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ねらい
・ もしもの際の怪我の防止や、 運転操作がスムーズにできるよう体をほぐしてから乗車する 
・ 的確な判断 ・ 操作が行えるよう身体を目覚めさせる

指導員指導ポイント 

１.　ラジオ体操、ストレッチ等を組み合わせて行う 

２.　受講者も一緒に号令をかけさせることで健康状態を把握する  
　　…指導員　イチ、ニイ、　受講者　サン、シイと発声するなど

３.　身体の調子を確認し､不調があった場合は無理に乗車させない 
４．　周りの状況に注意し、生徒が指導員の言葉に集中できるように配慮する
　　…生徒を太陽の正面に向けない、動くものが目に入らない位置等

５.　服装の乱れ等を直させる 

教職員指導ポイント

１. 　起きてすぐに乗らないこと（しっかり身体が目覚めてから運転する）

２. 　乗る前に軽く身体をほぐしてから乗ること 

３. 　時間に余裕をもった出発を指導すること

４．　寝不足や体調がすぐれない時は、極力バイクに乗らないようアドバイスする 

ねらい
思わぬ車両故障、 事故を防止するとともに、 自賠責保険の期限が切れていないかも確認する 

指導員指導ポイント 

１.走行中のトラブルや事故を未然に防ぐことができることを理解させる 
　…車両不具合の早期発見はお財布にも優しい。完全に壊れてからだと高い修理費が必要
　　なことも
2.事故等に直結する可能性がある3つのポイントと意外に多い燃料切れに絞って説明
　…①ブレーキ装置②タイヤ（車輪）③灯火類 ④燃料 
　　・各項目説明時に、ブレーキが効かないと？タイヤがパンクしていると？ヘッドライトやブレ
　　　ーキランプ、ウインカーが点灯しないと？燃料切れで押して歩きたくないですよね？等
　　　問いかけて重要性を認識させる
※点検項目の頭文字を取って､「ぶ・た・と・燃料」と覚えてもらい、今後に活かせるよう
　指導する 

教職員指導ポイント

１.　生徒のバイクを見る機会がある際、ブレーキ・タイヤ・灯火類等の確認を。
　　… ①ブレーキレバーを強く握った際、ハンドルに付いてしまわないか？
　　　 ②タイヤがパンクしていたり、空気圧が異常に低くなっていないか？
　　　　タイヤの溝はあるか？
　　　 ③テールランプ・ブレーキランプ・ウインカー・ヘッドライトは点灯/点滅するか？
　　　　汚れて見えなくなっていないか？
　　　　その他に、排気音が異常に大きくないか、ミラーがきちんと付いているか、
　　　　自賠責保険の期限が切れていないかなども合わせて見る

準備体操

２.　定期的に教職員で一斉車両点検を実施する（バイク通学を許可している学校の場合） 

　　…最寄りの二輪ショップに協力いただくと効果的

日常点検

続く　〉〉
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乗車姿勢

もしもの時に適切な運転操作が行えるための乗車姿勢の基本を理解させる

進め方
１台の車両を囲み､ 模範者をバイクに乗せて説明する

指導員指導ポイント 

1.【目】　情報を得るためには、一点を注視することなく先を広く見る

2.【上半身】　

　肩→　力を抜き、自然な感じでリラックスさせる

　肘→　突っ張らず、軽く曲げ、ハンドルからのショックを吸収させるようにする
　　　　…緊急ブレーキ時に身体をしっかり保持できるように意識する

　手→　手首を少し下げてグリップ（ハンドル）を軽く握る
 …軽くグリップを握ることで、自然と肩・肘も含めて上半身の力が抜ける
　※上半身のポイントは、グリップ（ハンドル）を常に軽く握ることで自然と肘や肩の
　　力も抜ける

3.【下半身】

　腰→　ハンドルを左右に一杯に切った際、無理なく操作が行える位置に座る
　　　　…肩が大きく動いたり、膝や腿にハンドルや手が当たらないかを確認

教職員指導ポイント

1.　登下校時の運転姿勢はどうか 
　　・定期的にチェック､また個別に指導をする 
　　・しっかり前を注視して運転しているか
　　　…きょろきょろ余計な所を見ていないか
　　・大股開きでつま先が外を向いていたり、足を前に投げ出した乗車姿勢に
　　　なっていないか
　　・ハンドルをギュッと握りしめたりして全身に力が入り過ぎた運転になって
　　　いないか
　　※ヘルメットや服装と合わせて指導

2.　スポーツでも､基礎(基本)がしっかりできていないと上手くできないこと
　   （野球、サ ッカー、柔道、剣道等と同じで基礎が大切） 
　　バイクも基本となる運転姿勢ができていないと､疲れたり､スムーズな運転操
　　作ができなかったり､バランスを上手く取れないことを理解させる

バイクの運転をしている時、急な飛び出しや急な割り込みなどで危険な状況に遭遇した
際、急ブレーキを掛けたり危険回避をしたりしなければならない時がある。
適切な運転操作を行うためには、正しい乗車姿勢が大切。 
また、正しい乗車姿勢を取ることにより疲れにくくもなる。　

ねらい

　　　　膝→　膝は開かず、車体（レッグシールド）からはみ出さないようにする

　　　　足→　つま先は車体（ステップボード）からはみ出さず、まっすぐ前に向ける
　　　　 ※下半身のポイントは、加速時や減速時（ブレーキング）、コーナリング時にしっかりと

　踏ん張り、バイクと一体化できること

★運転の基本姿勢を保持することで､もしもの時に適切な操作を行うことがで
きたり、 長時間走行でも疲れにくくもなる。 一日を通して、 周囲の安全確認と
姿勢については見ていくことを伝え、意識して走行させながら、身につけさせる。
※乗降時、発進時、進路変更時には周囲の安全確認を必ず行うこと

まとめ
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【4】 まとめ

★自分が思っていた通りに停止できたか？一般道路で急な飛び出しがあっても止まることができるか？などを聞き
ブレーキの難しさを確認させ、 今後の運転に何が必要かを理解させる

・ 速度と制動距離の関係について説明…速度の二乗に比例 
・ 速度と衝突エネルギーの関係について説明…速度の二乗に比例 
・ 速度と視野の関係について説明…速度を上げると視野がどんどん狭まり、 正確な情報を取りづらくなる

１． スピードを出すことの危険性 

２． 車間距離の重要性 

・ 運転のメカニズム 「認知 ・ 判断 ・ 操作」 の説明 
・ 空走時間 ・ 空走距離の説明…眠気 ・ 疲労 ・ 考え事等で空走時間 ・ 空走距離は更に伸びる 
　→スマートフォンフォルダーを付けて走行している方も多いと思うが、 スマフォに一瞬目をやるだけでも同様
・ 車間距離の取り方の説明…前走車が急に止まっても追突しない距離 ←速度によって車間距離は変化するが、 人の目は距離に対して曖昧 
・ 車間時間の取り方の説明…最低でも 2 秒以上の車間時間が必要。 1 秒程度では危険を発見し 「あっ！」 と思った時には衝突してしまう 
※前のクルマが通過した地点 ( センターライン、 停止線、 電柱等 ) を基準とし、 自分の前輪が同じ地点に到達する時間を 「ゼロイチ・ゼロニ」 
　とゆっくり数える

3． 危険予測をした運転 

急に止まらない “だろう”、 飛び出してこない “だろう” と言う 「だろう運転」 ではなく、 急に止まる “かもしれない”、 急に飛び出してくる
“かもしれない” と言った 「かもしれない運転」 を心掛け、 危険に近づかない、 危険を遠ざける運転を行う 

4． 心のブレーキ

運転に慣れてくると、 スピードを出したり、 カーブを限界に近い速度で曲がったりしたいという欲求が起こりやすくなる。 また、 皆がやってるから、
捕まらなければ大丈夫と言う気持ちも生まれやすくなる。 そういった欲求を抑え、 「もし事故を起こしたら…」 「もし誰かを傷つけたら…」 と考える
「心のブレーキ」 が一番効くブレーキ 続く　〉〉
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దదܸቁᩮ㜠ᓦⲀಒ♊౧౮⫝̸㗡

��దೠഝ೩⦌㣱ᾌ ജᅥ⋳ᬣቁ⦌㣱ᾌಒధ�ᭊ౽ᑘᗜᢃሥ⫝̸㗡ವ㑳౩�

ఴ⏮ᰮန㵘㗹ὢవ
ਿᢗᴬ㠡ᄭಧနỜ㰞⋳ಂತಎᢂಆಉಥಬ౩ಜಋವ౺ಆ౮ಭၽ౫ಮ�
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ᶃᣯᒨᶃᣯഔ೩� ừ⾖ᒨᶃᣯഔ೩

��దᢗᴬᢗἩᾌഐഔഔ೩ೃ೪ೱ

ਡ࿃㖋ಫಭ㨁㔵ᩮ㻄౧ಥ㵙ಎ㖋㠷
㕃⹄ಒ㢪ವ㔼౼ಉ౧౧౮నೌഝኖἧᐢವ㔼ಉ౧ಮ౮
ഔ೪ഌ�ഋ�ವḏಭ㤇ಉ౧౧౮
ጃ౯ሢಭ㤇ಉ㝎㑳ᾌಧഝ೫ഋഔಎೱഊഔವᦖ౺ಉ౧౧౮
ᶃ⬨㣣ᩮವᢂಆಉ౧ಮ౮ధ㣣ᩮೋഝೱഝಎಆಉ౧౧౮
దߞ㣣ᩮವኖ౺౼ಉ౧ಮᚡᐙಒ⧣⹄㥯ኟಊὉತಎ⒥㣣౼ಮಫ౩ᶃᣯ
ഝ೫ഋഔಒⲀ㣣ಊ㝎㑳ಊಉ౧ಮ౮ధྐྵᢓೱഔ㕟ಊ㝎㑳ద
దಊಉ౧ಮ౮
䈽ᗍ⧟㝎㑳ᾌధ⧣⹄㥯ኟ䈲ೌഝᴊዌ䈳ಊ౺ಆ౮ಭᢃሥ㣣ᩮಡಊ
ద⒥㣣ಊಉ౧ಮ౮
ഝ೫ഋഔಎഝಧഊೢವჀಆಉ౧౧౮
ܸ౩ಡኖ⁚ಉ౧ಮဵಒ㓮ತಮಌధᭊ౽ྐྵᷡಮ
ܸೠഝ೩ᾌᏩಖቁ⦌㣱ᾌᢃሥ⫝̸㗡ಒྐྵὅವ㣟౺ಉೃ೪ೱ
ܸ㨁㔵ᩮ㻄౧ಥ౮ಬೃ೪ೱ౺ధഐഔഔ೩ಎⷩಆಉ㑳౩

�䈸దᶃ⬨ಋ㤎౩နವ㑳౩Ᏼ㙋⽐ಎಒధᇵ౺⏮ᰮವჰ౼

�䈸దᎮ㱍㑳☤ధ⯸ಙ౮౺Ⲁ㣂ᰀ㑳☤ವ㑳౩ᚡᐙಒధ౺ಆ౮ಭ⏮ᰮ౼ಮ

ఴ�వ ᶃᣯഔ೩

ਿὅᨫ⦕ಎೃ೪ೱವ㑳౩

��దೌഝᴊዌಊ౺ಆ౮ಭ⒥㣣
【カーブで限界速度を超えると…】
ജᣠᐢ㠖⹄ಎ㶿ಖኖ౺ಂಭధ㠡ᄭഋ౯㻄ಡಮ
ജ㠡ᄭ౺ಉᣠᐢ㠖Ⲁಋ㒁⯽౼ಮಋ㒭ᢦ౯ಋಉಥಮ
ജᄳಧᡦⳌⲀధ㞐㳬✟⏑ಎಫಆಉ㰱⢶㣣ᩮಒᜤ፥౼ಮ

��దᎮ㱍ထ⒳ವ㑳౩

・「だろう運転」ではなく「かもしれない運転」を行う
※詳細はまとめ(p18)を参照

��దೌഝልವ㔼ಂ㤄㠡ವᭈᷡಮ
ജほኟ౯㔼౫ಉ౧ಮⳏᗜሻಊ⋳ಡಯಮ㣣ᩮಊ㝎㑳౼ಮ
ജᨫಎೌഝልವ㔼ಂ㤄㠡ವᭈᷡಮ
ജ㞐㳬✟⏑ᜤ፥ಥ౺ಆ౮ಭ㕕ᣉ౼ಮ

��



ఴ�వ ಡಋತ
ਿಌಶ㣣ᩮಊಥೌഝವ ౯ಮಋ౯ಊಮ౮䉉㔼㣟౺ᯧ౧ೌഝಊ㠖౯⧟ዌಎ⋳ಡಆಉ౧ಉಥᢃሥಎ⋳ಡಮಋ౯ಊಮ౮䉉
ಌವ⾅థ ೌഝಎಒ㰱⢶㣣ᩮ౯ಭနỜ౯ᜲ⦌⢐౺ಉ౧ಮಋವ⫝̸㗡౸౾థ ၀ᬣ㤄㠡ಎႠ౯ᭊ㔵౮ವ⟨㕨౸౾ಮ

ജ ೌഝಎಒ ౯ಭಯಮ㰱⢶㣣ᩮ౯ಭథ ಀ㰱⢶㣣ᩮವ㝘౫ಮಋ ౯ಭಯ౽ಎᏬᣠ㠖⹄ಎ㶿ಖኖ౺ಉ౺ಡಆಂಭథ
త♊⟨ಎೱವᆥ㠡ᄭ౼ಮഋ౯㻄ಡಮ
ജ㔼㣟౺ᯧ౧ೌഝልಎಒథ 㔼౫ಉ౧౧ᴁ 䈲⌇㕟䈳 ౮ಬဵಧほ㠡㠖థ 㸾㠖㠖࿓ಌ౯⯽♒⟡ಯಮಋ౯ಮ
ജ⪁ኴಧㇳ಄ㇸథ ▶ಯಂ㞐㳬Ⲁ౯ೌഝ㣙ಎ⯽♒⟡ಯಮಋ┗ಭಧ౼㠡ᄭ౼ಮᐊᮎ౯ಮ
ജᮌഝವᷡಮಋೠഅ౯ഋ౺㠡ᄭ౺ಧ౼ಮ
ജ㰱⢶㣣ᩮಒಌಶಎ㤄㠡ᴬ㑸ವ࿂ಉಥ㝘౫ಮಋಒኖ⁚౧

䈻䈸 ೌഝᎮ㱍ᮎ

䈼䈸 ᢃሥೌഝ ౯ಭἧ

ജ ᨫಎೌഝኖಎ⧟⹄ವಧಭథ 㔼౫ಉ౧ಮⳏᗜሻಊᅥ⋳ಊಮ㣣ᩮಊ㝎㑳౼ಮ
ജᣱ౺ಊಥ౧ಋ᰼౻ಮ㣣ᩮಧథ ᴊಕಬ౯⎊ಓಣ㣣ᩮಊೌഝಎ㣱ሢ౺౧
ܸಀ☤ಎథ ೌഝᴊዌಊ౺ಆ౮ಭ⒥㣣౺Ⴄ㓊ವᵿಆಉೌഝಎ㣱ሢ౼ಮಋ౯አ

続く　〉〉

�䈸 Ꭾ㱍ထ⒳ವ౺ಂ㤄㠡

ೌഝልಎႠಥ౧ థܣಃರ౩ܢ …࿀ᝀಃಆಂ౮ಬᨥಭಥ࿀ᝀ �ಋ㕷౩�రಃರ౩㤄㠡ఱܣಃರ౩ܢ ಊಒథ
ᅥ㠖㠖࿓౯౧ಮ థܣ౮ಥ౺ಯ౧ܢ ⪁ኴ౯ㇳ಄ಉ౧ಮ �ಋ㕷ಆಂܣ౮ಥ౺ಯ౧ܢ ర౮ಥ౺ಯ౧㤄㠡ఱ ವᭈᷡథ
Ꭾ㱍ಎ㢪ಈ౮౧థ Ꭾ㱍ವ㤖౹ಮ㤄㠡ವ㑳౩
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ఴ䈿వ ഝ೫ഋഔഝೃೇ೩ᗝ 䈲䈳

ਡ∸ⳏ㝎㑳ᾌ ജᏴ㙋⽐႞㹮ᾌഝೃೇ೩ᗝ
…パイロン

ᨱ �䊈 ���P

ജ �5 䊈 ��5
ജ ሻᅳಋᜯᅳಎೢഈഝಊ⪚⹄ವ

指導員①

指導員②
※ワンポイントアドバイスを行う
※アドバイスは、カーブ後の直線部分で行う

ఴᏣ⽎వ ೌഝ㰱⢶㣣ᩮ 䈲NP�K䈳
㰱⢶㣣ᩮሩ᪽ಒథࠥ䈲w䉱䉼䈳 ಊಭథ ṔẝჯỶ�㨁ጃጆ㣣ᩮ�᎒ᬜವഌഝ೩ಊ㯋౧ಉ ��� ᄨ౼ಮಋᾌ㣣ಎḌⲱಊಮద
ܸ͖䉇����ᾌ 䈲ဋೃೂഌ೩䈳 㰱⢶㣣ᩮ 䈲䈳 ಒᢃሥᷬ㣣ᩮ

��NP�Kߺ�5 䈲��NP�K䈳త��5ߺ��NP�K 䈲��NP�K䈳తత�5ߺ��NP�K 䈲��NP�K䈳�
���NP�Kߺ5 䈲��NP�K䈳త��5ߺ��NP�K 䈲��NP�K䈳����5ߺ��NP�K 䈲��NP�K䈳 ��NP�Kߺ��5 䈲��NP�K䈳

��



> ႙㣣ೱഊഔ @

႙㣣㝎㑳㲝౺౸⟨㕨ಋೱഊഔᏳಭἧథ ẍႧἧ⏠⼱ᬫವ౼ಮద
ಡಂథ ᑘᗜ✟⏑ᴲḏ౯౺ಈಬಮಋವ႞㹮౺థ ಌಫ౩㤄㠡ವᭈᷡಮಜ౮ವ⟨㕨౸౾ಮ

ಐಬ౧
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ఴ䈻వ ᣯሢ ജ∸ⳏ㝎㑳
ਿೱഊഔᢗᴬವ㑳౩⧟⦕ὢ⫝̸፥ಋథ�౿႙㣣㝎㑳౯㲝౺౧౮థ ႙㣣㝎㑳ᾌಌ∈㤄㠡ವᭈᷡಮಜ౮ವ⟨㕨౸౾ಮ

���ద㸾㠖ᚡಧഔ೬ഔ೩ೃధ ್ೞഋഔೠഔ೪ಌಊೱವ႙㣣ಊ㝎ಬ౾ಮᾌಎధ ೱഊഔವᦖ౺ಀ౩ಎಆಂ
దదಋಒ౧౮ధ��Ᏼ㙋⽐ಎ⫝̸㗡

ఴᴊ㵙వ

��ద౿႙㣣ಊ㝎ಮಋೱഊഔ౯Ᏻಭಈಬ౧౮ధ Ᏼ㙋⽐ಎ⫝̸㗡
దదߞኖ౺ಂᗍⲊ౮ಬధ ႙㣣ೱഊഔಐಬ౧ವ㗹ὢ

䈽�ద∸ⳏ㝎㑳㗹ὢ 䈲ܸഝೃೇ೩ಒ S�� Ꮳ♮�䈳
దద�ᗍ⧟ 䉄Ᏼ㙋⽐ಎ㑳ಆಉ⋔౺౧ధ 㠖႞ವᆥ౽ಊಮಃಆಭ㝎ಮᙾ‱⦕∸ⳏ㝎㑳
దద�ᗍ⧟ 䉄ᯧ౧∸ⳏ㝎㑳ಋ౺ಉధ 㠖႞ವᄭ౺౯ಬ㝎㑳౺ಂಭధ 㠖႞ᬣἧವೲഎഔಎᷩ㕪 䈲ሻ㡑᧾䈳 ౺౯ಬ㝎㑳

��ద∸ⳏ㝎㑳ᬣಒၖ࿃☣ವၽ౫ಮ
దద ജ㠖႞ವᆥ౽ಊಮಃಆಭ㝎㑳౼ಮ
దద ജೱ㣣ᩮ౯⋹㑳㣣ᩮ 䈲�a�NP�K䈳 ၖ࿃ಎಮಋほⰫಊಭధ ഊೡഝ౯⯝⇉⦕ಎೱഊഔವᏳಮᭊ㔵౯ಮ
దద ജೱഊഔವᏳಮಋಎಎಮಋ⧟ዌ౺౮㔼౫ಮಂತధ ᰮ㙮౺ಉᩝᑘಭವᬫಮಋ
దద ജഔ೪ഌವአಆಉ ౯ಮಋሻ㡑᧾౯⦌⢐౼ಮಂತధ ሻ㡑᧾ವ⽎ᱯ౺ಂ㤄㠡ವᭈᷡಮన ዌ㡑ೠഅ౯ಌವ㣟ಯಓᷩ㕪
దదద౺౧౮ధ ംഝ౺౯ಬ㝎㑳౼ಮ

��
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ఴ�వ 㝎㑳ᴊ㵙㗹ὢ

��దᶃᣯᒨ౯ᴊವᶏᐙᗝವ౺ಂಬధ ྐྵဵ౽ಇᢃሥ⫝̸㗡ವ㑳౧ೠഝ೩

��దೲഎഔ㯒ವೱವᆥ౽ధ ಊಮಃಆಭಋ㝎㑳౺ధ ೕഝഌಛ㑳

��దೕഝഌᬣధ ᶃᣯᒨഐഔഔ೩ೃ೪ೱವ⾅౧ಉ౮ಬೠഝ೩ᘋ☣ಎಮన ಯವ⺩ಭ㢭౺ᾌ㯒ಡಊᢗἩ౼ಮ

దదܸ㝎㑳ᴊ㵙ವ⟨㕨ಊಂ౮ధ�㜠ᓦಒ♊౧౮ವ⫝̸㗡

దదܸᶃᣯᒨⰫ಄႘⻳ಒഝೃೇ೩ᗝ �S��� ವᏣ♮

★Ᏼ㙋⽐ಎ㑳ಆಉಥಬ౧ಂ౧ᢗᴬሻವሱ႞⦕ಎಲ౮ಭಧ౼ၽ౫ಮ�

��ద ౯ಭአಯ౧ధ 㣟ಯ౧ಋᮆಆಂಬ㝪ವ⨓౧ಂಭೲഎഔᜯᅳವ㣟ಆಉಥボ౧ಊధ ♊⟨౺ಉ㠡ᄭ౺౧ಫ౩ಎ㝎㑳౼ಮ�

��ద⋌ಎᐢ౮౩ልೲഎഔಎ⧟⹄ವ⮥ጰ౺ధ ᴊዌೲഎഔಓ౮ಭವ㔼౼౧

��దೠഝ೩⦌㣱ᾌధ ᅥ⋳ᬣቁ⦌㣱ᾌಒధ�ᭊ౽ᑘᗜᢃሥ⫝̸㗡ವ㑳౩�

దదܸቁᩮ㜠ᓦⲀಒ♊౧౮⫝̸㗡

ఴ⏮ᰮန㵘㗹ὢవ
ਿᢗᴬ㠡ᄭಧနỜ㰞⋳ಂತಎᢂಆಉಥಬ౩ಜಋವ౺ಆ౮ಭၽ౫ಮ�

��



続く　〉〉

ᶃᣯᒨᶃᣯഔ೩� ừ⾖ᒨᶃᣯഔ೩

ఴ�వ ᶃᣯഔ೩

ਿὅᨫ⦕ಎೃ೪ೱವ㑳౩��దᢗᴬᢗἩᾌഐഔഔ೩ೃ೪ೱ

ഔ೪ഌ䈲ഋ䈳ವḏಭ㤇ಉ౧౧౮
㕃⹄ಒ࿃ವ㔼㤇౽ధልವ㔼ಉ㑳ಂ౧ἧᐢಎ㶐ജ⧟⹄౯ᐢ౧ಉ౧ಮ౮
ぇ౯㯋㤇ಉ౧౧౮
ጃ౯ሢಭ㤇ಉほಬೱഊഔವᦖ౺ಉ౧౧౮
㵵౯᧹ᐎಎጰ౧ಉ౧౧౮
ഝೠഝಒ೧ഝ೪ವ࿃᎒㠁ಊ㞣ಶಭ᧹ᐎ
దೱഊഔವᏳಆಉ౧ಮ౮
దܸೠഔⲀಊ࿃᎒㠁ವഝഌ೪ᐊೠ㠖࿓ಒధ೬ഝഋద
దదಧಮಙ౺ഋವೃ೪ೱ
ᬣ㡑ഝಊ㣣ᩮഔ೩എഝഌಊಉ౧ಮ౮

ਡ࿃㖋ಫಭ㨁㔵ᩮ㻄౧ಥ㵙ಎ㖋㠷

ܸዌ㡑ഝವჀ⢙౼ಮಋೱഊഔವᦖ౺ಧ౼౧ಂತధᬣ㡑ഝಊ
ద㣣ᩮഔ೩എഝഌ౼ಮಫ౩ೃ೪ೱ
ܸ౩ಡኖ⁚ಉ౧ಮဵಒ㓮ತಮಌధᭊ౽ྐྵᷡಮ
ܸೠഝ೩ᾌᏩಖቁ⦌㣱ᾌᢃሥ⫝̸㗡ಒྐྵὅವ㣟౺ಉೃ೪ೱ
ܸ㨁㔵ᩮ㻄౧ಥ౮ಬೃ೪ೱ౺ధഐഔഔ೩ಎⷩಆಉ㑳౩

��ద౼ಎ⋳ಡಯಮ㣣ᩮಊ㝎㑳౼ಮ

ജဵ⒒ಢಌᎮ㱍ᚡᴁವ㝎㑳౼ಮ㱨ಒధ⧣ಎ⋳ಡಯಮ
��㣣ᩮಊధᚡᐙಎಫಆಉಒ㝪ವᘋ㳬ಎಇ౯ಬ㝎㑳౼ಮ
ജ✟⏑ಎಫಆಉಒഔഔವᅥ⋳౺ధೱ౮ಬ㰯ಭಉᵏ౺ಉ������������
ద⋹ಋವᶃᣯ౼ಮ

��దᑘᗜ✟⏑ವ౺ಆ౮ಭᴲḏ
ജဵಧ㠖౯౧ಮ౮ಥ౺ಯ౧ಊధ⧟⹄ಒᴊዌವ㔼㤇౽
��㕃㨂ವᩝᄆಆಉ㝎㑳౼ಮన

��ద♊⟨ವ౺౧㤄㠡ವᭈᷡಮ

【バランスを崩しそうになったら…】
ജ�♊⟨౾౽㝪ವ⨓౧ಉᢃሥವ⫝̸ᄆ౼ಮಫ౩ᭈᷡಮ
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ఴ�వ ಡಋತ
ਿほኟ౯ᮆಆಉ౧ಮᴁಎೱವᣯಋ౯ಊಂ౮䉉ഔ೬㸾㠖ᚡಧ್ೞഋഔೠഔ೪ಌಊಆಭ㝎㑳౯ᭊ㔵ᚡᐙಎ
ᢃሥಎ㝎ಮಋ౯ಊಮ౮䉉ಌವ⾅థ ႙㣣㝎㑳㲝౺౸ವ⟨㕨౸౾థ ၀ᬣ㤄㠡ಎႠ౯ᭊ㔵౮ವ⟨㕨౸౾ಮ

�䈸 ႙㣣㝎㑳ᾌೱ✁ᮎ

ജ ೱಒ㣣ᩮ౯⋹㑳㣣ᩮ 䈲�a�NP�K䈳�ၖ࿃ಎಮಋほⰫಊಭᄭಯಉ౺ಡ౩
తಃ౮ಬథ ႙㣣㝎㑳ᾌಒഊೡഝ౯⯝⇉⦕ಎೱഊഔವᏳಮᭊ㔵౯ಮ
ജ 8 ೠഝഔವ౼ಮᾌಥ㠡ᄭഋ౯㻄౧ಊథ ᐝ∈㤄㠡ẍႧ౯ᭊ㔵

㣣ᩮ౯㤀ಯಓಮಞಌᴊዌವ㔼౯಄ద ྐྵゲ㤌㞐ಊಒᑘᗜಎဵಧ㠖౯౧ಮ౮ಥ౺ಯ౧ಂತథ ᰮ㙮౺ಉ⧟⹄ಒᩝథ
ᑘᗜ✟⏑ವ⯝⇉⦕ಎᴲḏ౺౯ಬᎮ㱍ವထ⒳౺ಂ㤄㠡ವ㑳౩

�䈸 Ꭾ㱍ထ⒳ವ౺ಂ㤄㠡

ఴ㤄㠡៉ጼవ
ജ 㑳ಂ౧ἧᐢವ౺ಆ౮ಭ㔼ಮ
ജ࿃᎒㠁ಊೱವഝഌ೪ 䈲ሱ႞⦕ἧ⏠ಒዌ㵔ừ⼱ᶃᣯᒨᶃᣯഔ೩ �䈷Ꮳ♮䈳
ജ ࿂᎒㠁ಒഋഊ౺ഔ೪ഌ 䈲ഋ䈳�ವḏಭ㤇౧ద ᴊಕಬ౯⎊ಓಣ∈ಊಒጃ౯ሢಭ౼
ജ㵵ವ᧹ᐎಎ౽ಬ౸౽㵵႘⻳ಒྐྵᢓಎ౺థ ഔ೪ഌವ᧹ᐎಎአಭ౯ಬೱഊഔವᏳಮ
తܸᣱ౺ಊಥᎮ㱍ಧ࿅ᢃವ᰼౻ಂಬథ 㝪ವ၊౯ಬ㝎㑳౺ಂಭథ ೱ౮ಬ㰯ಭಉᵏ౺ಉ⮥ጰ౼ಮಋವᭈᷡಮ
ఴഝჀ౧ἧవ
ജ ႙㣣㝎㑳ᾌഝ೪ഔ೩എഝഌಒథ ᬣ㡑ഝವಎჀ⢙ద ዌ㡑ഝವჀ⢙౼ಮᚡᐙಒಊಮಃᇵ౺౧ẍႧವ
తᭈᷡಮద ዌ㡑ഝẍႧವ౼ಮಋഔ೪ഌ౯ᮌಎአಯ㢛ಶಃಭథ ሻᅳಎೱഊഔವᦖ౺㠡ᄭ౼ಮᮥಯ౯ಮ
ജ ഔ೮ഝഈഔഝ၊౧ಂೱಒథ ᬣ㡑ഝವᷡಮಋዌ㡑ಎಥഝ౯ጙಂತథ ಫಭྺᣐഝẍႧ౯ᭊ㔵

�䈸�႙㣣㝎㑳ᾌೱഊഔᏳಭἧ

��



1.5m

5m

3m

ఴ䈿వ ႙㣣ೱഊഔഝೃೇ೩ᗝ 䈲䈳

ਡ∸ⳏ㝎㑳ᾌ ജᏴ㙋⽐႞㹮ᾌഝೃೇ೩ᗝ
…パイロン

指導員②
※ワンポイントアドバイスを行う

指導員①
※コース途中に立ち、スタートの合図と
　走行中のワンポイントアドバイスを行う

Ꮳጆ㠖࿓ಎ㠖࿓౯౧ಮᚡᐙథ
ೖವ౺ಂഝವಥ౩ྐྵಇ⓮ᆌ౼ಮ

��



��

> 㕕ᣉ @ ᢃሥဨ᧾☣㣟㤇ἧ⏠

㻄⃘⢐ೱနỜⶡ䉀ዦ౯ဨ᧾☣၊㢪ಊ㝓ಉ౧ಮಋధ ಡಂధ နỜᏉᗏಒᢃሥ࿅⫝̸㗡 ജಲ㔼㤄㠡ಊ䉀ዦၖ࿂ವᎢತಉ
౧ಮಋವ⟨㕨౸౾ధ ಌಎ⧟ವᐢధ ಌಫ౩ಋಎ⍩ವಇಯಓနỜವ ♒ಎ㰞⋳ಊಮ౮ವ㗡㙮౸౾ಮ

ಐಬ౧

続く　〉〉

ఴ䈻వ ᣯሢ ജ㕕ᣉ
ਿᣰ౸౧ೱಒ㤖ಎ㔼౫ಉ౺ಡ౩ಋథ ᐝ౻㣣ᩮಊಥ೩ഊಧ⢙㠖ಎᣠ౺ಉᣰ౸ೱಒ㣣ᩮ౯㤀᰼౻ಮಋವ㗡㙮౸౾ಮ

ఴᴊ㵙వ

㕕ᣉత㔼౫ἧ㤎౧ 䈲ܸೃೇ೩ᗝಒ 3�� ವᏣ♮䈳

���దဨ᧾☣ವೱಊ㝎㑳ధ 㠖ಋ㒁⯽౺ಀ౩ಎಆಂಋ౯౧౮Ᏼ㙋⽐ಎ⫝̸㗡

���దဨ᧾☣၊㢪ಒధ ౿㠖ಋೱနỜ౯ᜲ౧౮Ᏼ㙋⽐ಎ⫝̸㗡

దదߞኖ౺ಂᗍⲊ౮ಬధ 㕕ᣉಐಬ౧ವ㗹ὢ

���దೱಋᗊ㡑㠖ವᩎ㑳ಎᐝ႘⻳ 䈲��Pಞಌል䈳 ಎ࿖ಜధ ಀ㔼౫ἧವ㗡㙮౸౾ಮ

㕕ᣉత㣣ᩮ㗺ಢᏳಭ 䈲ܸೃೇ೩ᗝಒ 3�� ವᏣ♮䈳

���దೱಋᗊ㡑㠖ವኰఫಎᐝ౻㣣ᩮಊ㝎ಬ౾ధ Ᏼ㙋⽐ಎ㣣ᩮ㗺ಢᏳಭವ౸౾ಮ

��ద��ಌ಄ಬ౯㣣᰼౻ಂ౮ధ ಡಂಒ㤀᰼౻ಂ౮Ᏼ㙋⽐ಎ⫝̸㗡

ఴ㕕ᣉ⏮ᰮန㵘వ

��దᬣರಧ࿃ವᐢ౮౾ಉధ ⫝̸㗡౺ಉ⋔౺౧ೠഀഔಊᶃᣯᒨ౯ లಒ౧ಆళ ಌಋವᷡ⩏ᾌಎ⫝̸㗡౸౾ಮ

��దಥ౺ಥႠ౮ಆಂᚡᐙಎᆌ౫ధ ᢃሥᚡᴁಊ㕕ᣉವ౸౾ಮ



��
続く　〉〉

ఴ�వ ᶃᣯഔ೩

ᶃᣯᒨᶃᣯഔ೩� ừ⾖ᒨᶃᣯഔ೩

1䈸దᗊ㡑㤄㠡⽐౮ಬಒలほኟಒ㔼ಬಯಉ౧౧౮ಥ䉉㤖ಎ㔼౫ಉ౧ಮ౮ಥ䉉

దద㤀౧ಋኯἝ౸ಯಉ౧ಮ౮ಥ䉉ళಋ⽎౫ధಥ౺ಥಎᆌ౫ಂ㤄㠡ವᭈᷡಮ

�䈸దဨ᧾☣ಊᐎᴾ౺ಫ౩ಋ౼ಮᣠᐢᗊ㡑㠖౯౧ಂಬధలᐎᴾ౺ಉಮ౮ಥ䉉ళಋ

దదထ⒳౺౯ಬဨ᧾☣ವ㣟㤇౼ಮ

�䈸దᐎᴾ㱨ధᣠᐢ㠖⿱౮ಬలほ㠡㠖ಧೱధ⋹㑳⽐౯ኖಉಮ౮ಥ䉉ళ

దదదಋထ⒳౺౯ಬ㝎㑳౼ಮ

�䈸దྐྵᾌᅥ⋳∱㙮ಮဨ᧾☣ಊಒధలほ㠡㠖ಧဵధ㠖౯㶿ಖኖ౺ಉಮ౮ಥ䉉ళ

దదಋထ⒳౺ధᭊ౽ᅥ⋳⹄ᴊዌಊྐྵᾌᅥ⋳ವ㑳౧ᢃሥ⫝̸㗡ವᮈಬ౧

��దᗊ㡑㤄㠡⽐౮ಬಒధ ೱಒᣰ౸㤖ಎ㔼౫ಮಋధ ᐝ౻㣣ᩮಊಥ
దద㣣ᩮ౯㤀౧ಋ㗲㗡౸ಯಧ౼౧ಋವ⟨㕨౸౾ధ ဨ᧾☣ಎ౭ಮᢃሥ㝎㑳ವ
దదᶃᣯ౼ಮ
��దᐎᴾ㱨ధ ᣠᐢ㠖⿱౮ಬధ ほ㠡㠖ಧೱ౯⁚ಮ౮ಥ౺ಯ౧ಋထ⒳౺౯
దదಬ㝎㑳౼ಮ
��ద㠖႞ಧ㒇‚ಌマಎಫಆಉಥ㔼౫ἧಧ㣣ᩮವ㗲㗡㙮౼ಮಋ౯ಮ
��ద㔼㣟౺ᯧ౧ဨ᧾☣ಊಒధ ᭊ౽ᬦ㑳ಡಂಒྐྵᾌᅥ⋳ವ౺ధ
దదలဵಧ㠖౯㶿ಖኖ౺ಉಮ౮ಥ౺ಯ౧䉉ళ ಋထ⒳౺ᢃሥವ⫝̸㗡౺ಉ౮ಬဨ᧾☣
దదವ㣟㤇౼ಮಋವᶃᣯ౼ಮ
��దဨ᧾☣ሻಊಒధ 㠖ಧ⋹㑳⽐ధ ᣠᐢ㠖ಌጰಎᎊኟ⏮ᰮ౼ಮಫ౩ᶃᣯ౼ಮ

ఴ䈽వ ಡಋತ

★ဨ᧾☣ಎ౭ಮᎮ㱍ᮎವ⟨㕨ಊಂ౮䉉ೱಒᣰ౸㤖ಎ㔼ಬಯಮಋథ 㣣ᩮ౯㤀᰼౻ಬಯಮಋವ⟨㕨ಊಂ౮䉉
ಌವ⾅థ ᢃሥဨ᧾☣㝎㑳ἧ⏠ವ⟨㕨౸౾ಮ

�䈸 ᐎ⧣နỜ㰞⋳

ജ ೱಒ೩ഊಧ⢙㠖ಎ⍇ಜᣰ౸౧ಂತథ ᢗ㱨ಫಭ㤖ಎ౧ಮಫ౩ಎ㔼ಬಯಂಭథ ᢗ㱨㣣ᩮಫಭ㤀㗡㙮౸ಯಮಋ౯ಮద ᣠᐢᐎᴾ㠖��
త౯౧ಮᚡᐙథ 㔼ಬಯಉ౧౧థ 㗲㗡㙮౸ಯಉ౧ಮಋ⽎౫థ ᣠᐢ㠖౯ᐎᴾ౺ಉಮ౮ಥ౺ಯ౧ಋထ⒳౺ಂ㤄㠡ವᭈᷡಮ

ജ㓧Ỷ㠖⹄㤌㞐ಊಒథ ᐝྐྵ㝎㑳㠖⹄ಎᐎᴾ㠖౯౧ಮᚡᐙథ ಀᐎᴾ㠖ಊほኟ౯ᣠᐢ㠖౮ಬ㔼౫ಉ౧౧ᚡᐙ౯ಮద ဨ᧾☣ሻᢃሥ౯
త⫝̸㗡ಊಮಋರಡಊೃഌವ౺ಂಭഝವᷡಮಌ㣣ᩮವㇳಋ౺౯ಬ㣱ಢథ ಥ౺ಥಎᆌ౫ಂ㤄㠡ವᭈᷡಮ



��
続く　〉〉

ജ 㔼㣟౺ᯧ౧ဨ᧾☣ಊಒథ ᭊ౽ᬦ㑳ಡಂಒྐྵᾌᅥ⋳ವ౼ಮ
ജ ᄉᐒಧ∱㙮 ജ㞐㳬∱⬨ಌವ⋴⫝̸ಎ㗺ಢᏳಭధ ᢃሥಎ㣟㤇ಊಮ౮ኯἝ౼ಮ
ജ⢐␠㤌㞐ಊ✻౧㤌㞐ధ 㞐ᘋధ 㔼㣟౺ᯧ౧ဨ᧾☣ధ 㸾㠖㠖࿓Ⲁ⡏ᛌ࿃ವ㝎㑳౼ಮᾌಎಒၖ࿃☣ಎ⏮ᰮ౼ಮ
దదዌἧధ ᬣἧధ ᐎᅳధ ᧹ᅳⲀವ⏮ᰮ౺౯ಬ㤄㠡ಎ㲈౼ಮ
దద㣣ᩮಒᷫ౫ತధ ྐྵᾌᅥ⋳ధ ᬦ㑳Ⲁ✟⏑ಎಆಂᢃሥ㝎㑳ವᭈᷡಮ

�䈸 ဨ᧾☣ᢃሥ㣟㤇ἧ⏠

�䈸 ኖၻ౧㵵နỜ㰞⋳

ജ㔼㣟౺౯ᯧྐྵᾌᅥ⋳౯ᭊ㔵ဨ᧾☣ಊಒథ⎡ತಬಯಂᅥ⋳⹄ಊᅥ⋳౼ಮಃಊథ రほኟವ㔼౾ಮಂತᅥ⋳ఱ ర᧹ᐎವ⫝̸㗡౼ಮಂತᅥ⋳ఱ
䈲ᜲ⌮㱞ᅥ⋳䈳 ವ㑳౧థ ᢃሥವ⫝̸㗡౺ಉ㣟㑳౼ಮ

ജྐྵᾌᅥ⋳∱㙮౯ಮᴁಊಒᭊ౽ྐྵᾌᅥ⋳ವ㑳౧ᢃሥವ⫝̸㗡౺ಉ౮ಬ㣟㑳౼ಮద ኖၻ౧㵵နỜᜲಒథ ྐྵᾌ࿅ᅥ⋳ಧᢃሥ࿅⫝̸㗡౯Ꮙᗏ

ജ᧹ᐎಎ⋹㤌ಌ౯ಮဨ᧾☣ಒథ ほ㠡㠖ಧ⋹㑳⽐ಌᮌ㶿ಖኖ౺ಥထ⒳౺థ ౼ಎ⋳ಡಮಋಊಮ㣣ᩮಊ㝎㑳౼ಮ

ജ ೌഝഀഊഝವ౺ಆ౮ಭ㔼ಉథ ⋹㑳⽐ಧほ㠡㠖౯⁚ಉ౧౧ಋವ⫝̸ᢗಎ⫝̸㗡౼ಮ

䈾䈸 Ꭾ㱍ထ⒳

ജ ర౧ಇಥ㠖ಧほ㠡㠖థ ⋹㑳⽐ಌ⁚౧㤌ಃ౮ಬ၀ὅಥ⁚౧ಃರ౩ఱ ಋ౧ಆಂ రಃರ౩㤄㠡ఱ ಊಒథ
తరဵಧ㠖౯㶿ಖኖ౺ಉಮ౮ಥ౺ಯ౧䉉ఱ ಋ౧ಆಂ ర౮ಥ౺ಯ౧㤄㠡ఱ ವᭈᷡಮ



��

ఴ�వ 㕕ᣉೃೇ೩ᗝ 䈲䈳

ਡ㕕ᣉత㔼౫ἧ㤎౧ೃೇ೩ᗝ
…パイロン

ਡ㕕ᣉత㣣ᩮ㗺ಢᏳಭೃೇ೩ᗝ

Ᏼ㙋⽐㔼ᡩ႘⻳
��P⮯ᩮ㲜ಯಂ႘⻳౮ಬ

㕕ᣉ౼ಮ

㝎㑳ᎃ㯒ಒ ��P䊈 ��P

Ᏼ㙋⽐㔼ᡩ႘⻳
㝎㑳㠖⹄ᅳἧᢃሥ႘⻳

౮ಬ㕕ᣉ౼ಮ

ਛ⋴㳬౮ಬ㔼ಂቌ⧾

㕕ᣉ౯ⷒတ౺ಂಬ
ಎ⮥㑳౼ಮ



> 㲞ᾌ � ഌഝኰ㙼 @Ꭾ㱍ထ⒳೩ഝ೬ഔ

ဨ㣟နỜವ ♒ಎ㰞⋳౼ಮಂತಎᭊ㔵Ꭾ㱍ထ⒳ጃವᐢ࿂౸౾ಮ
ಐಬ౧

続く　〉〉

ఴ䈻వ ᣯሢ
ਿ㻄⃘⢐ೱနỜⶡ �ዦವᎢತಮဨ᧾☣၊㢪ಊနỜ 䈲✁ಎᐎ⧣နỜథ ኖၻ౧㵵နỜ䈳 ಎಇ౧ಉథ ಌಫ౩ಋರಎ⍩ವ၊ಉ㤄㠡౼ಮ
ᭊ㔵౯ಮ౮ವ⽎౫౸౾ಮ�

ఴᴊ㵙వ 3�� 䊈 3�� ഐഝഝ೩ವჀ⢙౺థ 䈿䊈 �ဵ⮯ᩮഌഝವႧಭ࿃㖋ᴊ㵙ಊ㣱ತಮ

䈻䈸 ᄦဵᡩ⼱ 䉄ᴁ㔵ᾌ㯒�ⶡ䈿ኟ
దదᓦ㶉ವ㗺ಢ࿂ధ ᚡ㳬౮ಬಌ∈Ꭾ㱍౯⽎౫ಬಯಡ౼౮䉉㔼౫ಉ౧ಮᎮ㱍ಋధ ᾌ㯒ⷚ㤇ಊ㝓ಭ౩ಮᎮ㱍ವထ⒳౺ⲥ⁖ ಊಊಮಃ
దదᜲ 䈲䈻䈳 ಎ㖋ሢ౺ಉಥಬ౩

イラスト入ります

䈼䈸 ᄦဵᡩ⼱ 䉄 ᴁ㔵ᾌ㯒�ⶡ䈿ኟ

దద⋌ಎ 䈲䈻䈳 ಊኖ౺ಂᎮ㱍ವ㤮ಮಂತಎಒಌ∈㤄㠡ವ౼ಯಓボ౧౮ 䈲䈼䈳 ಎⲥ⁖ ಊ㖋ሢ౺ಉಥಬ౩

�䈸 ഌഝ㙼 䉄ᴁ㔵ᾌ㯒�ⶡ �� ኟ

దదᄦဵಊ㖋ሢ౺ಂ 䈲䈻䈳 ಋ 䈲䈼䈳 ವഌഝሻಊ⦌㒉౺ధ ၈ဵᰮ㔼ವሬ‘౺ಉಥಬ౩

దదߞ�Ꭾ㱍ᩮ౯㻄နỜᗍ㤮ಎ㨁㔵ಃಋᮆ౩ಥವ䈽䊈䈿☣⮯ᩮಎಡಋತధ ഌഝ⢙ἠ౺౧⢙ⶴ 䈲䈻䈳 ಎ㖋ሢ౺ಉಥಬ౩
దదߞ䈲䈻䈳 ಎ ኖ౺ಂವಥವధ Ꭾ㱍ᩮಧ㨁㔵ᩮ㻄౧㵙ಎ㵙႘၊ವ㑳౩ 䈲᧹ಎ㵙႘㖋ሢ䈳
దదߞ�Ꭾ㱍ᩮಧ㨁㔵ᩮ㻄౧နỜವᗍ㤮౼ಮಂತಎಌ∈㑳ጰವᏳಮ౮ವ㗋౺ᐙ౧ 䈲䈼䈳 ಎ㖋ሢ౺ಉಥಬ౩
䈾䈸 ᄦဵᡩ⼱ 䉄 ᴁ㔵ᾌ㯒�ⶡ䈿ኟ

దద⟖ኰ㙼ಊ㗋౺ᐙಆಂⷞ₂ವᏣ⽎ಎధ ၀ᗍಫ౩ဨ㣟ᚡ㳬ಎ㤠㤁౺ಂ㱨ధ ಌ∈㤄㠡ವᭈᷡಮ౮ವ 䈲䈽䈳 ಎ㖋ሢ౺ಉಥಬ౩
�䈸 ഌഝ㙼 䉄ᴁ㔵ᾌ㯒�ⶡ �� ኟ

దదᄦဵಊ㖋ሢ౺ಂ 䈲䈽䈳  ల㑳ጰ⧟∱ళ ವഌഝሻಊ⦌㒉
దదߞ�ಌ㑳ጰ⧟∱౯၀ᗍഝಊနỜᗍ㤮ಎ‘ጙ౮ವ㗋౺ᐙ౧ధ ഌഝ ల㑳ጰ⧟∱ళ ವ⢙ⶴ 䈲䈽䈳 ಎ㖋ሢ౺ಉಥಬ౩
�䈸 ⦌㒉 䉄 ᴁ㔵ᾌ㯒�ⶡ䈿ኟ

దదഌഝኰಊ⽎౫ಂ ల㑳ጰ⧟∱ళ ವ⦌㒉౺ಉಥಬ౩

��



続く　〉〉

ᶃᣯᒨᶃᣯഔ೩� ừ⾖ᒨᶃᣯഔ೩

䈻䈸దᎮ㱍ထ⒳ವ౺౯ಬ㤄㠡౼ಮಋ㨁㔵ᮎವ⟨㕨౸౾ಮ
䈼䈸దဵಧ㠖౯㶿ಖኖ౺ಉಮ౮ಥ䉉ಋ⽎౫ధᭊ౽ྐྵᾌᅥ⋳ವ㑳౧ᢃሥ⫝̸㗡ವదద
దదᮈಬ౧�
䈽䈸దᗊ㡑㤄㠡⽐౮ಬಒధೱಒᣰ౸ధ㤖ಎ㔼౫ಮಋధᐝ౻㣣ᩮಊಥ㣣ᩮ౯ద
దద㤀౧ಋኯἝ౸ಯಮಋವ㗡㙮౸౾ಮ

䈾䈸దဨ᧾☣ಊᐎᴾ౺ಫ౩ಋ౼ಮᗊ㡑㠖౯౧ಂಬధᐎᴾ౺ಉಮಥಋထ⒳౺ಉ㝎㑳
దద౼ಮ�

䈿䈸దᐎᴾ㱨ధᣠᐢ㠖⿱౮ಬలኖಉಮ౮ಥ䉉ళಋထ⒳౺౯ಬ㝎㑳౼ಮ�

�

䈻�దᎮ㱍ထ⒳ವ౺౯ಬ㤄㠡౼ಮ㨁㔵ᮎವ⟨㕨౸౾ಮ�

䈼�దဨ᧾☣ሻಊಒధ 㠖ಧ⋹㑳⽐ధ ᣠᐢ㠖ಌጰಎᎊኟ⏮ᰮ౼ಮಫ౩ᶃᣯ౼ಮ�
䈽�ద㔼㣟౺ᯧ౧ဨ᧾☣ಊಒధ ᭊ౽ᬦ㑳ಡಂಒྐྵᾌᅥ⋳ವ౺ధ�
దదలဵಧ㠖౯㶿ಖኖ౺ಉಮ౮ಥ౺ಯ౧䉉ళ ಋထ⒳౺ᢃሥವ⫝̸㗡౺ಉ౮ಬဨ᧾☣�
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★危険を予測しながら運転する重要性を理解できたか？安全を相手に委ねるのではなく、つねに「かもしれない」
運転をすることの重要性を理解させる 
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ワークシート （事例②：見通しの悪い交差点）
あなたはバイクで一時停止の標識のある交差点を通過しようとしています。
どの様な危険が考えられますか？

（１） この場面から、 どのような危険が考えられますか？
　　　見えている危険と、 時間経過で起こりうる危険を予測し、 箇条書きでできるだけ
　　　たくさん書き出してみましょう。

（２） （１）で出した危険を避けるためには、 どのような運転をしたらよいでしょうか。

（３） 今後、 この様な状況に遭遇した際、 あなたはどの様な運転を心掛けるか、
　　　「行動目標」 をまとめましょう。
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