

 http://www.mm-education.jp/magazine.html 

配信申込はこちらから 

 http://www.mm-education.jp/mailmagazine_form.html 

配信停止をご希望の方は下記アドレスまでご連絡ください 

 →E-mail：mailmagazine@mm-education.jp 

交通環境学習（モビリティマネジメント） 

 教育ポータルサイト： http://www.mm-education.jp/ 
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