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1. 寄稿 

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

『環境学習への思い』 

【大阪市立茨田北中学校 校長 上田 明】 

 

本校は、大阪市の北東部、大阪府の守口市・門真市・大東市に囲まれた地域に位置

し、今年度５６年目を迎えた「地域に誇れる学び舎」を目指した中学校です。 

しかし、大阪市内とは言え、極東に位置するため、昔から交通網の発達が遅れ、大阪

市営バスだけに頼るところがありました。 

私は茨田北に昨年４月に着任し、初めて鶴見区の学校に勤めましたが、教職員の自

転車通勤の多さに驚きました。これは自宅又は学校最寄駅からの通勤です。 

現在、私も大阪シティバス（２０１８年、市営から民営化）で通勤していますが、

その昔、茨田北へ部活動の試合で行くために、バスと徒歩で時間がかかり、大変苦労

したことを思い出しました。 

そして、今年度当初に、交通エコロジー・モビリティ財団の「交通環境学習」学校

支援制度を知ることとなり、「これは本校にピッタリではないか。地域愛を高めるため

にチャレンジしよう。」ということで、応募させていただきました。その結果、運よく

選定していただき、ご支援をもとに２年生を中心として学習展開を進めました。 

学校周辺は、広大な鶴見緑地公園ができ、そこで１９９０年に花博が開催され、地

下鉄が延長整備され、今ではかなり便利となりました。その後、田畑が住宅地に変貌

し、人口も一気に増えたため、近隣には生徒数の大規模校が点在しています。しか

し、大都会大阪の一角でありながら、昔の風情や佇まいが今なお残る懐かしい地域で

あり、東には生駒山を眺めることのできる環境豊かな地域です。 

この生活環境のもと、教職員と力を合わせ、今回の調査研究や取り組みを始めまし

た。調べを進めていくと、大阪市営バス・シティバスもかなり歴史があり、その変貌

と発展について、シティバス社より直接生徒たちにご講話をいただく計画を立てまし

たが、これについては叶いませんでした。 

そこで、鶴見区役所教育政策課のバックアップを受け、長年、地域保護司、生涯学

習に携わっておられる鎮西氏をご紹介いただき、ご支援ご講話をお願いすることとな

りました。 

鎮西氏は地域の歴史に大変お詳しく、配布資料も豊富で、パワーポイントを活用し

ながら、古代まで遡ってその歴史をご説明いただきました。また市バス、地下鉄の延

伸と地域の都市化、今後のモノレールの延伸にもご言及していただき、生徒たちに大

変深い学びとなりました。 

歴史の深い茨田地域と交通及び街の発展。地域愛をさらに深めるために、画期的な

学びとなったと思います。改めて貴財団様に感謝いたします。 
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※本寄稿は、下記ＵＲＬからファイルとしてダウンロードしていただけます。 

http://www.mm-education.jp/magazine/MMedu_mailmaga41.pdf 

  

http://www.mm-education.jp/magazine/MMedu_mailmaga41.pdf
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2. 交通環境学習の取り組み 

（１）交通環境学習開催報告 

（東北） 

■交通環境学習 n八戸市立轟木小学校 

八戸市立轟木小学校では、2021年 12月 15日に、1、2年生を対象に交通環境学習を行っ

た。 

https://nblog.hachinohe.ed.jp/todorke/blog_193883.html 

 

（関東） 

■バリアフリー教室 in関東運輸局 

関東運輸局では関東運輸局管内各地の小学校等にてバリアフリー教室を実施した。 

・2021年 9月 28日、北杜市立長坂小学校 4年生 

https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/content/000254623.pdf 

・2021年 10月 8日、甲府市立善誘館小学校 4年生 

https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/content/000248943.pdf 

・2021年 10月 21日、丹波山村立丹波小学校全学年 

https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/content/000248944.pdf 

・2021年 10月 21日、高崎市立鼻高小学校 5、6年生 

https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/content/000254573.pdf 

・2021年 11月 11日、甲州市立神金小学校全学年 

https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/content/000248945.pdf 

・2021年 11月 30日、八街市立実住小学校 4年生 

https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/content/000254892.pdf 

・2021年 12月 1日、山梨市立後屋敷小学校 3年生 

https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/content/000254948.pdf 

・2021年 12月 13日、横浜市立境木小学校 4年生 

https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/content/000256071.pdf 

 

（関東） 

■バス乗り方教室 in八王子市立美山小学校 

八王子市立美山小学校では 2021年 10 月 21日に、1、2年生を対象にバス乗り方教室を

行った。 

https://www.nisitokyobus.co.jp/nishichun/work.html#list-21653 

 

  

https://nblog.hachinohe.ed.jp/todorke/blog_193883.html
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/content/000254623.pdf
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/content/000248943.pdf
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/content/000248944.pdf
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/content/000254573.pdf
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/content/000248945.pdf
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/content/000254892.pdf
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/content/000254948.pdf
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/content/000256071.pdf
https://www.nisitokyobus.co.jp/nishichun/work.html#list-21653
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■バス乗り方教室 in三郷市立彦成小学校 

三郷市立彦成小学校では、2021 年 11 月 4 日に、4 年生を対象にバス乗り方教室を実施

した。バス乗り方教室は、モビリティ・マネジメントの一環として三郷市が 2017年度よ

り地元バス事業者と共に、市内の小学校を対象に毎年開催している。 

http://www.saitama-kanko.co.jp/pdf/20211104.pdf 

 

■ベイサイドブルー乗車体験 in横浜市立神奈川小学校 

横浜市立神奈川小学校では、2021 年 11 月 26 日に、6 年生を対象に総合学習の時間で、

「ベイサイドブルー」の乗車体験を行った。「ベイサイドブルー」は全長約 18ｍの連節

バスで、横浜市交通局の 100周年を記念し、市内の幼稚園・保育園・小学校などをクラ

ス単位で乗車体験する企画。 

https://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/es/kanagawa/index.cfm/1,3286,44,207,html 

 

■バス乗り方教室 in八王子市立城山小学校 

八王子市立城山小学校では、2021年 12月 16日に、2年生を対象にバス乗り方教室を開

催した。 

https://hachioji-school.ed.jp/weblog/index.php?id=sryme&date=20211222&category_id=682 

 

（北陸信越） 

■福祉体験学習 in新潟市立笹口小学校 

新潟市立笹口小学校では、2021年 9月 28日に、5年生を対象に福祉体験学習を行った。

「みんなが暮らしやすいけやき通り」というテーマの総合学習で、聴覚障害者からの説

話やアイマスク体験や白杖体験を実施。 

http://blog.city-niigata.ed.jp/keyaki-c/asa/2021/09/5-14.html 

 

■バリアフリー教室 in糸魚川市立糸魚川小学校 

糸魚川市立糸魚川小学校では、2021 年 9 月 30 日に、4 年生を対象にバリアフリーを考

える校外学習を実施した。国語の「安全マップを作って話し合おう」という単元で、「糸

魚川は、誰に対しても暮らしやすいまちなのだろうか。」という視点で街を探検した。 

https://www.itoigawa.ed.jp/itosyo/otayori/2021/5448/ 

 

■生活科乗り物遠足 in木曽町立日義小中学校 

木曽町立日義小中学校では、2021年 10月 21日に、小学 2年生を対象に、生活科の学習

の一環として、切符を自分で買って公共の乗り物を使って乗り物遠足を実施した。 

https://kisotyouritsuhiyoshisyoutyuugakkou.edumap.jp/blogs/blog_entries/view/11/49b1de7dd2a2469b69ee655b023b5694?frame_id=20 

 

  

http://www.saitama-kanko.co.jp/pdf/20211104.pdf
https://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/es/kanagawa/index.cfm/1,3286,44,207,html
https://hachioji-school.ed.jp/weblog/index.php?id=sryme&date=20211222&category_id=682
http://blog.city-niigata.ed.jp/keyaki-c/asa/2021/09/5-14.html
https://www.itoigawa.ed.jp/itosyo/otayori/2021/5448/
https://kisotyouritsuhiyoshisyoutyuugakkou.edumap.jp/blogs/blog_entries/view/11/49b1de7dd2a2469b69ee655b023b5694?frame_id=20
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■福祉体験学習 in新潟市立江南小学校 

新潟市立江南小学校では 2021年 11 月 1日に、4年生を対象に福祉体験学習を行った。

アイマスク体験や車いす体験を実施。 

http://blog.city-niigata.ed.jp/konan-blog/2021/11/post-760.html 

 

■創造活動「市役所ツアー」in上越教育大学付属小学校 

上越教育大学付属小学校 4年 2組では、路線バスの役割などを学習する創造活動を実施

している。路線の廃止について「市役所に行って聞きたい」といった意見から、「市役所

ツアー」を企画、2021 年 12 月 9 日に路線バスに乗車し、上越市役所に来訪、交通政策

課に質問を行った。 

https://element.juen.ac.jp/post_activity/post_activity-7401/ 

 

（中部） 

■福祉体験学習 in本巣市立席田小学校 

本巣市立席田小学校では、2021年 11月に、6年生を対象に福祉体験学習を行った。高齢

者疑似体験や車いす体験を実施。 

https://www.wakokai.or.jp/kaigo-blog/kitagata/familycare-uguisu/p872/ 

 

■バス乗り方教室 in岐阜市立柳津小学校 

岐阜市立柳津小学校では、2021年 11月 18日に、3年生を対象にバス乗り方教室を実施

した。岐阜市交通政策課から岐阜市のバス交通について学習した後、運動場にて実際に

バスに乗車し乗り方体験を実施。 

https://gifu-city.schoolcms.net/yanaizu-e/2021/11/18/%e3%83%90%e3%82%b9%e4%b9%97%e3%82%8a%e6%96%b9%e6%95%99%e5%ae%a4%ef%bc%8811%e6%9c%8818%e6%97%a5%ef%bc%89/ 

 

■いずっぱこ まるごと体験 in伊豆箱根鉄道グループ 

伊豆箱根鉄道グループでは、2021 年 11 月 23 日に、「いずっぱこまるごと体験」を開催

した。毎年恒例の「ふれあいフェスタ」の代替イベントとして、日頃は体験できない鉄

道・バス・タクシーの乗り物体験を開催した。鉄道では、電車の洗車体験や電気機関車

の見学、バスやタクシーでは運転席に座って機器の操作体験や車両説明等実施。 

https://www.facebook.com/izuhakonerailwaygroup/posts/297373635585401 

 

（近畿） 

■交通環境学習 in彦根市立旭森小学校 

彦根市立旭森小学校では、2021 年 9 月 29 日に、2 年生を対象にモビリティ事業を行っ

た。 

https://www.fureai-cloud.jp/asahinomori-hikone/notice/index/115/4650 

 

  

http://blog.city-niigata.ed.jp/konan-blog/2021/11/post-760.html
https://element.juen.ac.jp/post_activity/post_activity-7401/
https://www.wakokai.or.jp/kaigo-blog/kitagata/familycare-uguisu/p872/
https://gifu-city.schoolcms.net/yanaizu-e/2021/11/18/%e3%83%90%e3%82%b9%e4%b9%97%e3%82%8a%e6%96%b9%e6%95%99%e5%ae%a4%ef%bc%8811%e6%9c%8818%e6%97%a5%ef%bc%89/
https://www.facebook.com/izuhakonerailwaygroup/posts/297373635585401
https://www.fureai-cloud.jp/asahinomori-hikone/notice/index/115/4650
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■交通環境学習 in彦根市立佐和山小学校 

彦根市立佐和山小学校では、2021 年 10 月 5 日に、2 年生を対象にモビリティ事業を行

った。 

https://www.fureai-cloud.jp/sawayama-hikone/notice/index/115/2107 

 

■交通環境学習 in彦根市立城東小学校 

彦根市立城東小学校では、2021年 10月 8日に、2年生を対象に交通環境学習を行った。 

https://www.fureai-cloud.jp/jyoto-hikone/notice/index/115/5071 

 

■交通環境学習 in豊郷町立日栄小学校 

豊郷町立日栄小学校では、2021年 10月 15日に、2年生を対象にバスの交通環境学習を

行った。（広報とよさと 12月号 P4） 

https://www.town.toyosato.shiga.jp/cmsfiles/contents/0000002/2477/honbun.pdf 

 

■交通環境学習 in彦根市立高宮小学校 

彦根市立高宮小学校では、2021 年 11 月 1 日に、2 年生を対象に近江鉄道の利用の仕方

に関する学習を行った。 

https://www.fureai-cloud.jp/takamiya-hikone/notice/index/141/3030 

 

■バス乗車体験学習 in大津市立上田上小学校 

大津市立上田上小学校では、2021年 11月 16日に、1、2、4年生を対象にバス乗車体験

学習を行った。1、2年生は生活科の学習で安全にバスに乗る方法やマナーを学び、4年

生は総合的な学習でアイマスク体験や車いす体験を実施。 

http://www.otsu.ed.jp/kamita/topics/topics.cgi?mode=find&word=%83o%83X%8F%E6%8E%D4%91%CC%8C%B1&cond=1 

 

（中国） 

■高齢者疑似体験 in丸亀市立飯山中学校 

琴参バスでは、丸亀市社会福祉協議会を通じて、2021 年 6 月 11 日に、丸亀市立飯山中

学校の 2年生を対象に、丸亀市内を運行するコミュニティバスにて高齢者疑似体験を実

施した。 

https://www.kotosan.co.jp/news/rosen/entry-173.html 

 

■バスの乗り方教室 in防府市立玉祖小学校 

防府市立玉祖小学校では、2021年 9月 24日に、JR中国バス、山口運輸支局の協力の元、

2年生を対象にバスの乗り方教室を実施した。 

https://www.city.hofu.yamaguchi.jp/soshiki/5/buskyositu.html 

 

 

https://www.fureai-cloud.jp/sawayama-hikone/notice/index/115/2107
https://www.fureai-cloud.jp/jyoto-hikone/notice/index/115/5071
https://www.town.toyosato.shiga.jp/cmsfiles/contents/0000002/2477/honbun.pdf
https://www.fureai-cloud.jp/takamiya-hikone/notice/index/141/3030
http://www.otsu.ed.jp/kamita/topics/topics.cgi?mode=find&word=%83o%83X%8F%E6%8E%D4%91%CC%8C%B1&cond=1
https://www.kotosan.co.jp/news/rosen/entry-173.html
https://www.city.hofu.yamaguchi.jp/soshiki/5/buskyositu.html
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（四国） 

■バスの乗り方教室 in東かがわ市立引田小学校 

香川県東かがわ市では、2021年 10月 26日に、東かがわ市立引田小学校の 2年生を対象

にバスの乗り方教室を開催した。実証実験中の低速電動車「グリーンスローモビリティ」

の乗車体験も実施。 

https://www.fureai-cloud.jp/hiketa/notice/index/112/726 

 

（九州） 

■交通安全教室 in亀の井バス 

亀の井バスでは、2021 年 9 月 22 日に、別府警察署・別府交通安全協会とともに別府市

の光の園子どもの広場の園の園児を対象に交通安全教室を実施した。実際にバスを使っ

て乗り降りの練習、普段見ることはできないバスの下部や整備風景を見学、バスに乗っ

たまま洗車機に入る洗車体験を行った。 

https://www.instagram.com/p/CUKCCw2hqWh/ 

 

■福祉体験学習 in長崎市立南長崎小学校 

長崎市立南長崎小学校では、2021 年 10 月 1 日に、3 年生を対象に福祉体験学習を行い

高齢者疑似体験や車いす体験を実施。 

https://www.nagasaki-city.ed.jp/minaminagasaki-e/wp-content/uploads/2021/10/e625d26631d9fe35a100a74328122ee1.pdf 

 

■列車体験遠足 in佐賀市神野こども園 

佐賀市神野こども園では、2021年 10月 29日に、年長児を対象に、電車の乗車体験遠足

を実施し、公共の場でのマナーを学習した。 

https://www.kouno-kodomoen.ed.jp/blog/000389.php 

 

■バス乗り方教室 in伊万里市立黒川小学校 

伊万里市立黒川小学校では、2021年 11月 26日に、1、2年生を対象に、バスの安全な乗

り方やマナーを学ぶバス乗り方教室を実施した。 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4786189894735956&id=614237131931274 

 

■乗車体験 in肥薩おれんじ鉄道 

芦北町立大野小学校では、2021 年 12 月 8 日に、全校児童を対象に課外活動で肥薩おれ

んじ鉄道の乗車体験を実施した。貸切列車にてマイクを使ったアナウンス体験等行った。 

https://es.higo.ed.jp/oonoes/blogs/blog_entries/view/46/69306f58ec43fab987bd0e09a9254ce2?frame_id=51 

 

  

https://www.fureai-cloud.jp/hiketa/notice/index/112/726
https://www.instagram.com/p/CUKCCw2hqWh/
https://www.nagasaki-city.ed.jp/minaminagasaki-e/wp-content/uploads/2021/10/e625d26631d9fe35a100a74328122ee1.pdf
https://www.kouno-kodomoen.ed.jp/blog/000389.php
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4786189894735956&id=614237131931274
https://es.higo.ed.jp/oonoes/blogs/blog_entries/view/46/69306f58ec43fab987bd0e09a9254ce2?frame_id=51
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■エコモビゲーム in佐世保市立広田小学校 

佐世保市立広田小学校では、2021 年 12 月に、4 年生を対象に佐世保エコプラザの協力

の元、エコモビゲームを実施した。電車と自家用車で佐世保から長崎を目指すという設

定のすごろくで、地球環境について学習。 

http://www.city.sasebo.ed.jp/es-hiroda/asp/oshirase/pub/o_detail.asp?sc=11&kid=36630&page=1&menuid=333 

 

■社会科見学「石炭と鉄道のまち直方」 

直方市石炭記念館及び NPO汽車倶楽部では、直方市の小学校 3年生を対象に「石炭と鉄

道のまち直方」というテーマで社会科見学を実施している。令和 3年度では市内の 9校

において実施され、活動報告を掲載している。 

http://www.kisyaclub.gr.jp/kisya_20120401b/kisya_gakusyu.html 

 

 

http://www.city.sasebo.ed.jp/es-hiroda/asp/oshirase/pub/o_detail.asp?sc=11&kid=36630&page=1&menuid=333
http://www.kisyaclub.gr.jp/kisya_20120401b/kisya_gakusyu.html
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

3. ニュース/トピック 

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

（全国） 

■第三セクター鉄道等協議会「こども鉄印コンテスト」を実施中 

第三セクター鉄道等協議会・読売旅行・旅行読売出版社・日本旅行では、2022年 1月

31日まで、小・中学生を対象に対象鉄道会社の鉄印のデザインを自由に書く「こども

鉄印コンテスト」の作品を募集している。 

https://tabiyomi.yomiuri-ryokou.co.jp/article/001274.html 

 

■日本民営鉄道協会「日本全国みんてつ絵はがき大募集」を発表 

日本民営鉄道協会では 2021年 11月 1日～12月 15日の間、日本国内在住の 3歳～小学

生を対象に実施した「日本全国みんてつ絵はがき大募集」で、合計 2,863作品もの絵

はがきが応募された。応募された絵はがきの一部や各鉄道会社の展示状況を掲載。 

https://www.mintetsu.or.jp/association/news/2022/17891.html 

 

（北海道） 

■札幌市交通事業振興公社「地下鉄・路面電車子ども交通教室 2021（冬）～地下鉄編

～」動画公開中 

札幌市交通事業振興公社では、2021年 12月 27日から「地下鉄・路面電車子ども交通

教室 2021（冬）～地下鉄編～」として、動画を公開している。 

https://www.stsp.or.jp/event/%e3%80%8c%e5%9c%b0%e4%b8%8b%e9%89%84%e3%83%bb%e8%b7%af%e9%9d%a2%e9%9b%bb%e8%bb%8a%e5%ad%90%e3%81%a9%e3%82%82%e4%ba%a4%e9%80%9a%e6%95%99%e5%ae%a42021%ef%bc%88%e5%86%ac%ef%bc%89%ef%bd%9e%e5%9c%b0/ 

 

（関東） 

■東京都交通局「ライナー博士とさくら助手の線路迷宮」を開催中 

東京都交通局では、2021年 11月 3日～2022年 2月 28日の間、リアル宝探し「ライナ

ー博士とさくら助手の線路迷宮」を開催している。東京さくらトラム（都電荒川線）

と日暮里・舎人ライナーに乗り、沿線にある手がかりを集めて「クリアワード」を特

定し、報告サイトで報告する企画。 

https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/pickup_information/news/toden/2021/tdn_i_2021102710153_h.html 

 

■西武 HD子ども応援プロジェクト「西武塾」体験レポート 

西武 HDは 2021年 12月 5日に、子どもたちに体験や学びの場を提供する子ども応援プ

ロジェクト「西武塾」を西武鉄道小手指車両基地で開催した。リアルな講座は 2年ぶ

り。 

https://www.seibuholdings.co.jp/seibujuku/report/archive/20211227.html 

 

 

https://tabiyomi.yomiuri-ryokou.co.jp/article/001274.html
https://www.mintetsu.or.jp/association/news/2022/17891.html
https://www.stsp.or.jp/event/%e3%80%8c%e5%9c%b0%e4%b8%8b%e9%89%84%e3%83%bb%e8%b7%af%e9%9d%a2%e9%9b%bb%e8%bb%8a%e5%ad%90%e3%81%a9%e3%82%82%e4%ba%a4%e9%80%9a%e6%95%99%e5%ae%a42021%ef%bc%88%e5%86%ac%ef%bc%89%ef%bd%9e%e5%9c%b0/
https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/pickup_information/news/toden/2021/tdn_i_2021102710153_h.html
https://www.seibuholdings.co.jp/seibujuku/report/archive/20211227.html
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■スカイホップバス東京「リアル＆デジタル東京周遊スタンプラリー」を開催中 

スカイホップバス東京では 2022年 1月 8日～2月 10日まで「リアル＆デジタル東京周

遊スタンプラリー」を開催している。スカイホップバスの乗車券を購入し参加するリ

アルスタンプラリーと、スカイホップバスの乗車券を購入していなくても参加できる

デジタルスタンプラリーの 2方式同時開催。スカイホップバスの運行は 1月 30日ま

で。 

https://skyhopbus.com/ja/news/138 

 

■千葉都市モノレール「千葉都市モノレール×京成バス ダブル車両基地見学ツアー」

を開催予定 

千葉都市モノレールでは、京成バスとのコラボ企画として 2022年 1月 30日、2月 26

日、3月 26日に「千葉都市モノレール×京成バス ダブル車両基地見学ツアー」を開催

する。テーマは「ダブル車両基地見学！」で通常は立入禁止の 2つの車両基地に潜

入。 

https://chiba-monorail.co.jp/index.php/2022keiseibus-trip/ 

 

■JR東日本「プロに学ぶ鉄道写真撮影講座！」を開催予定 

JR東日本では、2022年 2月 19日に親子限定の「プロに学ぶ鉄道写真撮影講座！～上

総一ノ宮駅電留線で B.B.BASEを撮影～」を開催する。普段立ち入ることのできない場

所で撮影でき、B.B.BASE運転台からの撮影で乗務員気分を体験できる、親子向け企

画。小学 3～中学 3年生とその保護者が対象。 

https://www.jreast.co.jp/press/2021/chiba/20211224_c01.pdf 

 

■小田急電鉄「小田急線駅スタンプラリー～ロマンスカー編～」を実施中 

小田急電鉄では、2021年 12月 6日～2022年 2月 13日の間、「小田急線駅スタンプラ

リー～ロマンスカー編～」を開催している。2021年 6月に小田急線全 70駅の駅スタン

プをリニューアルした記念の特別企画。 

https://www.odakyu.jp/news/o5oaa1000002138y-att/o5oaa10000021395.pdf 

 

■小田急箱根 HD「おだきゅうはこねのりものフェスタオンライン」を開催中 

小田急箱根 HDでは、2021年 12月 10日～2022年 3月 31日に「おだきゅうはこねのり

ものフェスタ」をオンラインで開催している。「おだきゅうはこねのりものフェスタ」

は 2020年に新型コロナウィルス感染拡大の影響により中止しており、2021年は特設

WEBサイトを公開。「5つの乗り物オリジナル動画」や、「ペーパークラフト＆ぬりえ」

等。 

https://www.odakyu-hakone-nori-fes.jp/ 

 

  

https://skyhopbus.com/ja/news/138
https://chiba-monorail.co.jp/index.php/2022keiseibus-trip/
https://www.jreast.co.jp/press/2021/chiba/20211224_c01.pdf
https://www.odakyu.jp/news/o5oaa1000002138y-att/o5oaa10000021395.pdf
https://www.odakyu-hakone-nori-fes.jp/
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■小田急トラベル「ロマンスカー・南武線貸切り！普段は絶対入れま線つあぁー」を

開催予定 

小田急トラベルでは小田急ロマンスカーと JR南武線用 E233系 8000番台を小田急トラ

ベルが貸切り、普段には乗入れない貨物線や車両基地への入線を楽しめる「ロマンス

カー・南武線貸切り！普段は絶対入れま線つあぁー」を開催する。2022年 1月 30日、

2月 5日の日帰りツアー。 

https://www.odakyu-travel.co.jp/special/oer/jr_collabo.html 

 

■小田急電鉄「小田急親子鉄道ゼミ」を開催予定 

小田急電鉄では，2022年 1月 23日、2月 5日に、小学 3～6年生とその保護者のペア

を対象にした『小田急親子鉄道ゼミ』を開催する。1月 23日は喜多見電車基地で開催

する車両の運転や整備がテーマの「運転士・車掌・整備士編」、2月 5日は海老名駅で

開催する駅業務がテーマの「駅係員編＋ロマンスカーミュージアム見学」。 

https://www.odakyu.jp/news/o5oaa100000203tk-att/o5oaa100000203tr.pdf 

 

■小田急電鉄「小児 IC運賃を全区間一律 50円」を実施予定 

小田急電鉄では、2022年春より小児 IC運賃を小田急線内一律 50円に引き下げる。小

児運賃(IC利用)を、持続的に大人運賃の半額以下に一律低廉化するのは全国の鉄道初

の取り組み。 

https://www.odakyu.jp/news/o5oaa10000020qp8-att/o5oaa10000020qpf.pdf 

 

■上毛電気鉄道「電車運転体験ツアー」を開催予定 

上毛電気鉄道では、2022年 1月 29日、2月 26日に、「電車運転体験ツアー」を開催す

る。小学 1年生から対象。 

https://www.jomorailway.com/tour.html 

 

■上信電鉄「デキフェスタ」を開催予定 

上信電鉄では、2022年 2月 12日に、上信電鉄本社にて「デキフェスタ」を開催する。

上信電鉄デキ 1形電気機関車をお披露目、体験乗車・撮影会、運転室見学会等。 

https://www.joshin-dentetsu.co.jp/wp/wp-content/uploads/2022/01/5d134f378853e13083d2c8226557eb1d.pdf 

 

（北陸信越） 

■黒部峡谷鉄道「黒部峡谷トロッコ電車 車庫見学会」を開催中 

黒部峡谷鉄道では、2022年 1月 23日～2月 23日までの日曜日・祝日（2月 6日、2月

11日～2月 13日は除く）、「黒部峡谷トロッコ電車 車庫見学会」を開催する。普段見

ることができない、機関車および客貨車の分解、点検を見学。 

https://www.kurotetu.co.jp/event-detail/?post=249 

 

https://www.odakyu-travel.co.jp/special/oer/jr_collabo.html
https://www.odakyu.jp/news/o5oaa100000203tk-att/o5oaa100000203tr.pdf
https://www.odakyu.jp/news/o5oaa10000020qp8-att/o5oaa10000020qpf.pdf
https://www.jomorailway.com/tour.html
https://www.joshin-dentetsu.co.jp/wp/wp-content/uploads/2022/01/5d134f378853e13083d2c8226557eb1d.pdf
https://www.kurotetu.co.jp/event-detail/?post=249
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（中部） 

■岳南電車「謎解きクイズラリー」を開催中 

岳南電車では、2021年 12月 25日～2022年 2月 13日の間、岳南電車各駅を巡る「謎

解きクイズラリー」を開催している。 

https://www.gakutetsu.jp/event/quiz_rally.html 

 

■にしがま線利用促進鉄道イベント「第 7回鉄研」を開催 

2021年 12月 5日にＳＬの乗車体験やプラレールで遊べる鉄道イベント「鉄研」が西尾

市立幡豆中学校で実施された。赤字が続く名鉄西尾・蒲郡線の沿線を盛り上げ、利用

促進につなげようと企画された。幡豆中学校の生徒もボランティアとして参加。 

http://nishioeducation.lekumo.biz/hazuchu/2021/12/post-c799.html 

 

■JR東海「２月から土日に東海道新幹線のぞみに子ども連れ専用車両導入」を実施予

定 

JR東海では、2022年 2月 11日～4月 24日の土休日に、東海道新幹線「のぞみ」の一

部列車の指定席に「お子さま連れ専用車両」を設定する。発売締切日は出発日の 4日

前までで、1ドリンク引換券付き。 

https://jr-central.co.jp/news/release/_pdf/000041670.pdf 

 

（近畿） 

■近江鉄道バス「立命館守山中学校・高等学校美術部による医療従事者への感謝・応

援メッセージバス」を運行 

近江鉄道バスでは、滋賀県バス協会と立命館守山中学校・高等学校の美術部の協力の

元、路線バスの車体に医療従事者へ感謝と応援のメッセージを描いたバスを 2021年 12

月 9日から運行している。例年滋賀県バス協会主催の「バスの日まつり」で「お絵か

きバス」を実施していたが、新型コロナウイルス感染拡大で実施できないため、滋賀

県バス協会の事業の一環として実施。 

https://www.ohmitetudo.co.jp/file/bus_newsrelese_20211214.pdf 

 

■山陽電気鉄道「山陽 WEB 鉄道フェスティバル 2021」を開催中 

山陽電気鉄道では、2021年 11月 1日～2022年 1月 31日の間、「山陽 WEB鉄道フェス

ティバル 2021」を開催している。例年 10月下旬に東二見車両工場で「山陽鉄道フェ

スティバル」を開催しているが、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、オンラ

インで開催。 

http://www.sanyo-railway.co.jp/media/1634792520.pdf 

 

  

https://www.gakutetsu.jp/event/quiz_rally.html
http://nishioeducation.lekumo.biz/hazuchu/2021/12/post-c799.html
https://jr-central.co.jp/news/release/_pdf/000041670.pdf
https://www.ohmitetudo.co.jp/file/bus_newsrelese_20211214.pdf
http://www.sanyo-railway.co.jp/media/1634792520.pdf
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■阪急電鉄「阪急レールウェイフェスティバル 2021 ONLINE」を開催中 

阪急電鉄では、2021年 11月 12日～2022年 1月 31日の間、「阪急レールウェイフェス

ティバル 2021 ONLINE」を開催している。例年春と秋に正雀工場にて、鉄道イベント

「阪急レールウェイフェスティバル」を開催しているが、新型コロナウイルスの感染

拡大防止のため、オンラインで 2回目の開催。 

https://www.hankyu.co.jp/area_info/railway2021a/ 

 

■泉北高速鉄道「せんぼくトレインフェスタ ONLINE」を開催中 

泉北高速鉄道では、2021年 11月 15日～2022年 3月 31日の間、「せんぼくトレインフ

ェスタ ONLINE ～50th Anniversary with You～」を開催している。「せんぼくトレイ

ンフェスタ」は例年 10月に開催しているが、今年度は新型コロナウイルス感染拡大防

止のため、オンラインで開催。 

http://www.semboku.jp/wp-content/uploads/2021/11/bac1a7e109d9e1a0579d715dd33f12a1.pdf 

 

■阪神電気鉄道「鉄道の日はんしんまつり 2021オンライン」を開催中 

阪神電気鉄道では、2021年 11月 20日～2022年 1月 31日の間、「鉄道の日 はんしん

まつり 2021オンライン」を開催している。例年「鉄道の日はんしんまつり」は尼崎車

庫などで開催しているが、今年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、オンラ

インで開催。 

https://www.hanshin.co.jp/company/press/detail/3335 

 

■阪急バス「阪急バスグループお客様感謝 Day2021オンライン」を開催中 

阪急バスグループでは、2021年 12月 20日～2022年 2月 28日の間、「阪急バスグルー

プお客様感謝 Day2021」をオンラインで開催している。バスをより知って楽しめるコン

テンツ。 

https://www.hankyubus.co.jp/kanshadayonline/ 

 

■京阪電気鉄道・大阪モノレール「ナゾときめぐり in 門真市」を開催中 

京阪電気鉄道・大阪モノレール・門真市では、2021年 12月 10日～2022年 2月 28日

に謎解きイベント「ナゾときめぐり in門真市」を開催している。京阪電車・大阪モノ

レール沿線の門真市を舞台に、謎を解きながら門真市を周遊するイベント。 

https://www.keihan-holdings.co.jp/news/upload/211207_%20nazotokiinkadoma.pdf 

 

  

https://www.hankyu.co.jp/area_info/railway2021a/
http://www.semboku.jp/wp-content/uploads/2021/11/bac1a7e109d9e1a0579d715dd33f12a1.pdf
https://www.hanshin.co.jp/company/press/detail/3335
https://www.hankyubus.co.jp/kanshadayonline/
https://www.keihan-holdings.co.jp/news/upload/211207_%20nazotokiinkadoma.pdf
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■南海電気鉄道「臨時 6000系貸切り列車で行く！千代田工場見学日帰りツアー」を開

催中 

南海電気鉄道と阪急交通社は 2022年 1月 24日、25日、2月 7日に「臨時 6000系貸切

り列車で行く！千代田工場見学日帰りツアー」を開催。南海電鉄従業員のガイドのも

と、普段は入ることができない千代田工場内で車両整備や留置車両を見学等。 

http://www.nankai.co.jp/library/company/news/pdf/211207.pdf 

 

■神戸新交通「貸切ポートライナーで巡る！カッコイイ飛行機＆カワイイ動物 ふれあ

いわくわくツアー」を開催予定 

神戸新交通では、2022年 2月 26日に「貸切ポートライナーで巡る！カッコイイ飛行機

＆カワイイ動物 ふれあいわくわくツアー」を開催する。神戸空港のバックヤード見

学、神戸どうぶつ王国での自由行動など、ポートアイランド線開業 40周年記念企画。 

https://www.knt-liner.co.jp/event/6104/ 

 

■北条鉄道「キハ４０形気動車導入イベント」を開催予定 

北条鉄道では、キハ 40形式気動車の導入に先立ち、2022年 2月 27日に、津軽三味線

列車となまはげ列車を運行し、乗車体験できるイベントを実施する。なまはげ列車は

子どもがいる世帯優先。 

http://www.hojorailway.jp/topics/event/2022/10789.html 

 

（中国） 

■一畑電車「一畑電車謎解き宝探しトレイン」を開催中 

一畑電車では、2022年 1月 14日～2月 23日に「一畑電車謎解き宝探しトレイン」を

開催する。一畑電車は、明治 45年の一畑軽便鉄道の創立から今年で 110年を迎え、

110周年記念の第一弾企画として実施する。一畑電車に乗って、ファミリーで力を合わ

せて謎を解いて途中下車しながら沿線の魅力を再発見する企画。 

https://www.ichibata.co.jp/railway/topics/202201071300.html 

 

（四国） 

■とさでん交通「日曜・祝日「路面電車・路線バス等」無料デー」を実施中 

とさでん交通では、高知市の補助金による企画として、2021年 11月～2022年 1月の

日曜日・祝日と年末年始に運賃が無料とする「無料デー」を実施している。高知市内

を運行する路面電車・路線バス・高知市デマンド型タクシーが対象。 

https://www.tosaden.co.jp/download/?t=LD&id=1810&fid=6771 

 

  

http://www.nankai.co.jp/library/company/news/pdf/211207.pdf
https://www.knt-liner.co.jp/event/6104/
http://www.hojorailway.jp/topics/event/2022/10789.html
https://www.ichibata.co.jp/railway/topics/202201071300.html
https://www.tosaden.co.jp/download/?t=LD&id=1810&fid=6771
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■伊予鉄道「5000形導入記念：新型 LRT車両撮影会および古町車両工場見学会」を開

催予定 

伊予鉄道では、2022年 2月 5日に 5000形の追加導入を記念し、「新型 LRT車両撮影

会・古町車両工場見学会イベント」を開催する。運転台乗車、ドア開閉体験、アナウ

ンス体験等。 

https://www.iyotetsu.co.jp/topics/5000LRT/ 

 

 

https://www.iyotetsu.co.jp/topics/5000LRT/
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4. イベント、フォーラム、セミナー等の開催内容 

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

（関東） 

●第 21回エコフェスタワンダーランド ONLINE 

日時：2022年 2月公開予定 

場所：オンライン 

主催：東京都大田区 

https://ecofestaonline.city.ota.tokyo.jp/ 

 

（近畿） 

●ロハスフェスタ万博 

日時：2022年 4月 22日(金)～24日（日） 

   4月 29日(金)～5月 1日（日） 

   5月 3日（火）～5日（木） 

会場：万博記念公園東の広場 

主催：ロハスフェスタ実行委員会・シティライフ 

https://lohasfesta.jp/banpaku-spring 

 

（中国） 

●ロハスエコフェスタ広島 

日時：2022年 2月 26日（土）・27日（日） 

会場：旧広島市民球場跡地 

主催：ロハスフェスタ実行委員会 

https://lohasfesta.jp/hiroshima 

 

（九州） 

●第 38回全国都市緑化くまもとフェア 

日時：2022年 3月 19日(土)～5月 22日（日） 

場所：街なかエリア「熊本城公園及びシンボルプロムナード一帯」 

水辺エリア「水前寺江津湖公園一帯」（水前寺地区～広木地区、動植物園含む） 

まち山エリア「立田山」 

主催：熊本市、公益財団法人都市緑化機構 

https://urbangreen.or.jp/info-event/ryokukafair/38kai_greenfair-kaisaigaiyou 

 

  

https://ecofestaonline.city.ota.tokyo.jp/
https://lohasfesta.jp/banpaku-spring
https://lohasfesta.jp/hiroshima
https://urbangreen.or.jp/info-event/ryokukafair/38kai_greenfair-kaisaigaiyou
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（海外） 

●Abilities Expo 

日時：2022年 3月 4日～6日 

場所：アメリカ・ロサンゼルスコンベンションセンター、ウェストホール A 

https://www.abilities.com/losangeles/ 

日時：2022年 5月 13日、14日 

場所：アメリカ・トロント・インターナショナルセンター 

https://abilitiesexpotoronto.com/ 

日時：2022年 6月 24日～26日 

場所：アメリカ・シカゴ・ルネッサンスシャンブルグコンベンションセンター 

https://www.abilities.com/chicago/ 

日時：2022年 8月 5日～7日 

場所：アメリカ・ヒューストン・NRGセンター 

https://www.abilities.com/houston/ 

日時：2022年 9月 9日～11日 

場所：アメリカ・フェニックス・Westworld of Scottsdale 

https://www.abilities.com/phoenix/ 

日時：2022年 11月 4日～6日 

場所：アメリカ・マイアミ・ダブルツリーマイアミエアポートコンベンションセンター 

https://www.abilities.com/miami/ 

 

●Micro Mobility Expo 2022 

日時：2022年 5月 19日～21日 

場所：ドイツ・ハノーバー 

主催：ドイツメッセ 

https://www.micromobilityexpo.de/en/ 

 

●ECOMM 2022 

日時：2022年 5月 31日～6月 2日 

場所：フィンランド・トゥルク 

主催：European Platform on Mobility Management（EPOMM） 

https://www.ecomm2022.com 

 

●Persontrafik 2022 - Event For The Public Transport Industry 

日時：2022年 10月 25日～27日 

場所：スウェーデン・ストックホルム 

主催：Stockholmsmassan 

https://www.persontrafik.se/ 

https://www.abilities.com/losangeles/
https://abilitiesexpotoronto.com/
https://www.abilities.com/chicago/
https://www.abilities.com/houston/
https://www.abilities.com/phoenix/
https://www.abilities.com/miami/
https://www.micromobilityexpo.de/en/
https://www.ecomm2022.com/
https://www.persontrafik.se/
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５．その他 

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

【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・マネジメント教育のプログラム等 

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、専用ホームページへ 

 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/ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

http://www.mm-education.jp/tebiki.html
http://www.bfed.jp/
http://www.green-m.jp/
http://www.ecomo.or.jp/environment/ecommuters/ecommuters_top.html
http://www.estfukyu.jp/mailmagazine.html
http://www.ecomo.or.jp/environment/unyukotsutokankyou/index.html
mailto:mailmagazine@mm-education.jp
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