
番号 時間 対象 受入年度 備考

Ｄ1 ２６分 幼児 Ｈ１９

D2 ２０分
運転者・

一般
Ｈ１９

D3 ２４分
中学・高
校・一般・
高齢者

Ｈ１９

D4 １５分
小・中・高

校生
Ｈ１９

D5 １８分
小学中・
高学年

Ｈ１９

D6 １２分
幼児・小
学低学年

Ｈ１９

D7 １９分
運転者・
高齢者

Ｈ１９
（Ｄ８と同
じ）

D8 １９分
運転者・
高齢者

Ｈ１９
（Ｄ７と同
じ）

交通安全視聴覚教材（ＤＶＤ）リスト　　

（令和４年１月４日現在）

題　　名 内　　容

おじゃる丸
ひろみちおにいさんの
たのしい！こうつうあんぜん

【第１部】
おじゃる丸の交通安全教室
【第２部】
ひろみちおにいさんの
「こうつうあんぜんげんき！
たいそう」

その時あなたにできること
交通事故現場における応急
救護措置を解説

皆伝！角田信朗の自転車道
虎の巻

ルール違反の危険性を示
し、ヘルメットの必要性、自転
車事故で問われる責任を教
える。

テツandトモの自転車なんでだ
ろう

歩道通行、高齢者との接触
事故の例から正しい通行の
仕方を教える。

ポンカンマンの自転車免許教
室

ポンカンマンと一緒に自転車
の安全な乗り方やルールを
勉強します。

オズの魔法使い交通安全の
旅

「オズの魔法使い」のキャラ
クターたちが、道路の歩き方
や横断歩道、交差点の渡り
方を学ぶ。（アニメ）

気をつけよう
高速道路の逆走

高速道路の逆走事故を再現
し、防止策を解説。

気をつけよう
高速道路の逆走

高速道路の逆走事故を再現
し、防止策を解説。



番号 時間 対象 受入年度 備考

交通安全視聴覚教材（ＤＶＤ）リスト　　

（令和４年１月４日現在）

題　　名 内　　容

D9 １５分
幼児・小
学低学年

Ｈ２０

D10 ２６分 運転者 Ｈ２０
(Ｄ２０と
同じ)

D11 １９分
運転者・

一般
Ｈ２０

D12 １５分
幼児・小
学低学年

Ｈ２１

D13 ２０分
中学生・

一般
Ｈ２１

D14 １６分 運転者 Ｈ２１

D15 １５分 運転者 Ｈ２１
（D33と同
じ)※D33
は25分

D16 ２２分 高齢者 Ｈ２１
（D17と同
じ）

クーニャンの交通安全
「正しい自転車の乗り方」

クーニャンとその仲間たちと
一緒に自転車の正しい乗り
方やルールを学びます。（ア
ニメ）

ドライブレコーダーは見た！
～危険予測で大切な命を守る
～

ドライブレコーダーによる事
故の記録を検証しながら、日
常の運転での注意点を解
説。雪道での注意点も解説。

心に刻め！命にスペアはない
ことを
－事故現場は語る－

事故事例に沿って事故防止
のポイントを描く。
後部座席シートベルトの必要
性を解説。

サル太郎　ヘルメットはかぶっ
てね
自転車にのるときのやくそく

自転車をプレゼントされたサ
ル太郎と姫子が、ヘルメット
をきちんとかぶって街へ出
て、様々な場面で自転車走
行の交通ルールを学ぶ。（ア
ニメ）

ストップ！自転車の危険運転
～中学生の事故を防ぐ～

自転車の交通ルールとマ
ナー、正しい乗り方や安全な
運転の方法を身近な交通
シーンの中で解説。

飲酒運転　罪と罰　破滅への
選択
～あなたならどうしますか～

どこにでもいる平凡なサラ
リーマンがなぜ「破滅への選
択」をたどってしまったのか。
ドラマ仕立て検証実験を通し
て描く。

運転者の心得と義務
～人にやさしい安全運転～

ドライバーが常識として知っ
ておかなければならない義
務と責任、安全運転の知識
をわかりやすく解説。

いつまでも安心して暮らすた
めに
～高齢者の交通安全～

運転者編・自転車編・歩行者
編の３つの場面について、ス
タントマンによる事故の再現
を交えながら、運転時・歩行
時の注意点を紹介。（平成21
年3月内閣府から寄贈）



番号 時間 対象 受入年度 備考

交通安全視聴覚教材（ＤＶＤ）リスト　　

（令和４年１月４日現在）

題　　名 内　　容

D17 ２２分 高齢者 Ｈ２１
（D16と同
じ）

D18 １３分
幼児・小
学低学年

Ｈ２２

D19 １６分 小学生 Ｈ２２
（D38と同
じ）

D20 ２６分 運転者 Ｈ２２
(Ｄ10と同
じ)

D21 ２３分 運転者 Ｈ２２
(Ｄ29と同
じ)

D22 ２３分 運転者 Ｈ２２

D23 １９分 高齢者 Ｈ２２

D24 １４分
運転者・

一般
Ｈ２３

衝突実験でチャイルドシート
の効果を実証。発育に応じた
適正な種類と正しい使用方
法も丁寧に解説。(平成２３年
１月（財）青森県交通安全協
会より寄贈）

みんなで学ぼう！交通ルール

なぜ？どうして？から考える
小学生の自転車の安全な乗り
方

ドライブレコーダーは見た！
－危険予測で大切な命を守る
－

飲酒運転
許されない犯罪

交通安全への意識と行動

ヒヤリ・ハットに学ぶ
高齢者の交通安全

チャイルドシートで守ってね！
子供の安全は親の責任

交通少年団のお姉さんとネコ
君が一緒に道路の歩き方、
横断歩道や信号交差点の渡
り方、踏切について、実際の
道路で、確認しながら学ぶ。
（実写）

ただルールやマナーを教え
るのではなく、なぜ危険なの
か、どうしたら安全なのかを
子どもたち自身に考え理解さ
せ、危険予測の能力を向上
させる。（実写）

ドライブレコーダーによる事
故の記録を検証しながら、日
常の運転での注意点を解
説。雪道での注意点も解説。

本人のみならず、一緒に飲
酒をした友人や飲食店の店
主など周辺者の責任も描き、
飲酒運転は絶対にしてはな
らない、させてはならない、許
されない犯罪であると訴え
る。　出演：布川敏和
交通事故体験者の取材を通
し、事故発生状況と事故後
の安全運転への意識と行動
を紹介。また、高齢ドライ
バーを守る義務、後部座席
シートベルトの着用義務も説
明。

加齢からの判断能力の減
退、考え事などで注意散漫な
ときにヒヤリハットした経験か
ら学び、歩行・自転車・ドライ
バーそれぞれの立場での事
故防止を解説。

いつまでも安心して暮らすた
めに
～高齢者の交通安全～

運転者編・自転車編・歩行者
編の３つの場面について、ス
タントマンによる事故の再現
を交えながら、運転時・歩行
時の注意点を紹介。（平成21
年3月内閣府から寄贈）



番号 時間 対象 受入年度 備考

交通安全視聴覚教材（ＤＶＤ）リスト　　

（令和４年１月４日現在）

題　　名 内　　容

D25 １２分
幼児・小
学低学年

Ｈ２３

D26 １６分 小学生 Ｈ２３

D27 ２１分 自転車 Ｈ２３

D28 ２０分 高齢者 Ｈ２３

D29 ２３分 運転者 Ｈ２３
(Ｄ２１と
同じ)

D30 ６０分 運転者 Ｈ２３

チャプ
ター⑧は
冬道の安
全運転に
ついて（５
分）

D31 ２４分 一般 Ｈ２４
(Ｄ32と同
じ)

D32 ２４分 一般 Ｈ２４
(Ｄ31と同
じ)

自転車は車のなかまです
－自転車を安全に乗るために
－

損害賠償に関するミニドラマ
や自転車事故の再現映像、
統計グラフなどを活用しなが
ら、有識者のコメントを交え
て、自転車の基本ルール等
について紹介。(平成２４年３
月内閣府より寄贈）

自転車は車のなかまです
－自転車を安全に乗るために
－

損害賠償に関するミニドラマ
や自転車事故の再現映像、
統計グラフなどを活用しなが
ら、有識者のコメントを交え
て、自転車の基本ルール等
について紹介。(平成２４年３
月内閣府より寄贈）

ケーシー高峰の交通事故を防
ぐ
高齢者のための処方箋

高齢者に人気の医学漫談の
ケーシー高峰さんが高齢者
が交通事故に遭う大きな理
由などについて解説。

飲酒運転
許されない犯罪

本人のみならず、一緒に飲
酒をした友人や飲食店の店
主など周辺者の責任も描き、
飲酒運転は絶対にしてはな
らない、させてはならない、許
されない犯罪であると訴え
る。出演：布川敏和

ドライバーのための安全運転
の基礎知識

安全速度、カーブでの走行、
横断歩行者の安全確保、交
差点での走行　、飲酒運転な
ど項目ごとに１３のチャプ
ターで構成。上映時間約２２
分の従来通りの交通安全教
材としても使用可能。

アラジンと魔法のランプの交
通安全

「アラジンと魔法のランプ」の
キャラクターと一緒に、道路
の歩き方や信号機のない横
断歩道の渡り方、交通標識
の意味や電車の踏み切りの
渡り方などを学ぶ。

真剣に考えよう自転車のこと

実際に起きた自転車事故の
裁判例を挙げ、交通事故の
責任の重さを訴える。また自
転車の走って良いところ、自
転車での横断歩道の渡り方
など交通ルールについても
解説。

あなたの運転間違っていませ
んか
－自転車はクルマの仲間－

自転車は「軽車両」として道
路交通法を守らなければな
らないことを訴え、自転車の
正しい乗り方、事故事例をも
とにどうすれば事故は防げる
のかを分かり易く解説。



番号 時間 対象 受入年度 備考

交通安全視聴覚教材（ＤＶＤ）リスト　　

（令和４年１月４日現在）

題　　名 内　　容

D33 ２５分 運転者 Ｈ２４
（D15と同
じ)※D15
は15分

D34 １５分 運転者 Ｈ２４

D35 ２６分 高齢者 Ｈ２４

D36 ２１分
中・高校
生、一般

Ｈ２４

D37 １８分 中学生 Ｈ２４

D38 １６分 小学生 Ｈ２４
（D19と同
じ）

D39 １２分
幼児・小
学低学年

Ｈ２４

D40 １８分 運転者 Ｈ２５
冬道の危険を知る
～安全に走行するために～

スリップ事故や視界不良など
が要因とされる、冬道におけ
る事故を防ぐための基本的
な知識を具体的に紹介。一
般道だけでなく高速道路の
安全走行についても解説。

運転者の心得と義務
～人にやさしい安全運転～

ドライバーが常識として知っ
ておかなければならない義
務と責任、安全運転の知識
をわかりやすく解説。

飲酒運転の禁止
～周辺者にも厳しくなった罰則
～

Ｈ１９年６月の道路交通法の
改正により、飲酒運転者や
周辺者への厳しくなった罰則
を簡潔に説明し、さらに飲酒
運転によって起きた悲劇を再
現。

見る　待つ　止まる　確かめ
る！
シルバーエイジの交通安全
－歩行者と自転車－

高齢者の歩行中・自転車乗
車中に多い事故事例を検証
し、原因と対策を解説。

子てんぐこたろうの
守ろう！交通ルール

日頃目にする現実の信号機
や横断歩道（実写）を背景
に、アニメ（CG）のキャラク
ターが交通安全のポイントを
学んでいく。

自転車も車両です
～交通安全への意識改革～

「自転車も車両」という意識と
責任感、法規とマナーを守る
ことの大切さを描く。

ケーススタディ
中学生の自転車事故

中学生に多い自転車事故の
典型例を取り上げ、スタント
により事故を再現。事故の恐
ろしさを印象づけるとともに、
何が事故の原因なのかをわ
かりやすく解説。

なぜ？どうして？から考える
小学生の自転車の安全な乗り
方

ただルールやマナーを教え
るのではなく、なぜ危険なの
か、どうしたら安全なのかを
子どもたち自身に考え理解さ
せ、危険予測の能力を向上
させる。（実写）



番号 時間 対象 受入年度 備考

交通安全視聴覚教材（ＤＶＤ）リスト　　

（令和４年１月４日現在）

題　　名 内　　容

D41 ２４分 運転者 Ｈ２５

D42 ２３分 運転者 Ｈ２５

D43 ２０分 高齢者 Ｈ２５

D44 １８分
小学中・
高学年

Ｈ２５

D45 １９分 小学生 Ｈ２５

D46 ２０分 運転者 Ｈ２６

D47 ２２分
企業・

運転者・
一般

Ｈ２６

D48 ２４分 運転者 Ｈ２６

忘れないで５つのポイント
自転車のルールとマナー

小学生の主人公が、アニメー
ションの女性警察官に説明し
てもらいながら、自転車の
ルールとマナーのポイントを
学習していく。

小学生の交通安全
道路にはどんな危険がある
の？

「なぜ交通ルールを守らなけ
ればいけないのか」など、そ
の意味や理由を子供自身に
考えさせ理解を深める。

ドキュメント交通事故
衝突！安全への過信
～油断・不注意・思い込み～

ある都市での交通事故密着
取材を行い、事故事例を検
証し事故原因を探るととも
に、安全運転のポイントを強
く訴える。

原付・自動二輪車ライダーへ
防ごう！バイク事故
～事故に学ぶ安全運転のポイ
ント～

実際に起きた二輪車の交通
事故から、二輪車ならではの
特性や、注意点をもとに、安
全運転のポイントを解説す
る。

孫と一緒に交通安全！
高齢者と交通ルール

事故に遭ったおばあちゃん
と、自分勝手に自転車に乗っ
ていたおじいちゃんが孫に怒
られ、交通ルールの大切さを
自覚する。

冬道事故を防ぐ
～危険な路面の見分け方～

・冬道走行の準備
・路面コンディションを把握
・わだちと凹凸路
・ﾌﾞﾚｰｷﾝｸﾞとｶｰﾌﾞの注意点
・視界不良と注意すべき場所
・高速道路の気象変化

従業員の交通事故と
企業リスク

交通事故を起こした従業員
本人が負わなくてはならない
社会的・道義的・法的責任
や、企業が負う責任や損失
などについて解説。再現ドラ
マの合間に解説を入れた構
成。

舞の海秀平と
危険予測の技を磨く！

元力士の舞の海秀平さんが
ハンドルを握り、タクシー会
社の教育担当者から道路や
その周辺に潜む様々な危険
の予測と安全運転のポイント
を教わっていく。



番号 時間 対象 受入年度 備考

交通安全視聴覚教材（ＤＶＤ）リスト　　

（令和４年１月４日現在）

題　　名 内　　容

D49 １６分
中学生～

一般
Ｈ２６

D50 １５分
小学低学

年
Ｈ２６

D51 １７分
小学中・
高学年

Ｈ２６

D52 約１５分
小学生～

一般
Ｈ２６

青森県反射
材大作戦応
援大使「りん
ご娘」＆Mr.
マサック出
演。イベント
向き。

D53 １２分
幼児・小
学低学年

Ｈ２７

D54 １８分 小学生 Ｈ２７

D55 １７分 運転者 Ｈ２７

D56 ２２分
企業・

運転者・
一般

Ｈ２７
潜む危険を予測・回避せよ！

　～ある会社員の交通事故～

事故回避には、危険予測が
重要。交通事故を起こしてし
まった会社員の責任と勤務
先や家族への影響を描き、
様々なケースに潜む危険を
クイズ形式で出題、解説。

忍者玉丸　ルールを守って交
通安全!!の巻

現代の日本にタイムスリップ
した忍者玉丸たちが、敵の忍
者から「虎の巻」を取り返そう
とする中で、道路の歩き方や
横断歩道の渡り方を学び、
交通ルールを守ることの大
切さを知る。（アニメ）

サヤカと自転車との約束

～守ろう！自転車の交通ルール～

新しい自転車を心待ちにす
る小学生サヤカの夢に自転
車が現れ、ルールを教えて
いく。正しい例と悪い例を示
し、小学生にも分かりやすく
交通ルールを説明。（実写）

歩行者事故を起こさない運転

　～ドライバーのための
　　　　　　チェックポイント～

ドライバーの立場から、歩行
者事故を起こさないために何
に気をつければ良いのかを
考える。歩行者の死亡事故
に多い典型的な例をもとに、
安全運転のポイントを探る。

交通事故から身を守れ！
Let's 反射材!!

①反射材効果実証実験
(H26)映像で反射材の効果を
解説。オリジナルソング＆ダ
ンス映像も収録（9分22秒）
②上記①短縮版（3分30秒）
③反射材ＴＶＣＭ（15秒2種）

今すぐチェック！
自転車の交通ルール

平成25年、道路交通法改正
により新しくなった自転車の
交通ルールに加え、約9,500
万円にもなった自転車事故
の損害賠償事例を紹介し、
事故の怖さと交通ルールの
大切さを訴える。

クイズ！危険をさがせ
～道路を歩くとき～

アニメによる交通安全クイズ
を基本に、実写映像やドライ
バー視点の映像等を交えな
がら、道路の歩き方や道路
に潜む危険を視覚的に解説
する小学生向け危険予測ト
レーニング教材。

クイズ！危険をさがせ
～自転車に乗るとき～

アニメによる交通安全クイズ
を基本に、実写映像やドライ
バー視点の映像等を交え視
覚的に解説。リアルな映像で
実践的な危険予測能力を身
につけさせる小学生向け自
転車交通安全学習教材。



番号 時間 対象 受入年度 備考

交通安全視聴覚教材（ＤＶＤ）リスト　　

（令和４年１月４日現在）

題　　名 内　　容

D57 １７分 高齢者 Ｈ２７

D58 １５分
幼児・小
学低学年

Ｈ２８

D59 １６分 小学生 Ｈ２８

D60 ２１分 運転者 Ｈ２８

D61 ２７分 運転者 Ｈ２８

D62 ２５分 運転者 Ｈ２８

D63 １４分
幼児・小
学低学年

Ｈ２９

D64 １５分 小学生 Ｈ２９

事故映像と実験に学ぶ
安全運転講座

救急隊と共に事故現場を取
材、実際の事故の様子を通
して原因を探り、実験や体験
テストにより事故の未然防止
方法を実証的に考察

ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾚｺｰﾀﾞｰからの警告！
～あなたの運転は
　　　　　　　　大丈夫か？～

一般ドライバーの運転を記録
し、本人が気づかない危険を
ドライブレコーダーの映像を
交えながら説明。運転に潜
む危険を警告。

クイズでまなぶ
　ピノキオのこうつうあんぜん

ピノキオが視聴者の子供達
の助けを借りながら交通
ルールを学ぶ、クイズ形式で
の視聴者参加型教育映像。
（アニメ）

ズッコケロボの
　自転車の交通安全

自転車のルールを無視した
場合の危険を３DCGキャラ
（ズッコケロボ）の再現で子供
達に分かりやすく伝える。
（実写＋CG）

絶対にダメ！飲酒運転
～しない！させない！許さない！～

飲酒が運転に与える影響・
危険性を再現ドラマを交え、
CG、実験で明らかにし、道交
法等、飲酒運転に対する法
整備・罰則を解説。

三遊亭小遊三の
　高齢者の交通安全

小遊三師匠を案内役に、身
体能力の衰えを自覚した交
通事故に遭わない行動（衰
えを補う歩き方、自転車の乗
り方等）を、お笑い要素を交
えたストーリー展開で紹介。

三太郎とかぐや姫の交通安全

現代の日本にタイムスリップ
した浦島太郎たちが、乙姫様
の所へ行く中で、道路の歩き
方や横断歩道の渡り方を学
び、交通ルールを守ることの
大切さを知る。（アニメ）

自転車の交通ルールを覚えよ
う
～小学生の交通安全
（ドライブレコーダーは見た！
シリーズ）

交通ルールと正しい乗り方
がなぜ大切なのかをドライブ
レコーダーの映像を交えなが
ら分かりやすく解説する。



番号 時間 対象 受入年度 備考

交通安全視聴覚教材（ＤＶＤ）リスト　　

（令和４年１月４日現在）

題　　名 内　　容

D65 １８分 高齢者 Ｈ２９

D66 ２８分
企業・

運転者・
一般

Ｈ２９

D67 ２４分
企業・

運転者・
一般

Ｈ２９

D68
交通安全23分
特殊詐欺20分

防災20分

高齢者・
一般

Ｈ３０

JA共済連
青森県本
部様より
寄贈

D69 １６分 運転者 Ｈ３０

D70 １２分
幼児・小
学低学年

Ｈ３０

D71 １９分 小学生 Ｈ３０

D72 ２６分 運転者 Ｈ３０

きずな町物語　第2弾

高齢者とその家族の体が入れ
替わってしまったら…。「交通
安全編」「特殊詐欺被害防止
編」「家庭内の防災編」からな
るドラマ形式の教材。

終わりなき悔恨
～飲酒運転の果てに～

加害者と被害者、その家族
や職場を含めた周囲に起こ
る悲劇を丹念に描いたドラマ
形式の教材。（主演：千原せ
いじ）

交通事故ゼロへの決意！
あなたと会社を守る

交通事故を起こした営業マン
が、会社にまで及ぶ事故の
影響に気付き、同僚たちと事
故防止に取り組む姿を描い
たドラマ形式の教材。

シルバー世代の皆さん！
正しい道路の横断、してます
か？

様々な交通場面の、どこに
危険が潜んでいるのか、どう
すれば事故を防げるのかを
分かりやすく解説。

切り裂かれた未来～飲酒運転
の代償～

飲酒運転により死亡事故を
起こした加害者及びその家
族、被害者の家族、加害者
が勤務する会社の社会的
責任(CRS）までも描き、飲
酒運転に警鐘を鳴らす。
（主演：矢柴俊博）

冬道運転　あなたは大丈夫？
～冬道事故防止のポイント～

冬道事故の要因、冬型事故
を防ぐために、気象と路面変
化による状況判断、暴風雪、
悪天候への備えについて紹
介。

ズッコケ三人組のこうつうあん
ぜん　　いつもあんぜんかくに
んの巻

子供達に人気のあるズッコ
ケ三人組のアニメーション
で、とび出しの危険性を子供
たちに伝え、事故を防ぐため
に交通ルールを身に付ける
ことの大切さを訴える。

知ってる？守ってる？自転車
の交通ルール

「ルールの神様」が出題する
クイズを主人公たちと一緒に
考え、理由を知ることで理解
を深め、楽しみながら交通
ルールを学ぶ。



番号 時間 対象 受入年度 備考

交通安全視聴覚教材（ＤＶＤ）リスト　　

（令和４年１月４日現在）

題　　名 内　　容

D73 １８分
小学生～

一般
Ｈ３１

日本自転
車軽自動
車商業協
同組合連
合会様よ
り寄贈

D74 １４分
幼児～小
学校低学

年
Ｒ１

D75 １７分 小学生 Ｒ１

D76 ２３分
高齢者
運転者

Ｒ１

D77 １６分 運転者 Ｒ１

D78 ３５分
中学生
高校生

Ｒ１
文部科学
省制作
（寄贈品）

D79 ４２分 高齢者 Ｒ１
内閣府制
作（寄贈
品）

D80 １４分
幼児～小
学校低学

年
Ｒ２

ハローキティとまなぼう！
こうつうルール

お友達の家を目指すストー
リーを通して、道路の歩き
方、横断歩道の渡り方など
交通ルールを守ることの大
切さを伝える。（アニメ）

さらなる交通事故の削減を目
指して

・高齢運転者の交通事故防止
・運転免許返納後も利用可能
な移動手段の適切な活用方法
・先端技術の適切な活用方法

安全な通学を考える
～加害者にもならない～

・自分の乗り方は安全か？
・危険を予測する力をつける
・気持ちを意識してみよう
・地域の安全を守る役
・事件に巻き込まれないために
・自転車の賠償責任、点検・整
備等について

沼田爆の高齢ドライバーの交
通安全

高齢運転者にありがちな事
故を再現し、高齢者講習に
おいて交通ルールや安全
運転に関する知識を再確認
する、ドラマ形式の教材。

運転マナーが大切
～思いやり・ゆずり合いの心
が事故を防ぐ～

「あおり運転」をしないため
の心構えや、「あおり運転」
に遭遇したときの対処法を
解説。また、事故事例をドラ
イブレコーダーの映像を
使って検証し、安全運転の
ポイントを紹介。

安全！安心！誰でもできる自
転車点検

１ブレーキの点検　２タイヤ
の点検　３チェーンと変速機
の点検　４反射材・ライト・ベ
ルの点検　５　車体の点検
６ＴＳマーク付帯保険制度

赤ずきんちゃんと学ぼう！
交通ルール

赤ずきんちゃんがおばあちゃ
んの家に行く途中で、道路の
歩き方や、横断歩道の渡り
方などを学ぶ。交通ルール
の基本を分かりやすく解説す
る。（アニメ）

こんなときが危ない！
小学生のための自転車安全
教室

自転車の乗り方を基本から
解説。典型的な自転車事故
を再現したスタントシーンを
挿入し、事故の恐ろしさを印
象付け、交通安全への意識
を高める。



番号 時間 対象 受入年度 備考

交通安全視聴覚教材（ＤＶＤ）リスト　　

（令和４年１月４日現在）

題　　名 内　　容

D81 １７分 小学生 Ｒ２

D82 １８分 運転者 Ｒ２

D83 ２３分 運転者 Ｒ２

D84 １７分 運転者 Ｒ３

D85 ２１分
高齢者
運転者

Ｒ３

D86 ２０分
中学生
高校生

Ｒ３

アルコールについての正しい
知識を！
本当にわかっていますか？飲
酒運転の危険性

「自分は大丈夫」と思いがち
なケースを取り上げ、専門
家の解説を交えながらアル
コールが及ぼす影響につい
て説明する。

小学生の自転車教室
～交通ルールを学んで　事故
にあわない　おこさない～

小学生２人が、問いかけと解
説を通し、交差点の通り方や
隠れた危険、してはいけない
ことなど、考えながら自転車
の安全で正しい乗り方を学ん
でいく。

交通事故は防げる！
事故映像から検証する安全運
転のポイント

交通事故の現場映像、ドラ
イブレコーダーが捉えた事
故の瞬間の映像及びＣＧ映
像を交えて、安全運転のポ
イントを検証する。

備えよう！雪道運転
～安全走行の心構え～

様々に変化する冬道の路
面状況に合わせた運転の
仕方を紹介し、冬道事故を
起こさない重要ポイントを解
説。

シニアドライバーの交通安全
～楽しく安全運転を続けるた
めの車との付き合い方～

高齢ドライバーの事故実態
や問題点、加齢に伴う運転
能力の低下や意識につい
て、専門家による解説を交
え、「補償運転」の方法やト
レーニングによる運転能力
の維持・向上を紹介

守ろう！自転車の交通ルール
中学生・高校生の自転車の安
全な乗り方

ドライブレコーダーや実際
の事故現場の映像、最新
のCG映像も交えながら、中
学生・高校生を対象に自転
車の交通ルールを分かりや
すく解説。


