
　　交通安全教育DVD一覧
安全なまちづくり推進室  （令和３年３月18日現在）

番号 種類 対象年齢 分野別 タ　　イ　　ト　　ル 時間（分） 内　　　　　　　　　　容

Ｄ1 DVD
中学・

高校生以上
自転車

自転車利用における
交通安全・危険予測シミュレーション

　日常生活で自転車を利用する機会の多い中学・高校生
が対象。事故が起こりやすい場所の危険予測シミュレー
ションを通して、事故防止のトレーニングをしたり交通ルー
ルやマナーを学べるコーナーがあり、また、その内容をク
イズで確認できるコーナーもあります。

Ｄ2 DVD 一般 応急救護
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処置～

20

　不幸にして交通事故に遭ってしまった場合、救急車が到
着するまでの間に応急救護措置を受けたか否かによって
結果が大きく左右されます。立場を変えて、あなたが交通
事故現場に遭遇した場合、救急車を呼ぶ以外に、応急救
護措置を知っていれば人命を救助することができる場合も
あります。（内容：状況判断、移動、心肺蘇生、AED、止
血）

Ｄ3 DVD 一般 運転者
ＪＡＦセーフティ・アドバイス
～シートベルトを締めないで安全な席はない
～

30
　後席シートベルト非着用、チャイルドシート不使用、車内
に潜む子どもへの危険性を実験映像で訴えます。

Ｄ4 DVD 一般 被害者支援
交通事故被害者の抱える問題とその精神的
影響

Ｄ5 DVD 幼児 歩行
おじゃる丸ひろみちお兄さんのたのしい！こう
つうあんぜん

26
　子供たちを交通事故から守る大人と子供のための
交通安全ＤＶＤ

Ｄ7 DVD 一般 自転車 ママチャリ・ブギ　家族みんなの交通安全 28

　最近、自転車による歩行者の交通事故や、幼児同乗中
の自転車事故が多発しています。この作品は、テレビでお
なじみの人気タレントが出演して、幼児を自転車に乗せる
機会の多い保護者に、安全で正しい自転車の乗り方と、
交通ルールやマナーを親子一緒に楽しく学んでもらうこと
を目的としています。

Ｄ8 DVD
幼児

小学生低
自転車

クーニャンの交通安全
～正しい自転車の乗り方～

15

 自転車交通事故を防ぐための小学校低学年向けアニ
メーション
かわいい猫「ク－ニャン」が謎のキャラクター「ジョニー」か
ら正しい自転車の乗り方を学んでいきます。

Ｄ9 DVD
中・高校生

一般
自転車

自転車も車両です
～交通安全への意識改革～

21
　「自転車も車両」であることを意識して、自転車に乗る人
はもちろん、ドライバーや歩行者の交通ルールとマナーを
解説

Ｄ10 DVD 高齢者
歩行

自転車
高齢者の自転車と歩行
～立場かわれば　気も変わる～

22
　日ごろよく見受けられる高齢者の行動をいくつか例に挙
げ、交通ルールやマナーを考えず、いかに自分勝手な振
る舞いをしてるかを、検証し解説する。

Ｄ11 DVD 高齢者
交通安全全

般
いつまでも安心して暮らすために
～高齢者の交通安全～

22
　「運転者編」「自転車編」「歩行者編」に分かれ、それぞれ
の注意点を紹介します。

Ｄ12 DVD
幼児

小学生低
歩行

ﾁｬｲﾙﾄﾞｼｰﾄ
ケンタとニャンタのクルマ大好き
　～ﾁｬｲﾙﾄﾞｼｰﾄはｶﾁｯとね～

15

　ケンタとニャンタを主人公にチャイルドシートを着用しな
い恐ろしさや、車のそばで遊んだり、車の陰から飛び出す
ると交通事故にあう危険があるこを描き、正しい交通ルー
ルを学んでいくことの大切さを子供達に訴えていきます。

Ｄ14 DVD 一般 運転者
　思いやり運転のすすめ
　～事故ｾﾞﾛ・このすばらしき世界を～

26

　運転技術を磨く、交通法規を守る、車やバイクの構造や
特性を知る、状況の認知判断能力を高めるなどと併せて
「思いやる心」を持って運転することで、多くの交通事故が
防げます。

Ｄ15 DVD 一般 運転者
ドライブレコーダーの証言
～危険予測を学ぶ～

23

　ドライブレコーダーの映像をもとに、事故の原因を探り、
問題点を明らかにし、正しい運転の方法を再現。事故を未
然に防ぐ、危険予測の方法を学べるよう構成し、安全運転
を訴えます。

Ｄ16 DVD 中学生以上 自転車
人に優しい自転車の乗り方
～なくそう暴走運転～

27

　自転車に乗ることが大好きな春香がサイクリングに出か
ける。
途中、春香の心には、暴走行為に結びつく悪魔のような性
格が現れます。それ天使のような性格が自制し、正しい自
転車の乗り方を教えます。

Ｄ17 DVD 一般 運転者
明日はあなたかもしれない
～交通事故、
　個人の責任・企業の責任～

23
　交通事故の責任、「社会的・道義的責任」、「法的責任
（民事上・刑事上・行政上）」、また企業が被る「直接的損
失」、「副次的損失」について分かりやすく解説します。

Ｄ18 DVD 一般 自転車
自転車は車のなかまです
〜自転車を安全に乗るために

24

　手軽で便利な自転車。しかし、近年ルール違反による交
通事故や歩行者とのトラブルなどの問題も増加していま
す。
　損害賠償に関するミニドラマや自転車事故の再現映像
などを活用しながら、自転車の基本ルールや乗る前に気
をつけることなどについて紹介します。

Ｄ19 DVD 一般 飲酒運転 飲酒運転 悲劇の連環 27
　飲酒運転に対する罰則強化のほか、車両提供や酒類提
供、また飲酒運転車両への同乗者責任など、改正道路交
通法に対応した内容を含んでいます。

Ｄ20 DVD 小学生 自転車 小学生の自転車の安全な乗り方 16
「なぜ危険なのか？」「どうしたら安全なのか？」といった疑
問に対する子供達の理解を促し、自然とルールやマ
ナー、危険予測力が見に付くような内容です。



Ｄ21 DVD 幼児 歩行 はじめにおぼえる交通安全 12
ママパンダが3匹の子パンダたちに交通ルールを教えるア
ニメーションで、楽しみながら覚えられる内容です。

Ｄ22 DVD 幼児 歩行 はなかっぱの交通安全 13

　テレビで大人気の「はなかっぱ」が仲間たちと交通ルー
ルを学んでいくアニメーション。楽しい物語を通じて交通
ルールを解説し、なぜ交通ルールを守らなければならない
かを理解できる構成になっています。

Ｄ23 DVD 中学生 自転車 ケース・スタディ　中学生の自転車事故 18

　中学生に多い自転車事故の典型例をスタントで再現！
　事故の恐ろしさを印象付けるとともに、何が事故の原因
なのかを分かりやすく解説し、事故に遭わない、事故を起
こさないための安全な乗り方のポイントを明らかにしてい
きます。

Ｄ24 DVD 高齢者
自転車
歩行者

孫と一緒に再確認！ 高齢者と交通ルール 20
　事故にあってしま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、お孫さんに怒られ、交通
ルールの大切さを自覚していく様子を描いていきます。

Ｄ25 DVD 小学生 自転車 のぶながくんの自転車のルールを守るのじゃ 12

　親しみやすいアニメを通して、自転車のルールを学びま
す。
　自転車を買ってもらったのぶながくんは、早速街へ出か
けます。ひでよしくんといえやすくんは何かあっては一大
事と、自転車の交通ルールを知らないのぶながくんに一
生懸命ルールを教えていきます。

Ｄ26 DVD 一般 運転者 危険を予測・回避するポイント　命はひとつ！

本編25分
＋

短縮版15
分

　危険を予測し回避する能力を確かなものにするポイント
を実際に起きた映像から学んでいきます。一見当たり前と
思われる運転の基本をしっかり守ることが事故防止には
欠かせないことを強調します。（字幕付き）

Ｄ27 DVD 一般 運転者
ドライブレコーダーから学ぶ　事故防止のポイ
ント

18

交通事故を起こしてしまった営業マンと教師役のタクシー
ドライバーのミニドラマをもとに、多数のドライブレコーダー
の事故映像やＣＧから事故防止のポイントを学んでいきま
す。（字幕付き）

Ｄ28 DVD 一般 運転者
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

17
ドライバーの目線から、対歩行者との交通事故の原因を
探り、歩行者に配慮した安全運転の方法を学んでいきま
す。

Ｄ29 DVD 一般 運転者 終わりなき悔恨　～飲酒運転の果てに～ 28

　不幸にも交通事故を起こしてしまった家族と突然の事故
に遭ってしまった被害者、そしてその周囲に起こる悲劇を
丹念に描き、二度とこのような悲しい事故が起こらないよ
うにとの願いを込めて制作したドラマ形式の教材です。

Ｄ30 DVD 小学生 自転車
ドライブレコーダーは見た！シリーズ
自転車の交通ルールを覚えよう
～小学生の交通安全～

15
車載カメラから見える自転車の危険な乗り方や道路での
危ない状況を確認し、事故が起きないよう正しく安全な自
転車の乗り方を学んでいきます。

Ｄ31 DVD 小学生 歩行
クイズ！危険をさがせ
道路を歩くとき

15
様々な道路状況の中から、交通事故に遭わないために、
どのようなことに気をつけて歩行すべきかクイズ形式で学
んでいきます。

Ｄ32 DVD 一般 飲酒運転
絶対にダメ！飲酒運転
　「しない！」「させない！」「許さない！」

21

アルコールが運転にどのような影響を与えるか、その危険
性を再現ドラマを交え、ＣＧ、実験で明らかにします。特に
「酒気残り」が運転に与える影響に注目し、体内のアル
コール残量とドライバー本人の酔いの感覚とに大きなズレ
があることを検証し、注意を促します。また、飲酒運転をす
るとどのような罰則が与えられるのかを分かりやすく解説
し、飲酒運転は犯罪であり絶対に許さない！と飲酒運転
根絶を強く訴えます。

Ｄ33 DVD 一般 運転者
ドライブレコーダーからの警告！
　あなたの運転は大丈夫か？

25

「自分は安全運転だから大丈夫！」そんな声をよく耳にし
ますが、本当に「大丈夫！」と言い切れるのでしょうか？あ
る一般ドライバーに協力してもらい、その運転を記録。本
人が気づいていない危険を、ドライブレコーダーの映像を
交えながら説明していきます。

Ｄ34 DVD 小学生 自転車
スマホ・ケータイしながら大丈夫？
　「ながら」の行動が交通事故へ

17
なぜ歩きスマホや歩きゲームが危険なのか、実験をまじえ
ながら科学的に検証します。そして、どうすれば事故が防
げるか、その対策を詳しく紹介します。

Ｄ35 DVD
幼児

小学生低
歩行 アランくんのこうつうルールをまもろうね！ 12

宇宙から初めて地球にやってきた「アランくん」たちが、地
球上ではじめての体験を通して、交通ルールを学んでい
きます。アランくんと一緒に、横断歩道の渡り方、歩行者
用信号機の見方、車の陰からの飛び出しの危険予知など
を学び、交通事故に遭わないよう交通ルールを守る大切
さを知る作品です。

Ｄ36 DVD 一般 運転者
事故を起こさないための運転行動
　ドライブレコーダー映像から考える

20

ドライブレコーダーに記録された５つの事故事例から、事
故につながりやすい状況を抽出し、予想される危険と注意
すべき点を示し、安全確認の方法と危険に備えた運転の
方法を説明しています。具体的な行動を分かりやすく提示
しているため、誰でもすぐに実行できる内容です。



Ｄ37 DVD 一般 運転者 見逃すな！　危険予測のポイント 23

日頃、自動車を運転する際には細心の注意を払い、安全
運転を心がけていることと思います。では、あなたはどの
ようなところに目を向けながら運転をしていますか？この
作品では運転中の視線の動きに着目した検証を行い、見
逃してはいけない危険予測のポイントを説明していきま
す。

Ｄ38 DVD 一般 飲酒運転 飲酒運転　許されない犯罪 23

家族に恵まれ、仕事も順調と順風満帆な人生を歩んでき
た会社員平田が、仕事の帰りにふとした気の緩みから飲
酒運転をし、死亡事故を起こしてしまう。被害者が近所の
顔見知りであり、また、次の日に得意先に直行するため会
社の車を運転しての事故であったため、地域、勤務先をも
巻き込み波紋が広がっていく。このドラマでは、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作品です。

Ｄ39 DVD
幼児

小学生
自転車

ズッコケ三人組の自転車教室
　安全な乗り方を身につけようの巻

14

このDVDは、幼児・小学生を対象に、児童書やアニメ番組
で人気の「ズッコケ三人組」のキャラクターと共に「自転車
は車の仲間」「道路で自転車の走れるところ」「横断歩道の
渡り方」「交差点の渡り方」「危険な運転とは…」など、自転
車の交通ルールやマナーを正しく身につけていく教材で
す。

D40 DVD
幼児

小学生
自転車 うしわかまるの自転車交通安全 12

タイムスリップして、現代に来た牛若丸は、初めて自転車
に乗ることになりました。しかし自転車の交通ルールを
まったく知らない牛若丸にとって、道路は危険がいっぱ
い。本作品を視聴することで、子どもたちは牛若丸と共に
自転車の交通ルールを学ぶことができます。

D41 DVD 小学生 自転車 知ってる？守ってる？自転車の交通ルール 19

いつも自転車に乗っているけれど、よくわからないルール
もある…そんな子どもたちの代表、お調子者のユウトと
しっかり者のカケルが“ルールの神様”から交通ルールを
守ることの大切さを学びます。“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
解が深まり、楽しみながら自転車の交通ルールを学べま
す。

D42 DVD 一般 運転者
点灯せ！心のヘッドライト
～歩行者との交通事故を防ぐ運転の心得～

20

自動車と歩行者との交通事故においてその割合がとくに
高い、子供や高齢の歩行者との事故に注目。統計データ
から多発する事故の傾向を読み解き、ドライバーが事故を
未然に防ぐために注意するべきポイントを紹介する。さら
に、事故体験者のインタビューとドライブレコーダーの映像
により、実際に発生した自動車と歩行者との事故を検証。
専門家による解説を交え、夜間の走行時における歩行者
との事故のリスクとその対策について学ぶ。

D43 DVD 高齢者 運転者
明るく、元気に、安全運転
沼田爆の高齢ドライバーの交通安全

23

沼田爆さんは77歳の高齢ドライバー。ある日、孫娘を乗せ
てドライブしたところ、一時停止の標識に気づかず、あやう
く大事故になりかけます。それでも、孫娘に励まされ、免許
更新のために高齢者講習を受けに行きます。そこで、交
通ルールや安全運転に関する知識を再確認。指導員と
コースを走って注意すべきポイントや安全運転のアドバイ
スを受けます。皆さんも一緒に講義を受けてみましょう。

D44 DVD
幼児

小学生
歩行 うしわかまるのこうつうあんぜん 10

タイムスリップして、現代に来た牛若丸とカラス天狗は元
の時代に戻るために、くらま山を目指します。しかし、交通
ルールを知らない牛若丸にとって、車社会は危険がいっ
ぱい。身を守るために、カラス天狗から交通ルールを教え
てもらいます。本作品は楽しいアニメーションを見ながら、
大切な交通ルールを学ぶことができます。

D45 DVD 一般 自転車
一瞬の過ち失われた未来
女子大生　ある自転車死亡事故より

21

前方不注視、信号無視、一時不停止･･･こうした交通ルー
ル違反や無謀な運転による痛ましい自転車事故が後を絶
ちません。「いつも大丈夫だから」「自転車で人が死ぬわけ
がない」という思い込みが事故につながります。この作品
は、ある女子大生が自転車で死亡事故を起こしたことによ
り、順風満帆だった人生が一変してします様子を描き、事
故の悲惨さと自転車も乗り方を誤れば凶器になり得ること
を強く訴えます。

D46 DVD 一般 運転者 事故への警告！ヒヤリ・ハット 22

「ヒヤリとした」「ハッとした」幸い事故にならなかったものの
危険を感じた出来事が、普段の生活の中で誰にでもある
のではないでしょうか。車の運転について、事故発生確率
を分析した「ハインリッヒの法則」に当てはめて考えると、ヒ
ヤリハットを繰り返しているといずれ重大な交通事故につ
ながると言われています。ヒヤリハットがあったとき、「事
故にならなくて良かった」と安心して終わるのではなく、「事
故への警告」と受け止め、安全運転に活かすことが大切
です。



D47 DVD 一般 運転者
「自分ルール」を見直す
～初心に返って　安全運転～

20

運転に慣れてくると、慎重だったはずの安全確認がルー
ズになり、守るべき交通ルールを軽く考えるなど、いつの
間にか自分に都合がいい、言わば「自分ルール」が出来
てしまい、安全運転の基本がおろそかになりがちです。本
作では、ドライバーの皆さまに、もう一度初心を思い起こし
て頂き、日頃の自分の運転が「自分ルール」になっていな
いかを見直しながら、安全運転の基本を再確認して頂き
たいと考えます。
そこで、前半では、特に注意が必要とされる場面での安全
運転のポイントについて考え、後半では、絶対にしてはい
けない危険運転について、その危険性や防止策を取り上
げます。

D48 DVD 高齢者
歩行

自転車
高齢者のみなさん！
いつも安全確認していますか？
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交通事故による死者は、年々減る傾向にあるのに対し、
死者数に占める高齢者の割合は、増加傾向を示していま
す。中でも歩行中の死者数は、約７割を65歳以上の高齢
者が占めており、その対策が急がれています。
最も多い事故事例を再現映像で分析し、事故を防ぐポイ
ントを考えていきます。またスタントマンによる危険な事故
シーン再現で、普段なにげなくとっている行動も、命を落と
すような大事故につながることをアピールします。高齢者
の皆さんが、歩行者・自転車利用者としての交通ルールを
厳守し、マナーを再確認する必要があることを強く訴える
内容となっています。

D49 DVD 一般 運転者
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

23

一瞬にして重大事故を引き起こし、多くの人の人生を変え
てしまう飲酒運転。近年、飲酒による交通事故は減少傾
向にあるとはいえ、いまだ根絶には至っていません。な
ぜ、飲酒運転をしてしまうのでしょうか。
飲酒運転を防止するには、まずアルコールについて正しく
知る必要があります。この作品では、「自分は大丈夫」と思
い込み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します。

D50 DVD 一般 運転者
いのちを守る！運転者の責任
～「ながらスマホ」が重大事故に・・・～
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交通事故は年々減少傾向にあり、技術の進歩とともにク
ルマの安全性能は日々進化しています。しかし、どんな時
代、どんなクルマに乗っていてもハンドルを握るドライバー
の責任は変わりません。一歩間違えば、自分のクルマが
かけがえのない命を奪う凶器となる。そして、被害者や当
事者だけでなく、その家族や周囲の人々の人生をも狂わ
せてしまうのです。
この作品では、「いのちを守る」をテーマとして、悲惨な死
亡事故を２つ取り上げています。ひとつは、保育園児ら16
人を巻き込んだ死傷事故。もうひとつは、いわゆる”ながら
スマホ”による死亡事故。いずれも、ドライバーの不注意に
よって引き起こされた事故でした。
こうした事例を通じて、事故を起こしたドライバーが負う法
的責任と社会的責任について改めて学びます。また、携
帯電話使用等に関する罰則・違反点数・反則金について
も解説します。そして、交通遺族への取材を通じて交通事
故の恐ろしさと、かけがえのない命の重さを訴えます。あ
る遺族が語ってくれた言葉「ドライバー誰しもが交通事故
の被害者にも加害者にもなってしまう可能性があることを
今一度自覚して安全運転してほしい」これが本作のメッ
セージです。


