
 「私も言えたよ『席どうぞ』」 4年生　山本 真奈さん
わたし もとやま ま なねん せいせきい

「都バスとなら、どこでも行けるよ！ In Tokyo」 2年生　五十嵐 暖人さん
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か 　  い が
こ 　 う と 　 うつ 　 うき　ょ　う こ 　 う

小学生
し ょ う が く せ い

都営交通最優秀賞
さい ゆう しゅう しょうと つうこうえい

都営交通最優秀賞
さい ゆう しゅう しょうと つうこうえい

楽しく乗ろう!

交 通
マナーブック

こう

たの の

つう

MITA LINE

電車・バスのある風景、
交通マナーを守ってみんな楽しく、気持ちよく

検索 都営交通　マナー
ぜん さく ひん とう きょう と こう つう きょく らん

全209作品は東京都交通局ホームページをご覧ください。

東京都交通局では、令和4年12月1日から令和5年1月11日までの間、
「小学生公共交通マナー等絵画コンクールを開催し、209点の力作をお寄せいただきました。

たくさんのご応募ありがとうございました。
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しゃ ふう けい

「わたしたちの街の電車やバスのある風景」
まち でん しゃ ふう けい

「みんなが楽しく、気持ちよく利用できる公共交通マナー」
もき り ようたの きょうこう つうこう

とあらん
と でん あら かわ せん

（都電荒川線マスコット）

と

都バスマスコットキャラクター
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こうきょうこうしょうがくせい つう かい が にゅうしょうさくひんしょうかい　とう

かんきょう ひと とり く

しゅうたの やく だ

あ

でんしゃ

こう つう

の まも

まも 　小学4年生のみなさんへ

　みなさんが住む東京都では、通勤や通学などのために毎日と
てもたくさんの人が電車やバスを利用しています。なかにはお年
寄りや体の不自由な人、妊娠している人など、特別な配慮が必要
な人もいます。
　電車やバスなどを利用するときには、他の人の迷惑にならない
ように守ってもらいたい「マナー」があります。この『楽しく乗ろう！
交通マナーブック』は、小学生のみなさんが「マナー」について楽し
く学べるように作りました。
　よく読んで、誰もが気持ちよく電車やバスを利用できるように
しましょう。

　ご家庭の方へ

　この『楽しく乗ろう！交通マナーブック』は、都営交通を始めとした公共交通機関を利用

する際にぜひ守っていただきたいマナーについてまとめたものです。

　ご家庭でもお子様と交通マナーについて話し合っていただけるようお願いします。
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5

　バスや路面電車は一般の道路を走っているので、車内のお客様、歩行者や自転

車、他の車などの安全にも十分配慮して運転しています。

　みなさんも交通ルールを守り、事故にあわないように気をつけましょう。

ろ　めん でん しゃ

くるま

じ   てん

しゃ

はし しゃ ない

あん ぜん じゅうぶんはい りょ うん てんほか

きゃくさま ほ  こう しゃいっ ぱん どう  ろ

まも じ    こ きこう つう

信号機のある横断歩道では、信号が青になるまで待ちましょう。
また、道路を渡るときは、左右をよく見てから渡りましょう。

自転車に乗るときは、ヘルメットをかぶり、
他の車や歩行者にも気をつけましょう。

おうだん  ほ  どうしん ごう き

わたどう　ろ

しん ごう

さ　ゆう み わた

あお

じ  てん しゃ の

くるまほか ほ  こう しゃ き
停まっている車の前や後ろの横断は危険です。
必ず横断歩道を渡りましょう。

うし おうだんまえと くるま き   けん

おうだん  ほ  どう わたかなら

踏切では、一度止まって左右をよく見てから渡りましょう。
途中で警報音が鳴ったときは、踏切内からすぐに出てください。
また、線路内には絶対に入ってはいけません。

ふみ きり

とちゅう

いち  ど   と

な

さ  ゆう み わた

ふみきり ない

せん  ろ  ない はい

で

ぜっ たい

けいほうおん

ま

交通ルールを守りまし ょう
こう        つう まも

43



　「マナー」とは、みなさんが社会の一員として多くの人と生活していくうえで、

他の人に迷惑をかけることがないようにするための行動や態度のことをいいます。

しゃ かい せい かつ

めい わく こう どうほか ひと たい  ど

いち  いん おお ひと

エスカレーターで歩いたり走ったりするのは危険です。
エスカレーターではベルトにつかまりましょう。

はしある き   けん

65

電車やバスに乗るとき  に守ってほしいマナー
でん　　しゃ の まも

1

電車に乗るときは、降りる人を待ってから、並んだ順番を守って乗りましょう。
また、かけ込み乗車をしたり、ホームドアに寄りかかったりするのは危険です
ので、絶対にやめましょう。

じゅんばんでんしゃ の のなら まもお ひと ま

じょうしゃ き  けんよ

ぜったい

こポイ捨てはやめましょう。また、バスや電車を待つときは
列に並んで待ちましょう。

でん しゃす ま

れつ なら ま

特にホーム上では、携帯電話（スマートフォン）やゲームなどをしながら歩くのは
絶対にやめましょう。また、黄色い線（点字ブロック）の内側を歩きましょう。

けいたい でん  わとく じょう ある

ぜったい き いろ てん じ うちがわ あるせん

　駅のホームや通路などで、携帯電話（スマートフォン）やゲームなどをしながら

歩くことはやめましょう。自分が転倒して怪我をしたり、他の人にぶつかって迷惑

をかけてしまうことがあります。

えき つう　ろ けいたい でん  わ

めい わくてん とう け　がじ ぶん ほか ひとある

こた み

クイズの答えは、11ページを見てね!

Q 何が迷惑か
考えてみよう!

なに めいわく

かんが

Q 何が迷惑か
考えてみよう!

なに めいわく

かんが

Q 何が危ないか
考えてみよう!

なに あぶ

かんが

Q 何が危ないか
考えてみよう!

なに あぶ

かんが



　電車やバスに乗るときは、周りの人の迷惑にならないようにしましょう。
まわ ひと めい わくでん しゃ の

けいたい でん  わしゃない

ゆうせんせき ふ きん でん げん き

つう  わ

ドア付近で座り込んだり、手荷物を置いたりすると
乗り降りする人のじゃまになるのでやめましょう。

ふ  きん て　 に  もつ おすわ こ

の お ひと
車内では、携帯電話（スマートフォン）をマナーモードにして通話はやめましょう。
また、優先席付近では、電車では混雑時、バスはいつでも電源を切りましょう。

電車やバスに乗るとき  に守ってほしいマナー
でん　　しゃ の まも

2

こんざつ じでんしゃ

ひとり

まも の たい せつ

　電車やバスなどをみんなで気持ちよく利用するためには、みなさんの一人

ひとりが「マナー」を守って乗ることが大切です。

り  ようき　 もでん しゃ

87

つり革で遊んだり、大きな声でさわいだりするのは、
周りの人の迷惑になるのでやめましょう。

かわ あそ おお こえ

まわ ひと めい わく
ドアに手を触れたままでいると、開いたドアのすきまに引き込まれる
ことがあり危険です。ドアの近くでは注意しましょう。

て ふ ひひら

き  けん ちか ちゅうい

こ

こた み

クイズの答えは、11ページを見てね!

Q 何が迷惑か
考えてみよう!

なに めいわく

かんが

Q 何が迷惑か
考えてみよう!

なに めいわく

かんが

Q 何が迷惑か
考えてみよう!

なに めいわく

かんが

Q 何が危ないか
考えてみよう!

なに あぶ

かんが



エレベーターに乗るときは、降りる人を優先しましょう。
また、車いすやベビーカーを利用している人にゆずりましょう。

の ひとお

くるま り  よう ひと

ゆう せん

　電車やバスなどの車内で席を必要としている人を見かけたら、優先席だけでは

なく、みなさんも気持ちよく席をゆずるようにしましょう。

しゃ ない ひと みせき ひつ ようでんしゃ ゆうせん せき

き      も せき

体の不自由な人（ケガをされた人や障害のある人など）に席をゆずりましょう。
ふ   じ　ゆう ひとしょうがいひとひとからだ せき ヘルプマークをつけている人に席をゆずりましょう。

ひと せき

妊娠している人に席をゆずりましょう。
にんしん ひと せき

お年寄りに席をゆずりましょう。
とし よ せき

電車やバスに乗るとき  に守ってほしいマナー
でん　　しゃ の まも

3

にんしん ひと

み

マタニティマーク
妊娠している人
が身につけてい
るマークです。

はい りょ ひつ よう

み

がい  けん

じん　こう  かん  せつ し   よう ひと

なんびょう ひと

ぎ　そく

ひと

ヘルプマーク
配慮を必要としている人※が
身につけているマークです。
※外見からはわかりにくい義足

や人工関節を使用している人、

難病の人など

ゆうせんせき

優先席マーク
ゆうせん せき

せん てき

ゆう

こう れい しゃ からだ

にん しん

ひと

ひと

すわ

ざ せき

ふ　 じ　ゆう

優先席：高齢者や体

の不自由な人、妊娠

している人などに優

先的に座っていただ

くための座席

5
109



クイズ答え合わせ
こた ひとかん きょう とり くあ

1211

小さなお子様連れのお客様に

安心して気兼ねなくご利用いた

だけるよう、「子育て応援スペー

ス」を設置した車両を運行して

います。

ちい

あんしん

こ そだ

せっ うん こうち しゃりょう

おう えん

き が り よう

こ さま づ きゃくさま

電車やバスに乗るときに守ってほしいマナー
でん   しゃ の まも

1

2

P5-6

電車やバスに乗るときに守ってほしいマナー
でん   しゃ の まも

2P7-8

©2022 Gullane(Thomas)Limited.

燃料となる水素と酸素を化学反

応させて作った電気により、

モーターを回転させて走行する

バスで、走行時には水しか排出

しない環境に優れたバスです。

ねんりょう

のう

かい てん

こうそう

きょうかん すぐ

みず はいしゅつじ

そう こう

つく でん き

すい かそ さん そ がく はん

5

環境に、人にやさしい取組み

こ おう えんそだ

～子育て応援スペース～

ねん りょう でん ち

～燃料電池バス～
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か 　  い がこ 　 う と 　 うつ 　 うき　ょ　う こ 　 う

小学生
し ょ う が く せ い

にゅう しょう さく ひん しょう かい

東京都営交通協力会賞

みんくる・とあらん賞

都営交通優秀賞

都営交通賞

しょう

しょう

かいりょくきょうえい こう つうときょうとうつう しゅうゆう しょうこうえいと

つう しょうこうえいと

テーマ②「わたしたちの街の電車やバスのある風景」
まち でんしゃ ふうけい

テーマ①「みんなが楽しく、気持ちよく利用できる公共交通マナー」
たの こうきょうこうつうき　も り よ う

テーマ②
「わたしたちの街の電車やバスのある風景」

まち でんしゃ ふうけい
テーマ①
「みんなが楽しく、気持ちよく利用できる公共交通マナー」

たの こうきょうこうつうき  も り よ う

「助け合う心」  5年生  横山 ひなさん
ねん せいたす あ こころ よこ やま

「荒川車庫に止まる7000形」 4年生  呉 ハラムさん
ねん せいあら かわ しゃ こ と けい おー

「ホームで遊ぶと危険です」
2年生  西原　至さん

ねん せい

あそ けんき

にし はら いたる

「かけこみ乗車きんし」
1年生  大嶌 壮一朗さん

ねん せい

じょう しゃ

おお しま そう いち ろう

「みんなが並べば気持ちいいぞぅー」
5年生  坪井 結志郎さん

ねん せい

なら もき

つぼ い ゆう し ろう

「ゆうせんせきはおもいやりのせき」
1年生  渡辺 百々花さん

ねん せい わた なべ も も か

「すすんでせきをゆずろう」
1年生  櫻井 紗良さん

ねん せい さくら い さ ら

「東京駅を走る都営バス」  4年生  大場 麻清さん
ねん せいとうきょうえき はし と えい おお ば ます み

ねん せいまも き も ふじ むら ゆめ か

ねん せいひろ おも やま ぐち こう き

ねん せいまわ せき ひと こ たけ はる き

ねん せいひと やま なか よう ろうた

ねん せいないしゃ はやし みず き

ねん せい みや りた な

ねん せい にし むら ま ほ

ねん せい しば た り こえ

ねん せい きささ こさり

ねん せいまえ たん ご ひと み

ねん せいあたら み らい いけ の れい な

ねん せいと えい さ とう はる き

ねん せいおも やま もと ゆ える

ねん せい おお の かな み

ねん せいでおも きた あや さ

ねん せい かみ かやまわたし まち はしみ ぢか れん

ねん せい ふると たとう きょう れい か

ねん せい ます やま だいこう

ねん せいあん ぜん うん てん あんみずし な

ねん せいえ がお と えい こう つう くず う はや と

「エスカレーターはたちどまって、２れつでのろう。」
2年生  小林 諒子さん

ねん せい こ ばやし りょう こ
「鉄道と街を照らす光のなかまたち」
3年生  中森 陽樹さん

ねん せい

てつ どう てまち ひかり

なか もり ひび き
「大好きな東急線」
6年生  茂木 麻依呂さん

ねん せい

だい す とう きゅう せん

もて き ま い ろ

「つめてすわろうね」
2年生  中島 健太さん

ねん せい なか じま たけん

「おもいやりの心を」  2年生  大澤 壮真さん
ねん せい おお さわこころ そう ま

「ありがとう♡優しい心伝わるよ」  4年生  渡辺 菜々穂さん
ねん せい わた なべこころつたやさ な な ほ

「たのしい町」  1年生  星　悠介さん
ねん せいまち ほし ゆう すけ

「にじの上を走るバス」
3年生  宮田 心夏さん

ねん せい

うえ はし

みや た こ なつ

「えがおあふれるみんなの三田線」
2年生  池元 太一さん

ねん せい

み せんた

いけ もと た いち

「銀杏並木とバス」
5年生  鈴木 あんさん

ねん せい

いちょう きなみ

すず き

「大江戸線と赤羽橋の風景」
4年生  幾島 寛貴さん

ねん せい

おお ど せん あか ばね ばし ふう けいえ

いく しま ひろ き

テーマ②
「わたしたちの街の電車やバスのある風景」

まち でんしゃ ふうけい
テーマ①
「みんなが楽しく、気持ちよく利用できる公共交通マナー」

たの こうきょうこうつうき  も り よ う

テーマ②「わたしたちの街の電車やバスのある風景」
まち でん しゃ ふう けい

テーマ① 「みんなが楽しく、気持ちよく利用できる公共交通マナー」
たの こうきょうこうつうもき り よう

「さくらトラムと満開の桜」
6年生  岩嵜 奈那実さん

ねん せい いわ さき

まん さくらかい

みなな

入賞作品紹介

ぜひ、作品を見ながら、みんなが楽しく気持ちよく乗れる交通マナーを考えたり、
みなさんそれぞれの電車やバスのある風景を思い浮かべてみてください。

さく ひん たの き も こう つうみ

でん けい おも うしゃ ふう

の かんが

●「守ろうマナーやさしい気持ちで」  3年生  藤村 夢可さん

●「広げよう思いやり」  6年生  山口 航輝さん

●「車内では、おしずかに！」  1年生  林　瑞季さん

●「ぼくはゆずれる人になる！」  2年生  山中 遥太郎さん

●「あなたの回りには席をゆずってほしい人がいます」  6年生  小竹 春輝さん

●「あわてなくても だいじょうぶ」  3年生  宮田 莉奈さん

●「かけこみじょうしゃキケンだよ！」  2年生  西村 真帆さん

●「みんながすわれるとうれしいね」  5年生  柴田 瑛瑠子さん

●「ゆずりあおう！しずかでいよう！」  2年生  佐々木 理紗子さん

●「リュックは前に！！たぬきさん！！」  2年生  丹呉 仁美さん

●「新しいエネルギーのバス未来へ」  2年生  池野 礼菜さん

●「都営のあゆみ」  6年生  佐藤 悠輝さん

●「モノレールの思い出」  1年生  北　英紗さん

●「あんぜんうんてん いつもありがとうございます」  1年生  大野 叶純さん

●「思いやりをのせて」  2年生  山本 結琉さん

●「私の身近にあるにぎやかな町を走るバス」  4年生  神山 華蓮さん

●「都バスと東京タワー」  3年生  古田 麗花さん

●「いつもうんてんありがとう」  1年生  増山 航大さん

●「いつも安全運転ありがとうございます」  2年生  清水 杏奈さん

●「笑顔あふれる都営交通」  6年生  葛生 捷斗さん

ほんに ち か てつ きょう かい

③日本地下鉄協会

ほんに みん えい てつ どう きょう かい

④日本民営鉄道協会

しけい ちょう じ てん しゃ こう つう あん ぜん よう

⑤警視庁 自転車交通安全用リーフレット
じ てん ただ の かた かんしゃ こう つうあんぜんきょういくよう

自転車の正しい乗り方に関する交通安全教育用リーフレット

たの

みんてつキッズなどお楽しみください。

たのし

チカテツ「100知りのススメ」などお楽しみください。

たの やく だ しゅう

楽しもう！ お役立ちリンク集
①東京都交通局 「守ろう！マナー」

とう まもきょう と こう つう きょく

②東京都交通局 「動画で学ぼう！都営バスの新しい乗車マナー」
とう きょう と こう どう が と えい じょうしゃまな あたらつう きょく

えき

たの まな どう が しょうかい

しゃない まも

駅や車内で守ってほしいマナーについてまとめたページです。
楽しくマナーを学べるポスターや動画も紹介しています。

と まもえい

都営バスで守ってほしいマナーについてまとめたページです。


