
��交通安全教育ビデオ一覧
安全なまちづくり推進室  （平成26年3月1日現在）

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

1 ビデオ 一般 歩行者
歩行者事故
　～ダミーとの衝突実験～

22 　ダミーとの衝突実験

2 ビデオ 一般 自転車
守ってますか？正しい乗り方
～自動車の交通事故を防止するために～

22

　三つの事故事例を通して自転車の正しい乗り方を紹介して
います。(1)信号無視で自動車と衝突（信号の種類と意味，通
行する場所）(2)一時不停止で歩行者と衝突（一時停止標識の
意味，正しい一時停止）(3)安全不確認で自動車と衝突（安全
確認の重要性，安全確認の方法）

3 ビデオ
中・高校生

一般
自転車

自転車の乗り方・迷惑物語
～自分勝手な人って，いるよね～

21

　現在，都内の自転車台数は約650万台。子どもから大人ま
で，誰もが気軽に乗っています。しかし，それだけにマナーの
点では，ちょっといただけないようです。勝手気ままに乗りま
わしている人，そんな人って，あなたの周りにはいませんか。

4 ビデオ 高齢者
バイク・
運転者

お元気ですか（２）
～安全なシルバードライビング～

20

　高齢者ドライバーが対象。バイク・車の事故実例に即して心
理的，身体的特徴を踏まえた安全な運転の仕方を適切に解
説しています。高齢者ドライバーの共感を得るとともに，その
実践化に役立つように製作してあります。

5 ビデオ 高齢者
歩行・
自転車

お元気ですか（３）
～安全なシルバーライフを願って～

20
　一人の高齢者の事故をめぐって周囲の人々の交通安全意
識が変わっていくストーリーで，高齢者の交通安全意識を高
める内容となっています。

6 ビデオ 高齢者 運転者
お元気ですか（４）
～豊かな経験を安全運転へ～

20

　若い頃は機敏だった運転操作や判断も，年をとるに従い反
応がにぶくなってきます。このような高齢者の特徴を取り上
げ，シルバードライバーの方々に安全運転の仕方を再認識し
てもらうことをねらいとしています。

7 ビデオ 高齢者
歩行者・
運転者・
バイク

いつもの道にひそむ事故
～家族で考える高齢者の交通安全～

25

　通常の視聴のほか，それぞれの交通場面に潜む危険とそ
の対応について話し合ってもらうことができる参加型・討論型
にもなっています。
　事例として，1．交差点や道路を横断する時（夜道の横断・服
装，横断歩道内外），2．自転車やバイクでの走行時（一時停
止の標識，広い道に出る時，駐車車両），3．自動車を運転す
る時（心構え，車線変更）などがあります。

8 ビデオ 高齢者 夜間 おかえりなさい　夜間事故防止 15

9 ビデオ 高齢者 交通安全全般 シルバー・エイジの安全教室 15

11 ビデオ 高齢者 運転者
シニアドライバー
～急増する高齢ドライバーの事故～

35

　高齢者事故の増加を踏まえてシニアドライバーを対象に，
「高齢化の自覚」と「シニアドライバー心得の理解」を促すこと
を分かりやすくドラマ仕立てで展開しています。
　まだ若い者には負けないと互いに健闘しあった釣り仲間
が，老化が影響した交通事故で死亡してから自信をなくし，ハ
ンドルを遅れなくなった主人公。高齢者交通安全教室に参加
して，再び自信を取り戻すまでを描いています。

12 ビデオ 高齢者 交通安全全般
ヒヤリ地図をつくろう～ｼﾙﾊﾞｰによるｼﾙﾊﾞｰの
ための交通安全～

26

　地域の高齢者たちが車や自転車にヒヤリとした場所の地図
を作って，その原因がどこにあったのか検証して，それぞれ
問題のあった関係者に改善をしてもらいます。更に，その地
図を掲示板や区役所に掲示してもらって歩行者の注意を促
し，高齢者を交通事故から守る事例を紹介しています。

13 ビデオ 一般 運転者 なぎら健壱のHAVE A NICE DRIVING 22

　乱暴な運転やシートベルトの未装着など，若者によって引き
起こされる事故が増加傾向にある中，フォーク歌手のなぎら
健壱が安全快適に運転できるようドライブマナーについて解
説します。

14 ビデオ 一般 その他
もしあなたなら！
～交通事故発生時の緊急措置～

25

15 ビデオ 一般 運転者
THINK SAFETY ON THE HIGHWAY DRIVING
～高速道路の安全運転～

30

○高速運転の心得
○自動車の安全対策
(1)パッシブセーフティ　(2)アクティブセーフティ
○先端のカーテクノロジー　4WS，4WD，ABSほか

16 ビデオ 一般 運転者
交差点事故を防ぐ
　直進・右折・左折行動の検証

18

　交通事故の6割，さらに死亡事故の4割以上が交差点やそ
の近くで起きており，交差点は最も事故の多い場所と言えま
す。また，交差点での行動は，単路などと比べて複雑になる
ため，周囲の車に対する意思表示の曖昧さや判断ミスが即
事故に繋がってしまいます。このビデオでは，現実の交通場
面を通じて，事故を防ぐための知識やテクニックをテストや実
験映像を交えて紹介しています。

17 ビデオ 一般
歩行・

自転車・
運転者

事故はなぜ起きたか？ 20

　通常の視聴のほか，それぞれの交通場面に潜む危険とそ
の対応について話し合ってもらうことができる参加型・討論型
にもなっています。（その場面では画面左上に赤いストップサ
インが点滅します）
　事例として，1．歩行者の道路横断時，2．自転車での走行
時，3．自動車の運転時（シートベルトの着用，わき見運転，右
左折する時）など。

18 ビデオ 一般 乗用車
実践から安全を学ぶ
～安全運転中央研修所～

16

19 ビデオ 一般 乗用車
危険の限界から学ぶ（２）
～安全運転中央研修所～

15 　安全運転中応研修所の業務内容について紹介します。



��交通安全教育ビデオ一覧
安全なまちづくり推進室  （平成26年3月1日現在）

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

20 ビデオ 一般 乗用車
交通事故ゼロへの願い
～クルマの安全装備と安全運転～

20
　本作品は，交通事故ゼロを願う役割を擬人化した望遠鏡
（テレスコープ）に託し，三つのショートストーリーをオムニバス
形式のドラマに仕立てています。

21 ビデオ 一般 乗用車
ダミーマンのエアバッグ安全学
～SRSエアバッグその効果と注意点～

18

　現在，自動車メーカーでは乗員保護のため様々な安全技術
が開発されています。その代表的な技術がシートベルトと
SRSエアバッグです。こうした技術は「乗員をしっかりシートに
拘束し，ハンドルやフロントガラスへ衝突させない」ことを目的
に開発されています。その動き，正しい使用方法，作動条件
などについて紹介しています。

22 ビデオ 一般 トラック
ザ・シートベルト２
シートベルトをしなくてもよい席はどこにもない

22

　最も簡単で最も効果のある安全装備のシートベルト。本ビデ
オでは，わたしたちの化身であるダミー人形がクルマに乗り込
み，時速50kmで走るクルマ同士の衝突事故を現実そのまま
に再現し，シートベルトを装着していないと衝突時にどうなっ
てしまうのかを検証します。シートベルトをしなくてもよい席は
どこにもないのです。

23 ビデオ 一般 その他
「ちゃんと使おう！ABS」
～トヨタの安全運転～

12 　ＡＢＳの効果について紹介。

24 ビデオ 一般 その他 Let's　VICS　かしこく使って快適ライブ 18 　ＶＩＣＳシステムの機能と活用実例を紹介。

25 ビデオ 一般 その他
JAFユーザーテスト　クルマを正しく使うため
に

30 「警告灯とメーター」　「安全装置と警告灯」について

26 ビデオ 一般 その他 茨城の交通事故 20

27 ビデオ 高齢者
歩行・

運転者・
バイク

危険な瞬間
～高齢者の交通安全～

32

　通常の視聴のほか，それぞれの交通場面に潜む危険とそ
の対応について話し合ってもらうことができる参加型・討論型
にもなっています。
　事例として，1．道路を横断する時（交差点，直線道路），2．
夜道を歩く時（服装），3．自転車に乗る時（一時停止の標識，
駐車車両の側方走行），4．バイクを運転する時（広い道路へ
出る時，左折車の巻き込み），5．自転車を運転する時（わき
見運転とシートベルト，交差点での右直事故）などがありま
す。

28 ビデオ
幼児

保護者
歩行 マクリーの交通安全 15

　NHKテレビ「母と子のテレビ絵本」で放映され反響を呼んだ
女優・秋野暢子原作「あいしてるよマクリー」より。勇気と強さ
とやさしさを持ち魔法を使えるマクリーが，子どもたちに交通
安全とルールの大切さを分かりやすく教えてくれます。

29 ビデオ 一般 運転者 「チャイルドシートは安全のルール」 12

　幼児の交通事故の死傷者数が1.5倍と増加傾向にある中，
幼児を守るチャイルドシートの普及率は15%です。乳児用，幼
児用，学童用と基本的に３タイプあるチャイルドシートの適正
な選び方，取付け方，使い方など効果的な利用方法を分かり
やすく解説しています。

30 ビデオ
一般

保護者
運転者

命を守る安全ﾄﾞﾗｲﾋﾞﾝｸﾞ
～携帯電話・ｶｰﾅﾋﾞ・居眠り運転とﾁｬｲﾙﾄﾞｼｰﾄ
～

24

31 ビデオ 幼児 交通安全全般
コボちゃんの交通安全
～小さないのち～

14

32 ビデオ 高齢者 交通安全全般
事故から身を守る
～危険の予測～

32

　このビデオは通常の視聴のほか，それぞれの交通場面に
潜む危険とその対応について話し合ってもらうことができる参
加型・討論型にもなっています。
　事例として，高齢者が日常の生活の中で起こしやすい交通
事故として1．道路の横断（交差点，駐停車車両の前後，夜
間），2．自転車（一時停止標識，夜間Ｔ字路の右折），3．バイ
ク（一時停止標識，交差点の右折），4．自動車（道路走行，交
差点の右折）などがあります。

33 ビデオ 高齢者
自転車・
二輪車・
運転者

高齢者交通安全実践指導者用ﾋﾞﾃﾞｵ～自転
車・二輪車・自動車編～

29
　高齢者交通安全指導者の具体的指導方法のビデオ。交通
安全実務者，指導者，リーダー向けの内容となっています。

34 ビデオ 高齢者 運転者 我らユトリスト～シルバーと車の２１世紀～ 19

　高齢化時代のシルバーエイジドライバーに向けて，ゆ
とりある安全運転とそれを支援する環境（ＩＴＳ，ＡＳＶ，道
の駅）を紹介しています。
　二組のシルバーエイジドライバーが，運転中に遭遇す
る歩行者，対向車，右折等の事故要因から，安全への
意識を高め，併せて若者にも，高齢者時代の安全運転
を啓蒙する内容となっています。

35 ビデオ 一般 運転者 ザ・チャイルドシート 29

　2000年4月より，6歳未満の幼児を乗車させる場合にはチャ
イルドシートの使用が法令で義務付けられました。本ビデオで
は，身近なシチュエーションを例とした実験を通じて，チャイル
ドシートの使用・不使用，また，正しく装着できているかどうか
によって事故に遭ってしまった場合にどのような違いが生じる
かを検証します。

36 ビデオ 一般 その他 くるま１００年　日本を走る 28

37 ビデオ 一般 その他
人，もの，文化を運んで
～商用車と私たちの生活～

19



��交通安全教育ビデオ一覧
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番号 対象年齢 分野別 タ　　イ　　ト　　ル 時間（分） 内　　　　　　　　　　容

38 ビデオ 一般 飲酒運転
許されない運転
～飲酒運転は社会的犯罪である～

26

39 ビデオ 高齢者 その他 みんなで築く交通安全 23
　高齢者が中心となって，自分たちの街の交通危険予測マッ
プを作るビデオです。

40 ビデオ 一般 運転者
チャイルドシートの取り付け方
～正しい取り付け方とチェックポイント～

23

　チャイルドシートは乳児用，幼児用，児童用とある種類を，
子どもの成長に合わせ適正に選び正しく取付けることが大切
ですが，現実には正しく取付けられていなかったり，効果のな
い利用実態が多く見受けられます。そこで，このビデオは正し
い利用と取付け方についてチェックポイントを確認していただ
くために作成されたものです。

41 ビデオ 一般 事故被害
わたしの人生を返して！
～交通事故，後遺症の苦しみ～

25

　交通事故により生死の境をさまよいながら，奇跡的に
生還したものの，脳を損傷し重度の後遺症に苦しむ被
害者とその家族の姿をドキュメント。交通事故被害者の
悲しみ，苦しみ，心の叫びを通して，車を運転することの
責任と自覚を全てのドライバー，市民の心に訴えます。

42 ビデオ 一般 自転車
自転車事故
 ～自転車に乗ったダミーと車の衝突事故

18

43 ビデオ 一般 その他
茨城の交通事故県政探検隊①
～みんなでつくる，安全・安心・やさしいまち～

14

44 ビデオ 幼児・保護者 歩行 飛び出しちゃ　ダメッ！ 20
　犬の男の子の「マモル」と猫の女の子の「ルウルウ」が，エ
アーバックのエアバッキーに助けられながら，交通ルールを
守って安全に過ごすことを教えてもらいます。

45 ビデオ 高齢者 その他
（解説ﾋﾞﾃﾞｵ）ｼﾙﾊﾞｰﾘｰﾀﾞｰを対象とした参加・
体験・実践型の交通安全教育研修会の進め
方

28
　参加・体験・実践型の交通安全教育セミナーを具体的に紹
介しています。

46 ビデオ
幼児

小学生低
交通安全全般 こぎつねの交通安全 16

　3匹のこぎつねが白バイ隊になって，子どもたちに交通事故
のおそろしさを教える。

47 ビデオ 高齢者 交通安全全般
毒蝮三太夫と今日も元気で交通安全！～高
齢者のための交通安全～

20

　高齢者の交通安全について毒蝮三太夫が，具体的に案内
します。
　1．歩行中（夜間の服装と横断場所，信号無視とその見方，
信号機のない場所で横断するとき），2．自転車乗車中(一時
不停止と交差点を渡るとき，停車している車のそばを通ると
き），3．二輪・四輪車運転中（対向車の陰からいきなりバイク
が出現，バイク走行中の一時不停止），4．家庭や地域で（家
族との話し合い，地域でヒヤリマップの作成と現場確認）

48 ビデオ 中・高校生
事故被害
（自転車）

まさかの未来 30

　中学校で教師から「自転車事故が急増しているから自転車
通学には十分気をつけるように」といわれても意に介さなかっ
た中学3年の主人公が，交差点でお婆さんに衝突する事故を
起こしてしまう。その夜，お婆さんが死亡して高額の損害賠償
を請求される夢をみて暗澹となる。「まさか，自転車事故でこ
んなことになるとは・・・・」

49 ビデオ 一般 ダンプカー
見えない危険
～ダンプカーの死角～

　このビデオは被害者の視点から交通事故防止を訴えるビデ
オです。ダンプカーに着目して，大型車などの死角を細かく解
説するとともに，運転する人，歩行者の両者が注意しなけれ
ばならないことが分かりやすく映像化されています。

50 ビデオ 高齢者 その他
シルバーリーダーのための
　体力測定と健康体操の解説

51 ビデオ 高齢者 交通安全全般 水戸黄門のお年寄りの交通安全 22
　高齢者の交通事故防止ポイントを，水戸黄門の劇中劇を通
じて分かりやすく解説しています。高齢者も飽きずに見られま
す。

52 ビデオ 一般 自転車 自転車事故を防ぐ 21

53 ビデオ 一般 その他
応急手当の知識
　－大切です！救急車を待つ時間－

26

54 ビデオ 一般 その他 あんしんにこやか交通安全教室 60 総和町で行われた交通安全の様子

55 ビデオ 一般 事故被害
自助ｸﾞﾙｰﾌﾟ活動の進め方
交通事故被害者遺族の自助ｸﾞﾙｰﾌﾟ支援ﾋﾞﾃﾞｵ

30

56 ビデオ
幼児

小学生
交通安全全般 スーパーマリオの交通安全 14

57 ビデオ 一般 運転者 運転の知恵 27

58 ビデオ 一般 運転者 交通事故と問われる責任 20
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59 ビデオ 一般 乗用車 安全運転のチェックポイント 28

　自転車事故は，危険な運転のほか歩行者が原因で起こる
事故が多いのです。そこで，路上に潜む危険と事故を起こさ
ないためのチェックポイント，また，事故に遭わないチェックポ
イントをわかりやすく描いて，交通事故ストップを全ドライバー
に強く訴えます。

60 ビデオ
幼児・
保護者

小学生低
歩行 しましまとらのしまじろうの交通安全 15

　優しい婦警さんやテレビで子どもたちに人気のある「しまし
まとらのしまじろう」とその仲間たちに登場してもらい，飛び出
しの危険，左右の安全を確認することの大切さ，道路の安全
な横断の仕方などと共に，交通ルールやマナーがなぜ重要な
のかを教えます。

61 ビデオ 高齢者 歩行 落語長屋のお年寄りの交通安全 25

　桂歌丸，三遊亭小遊三，桂才賀という三師匠共演による「お
年寄り向け交通安全」シリーズです。おなじみ「粗忽長屋」の
行き倒れの熊さんを交通事故に筋書きを仕立て直して，ご機
嫌を伺いながら交通ルールとマナーを説きます。

62 ビデオ 一般 運転者
ドキュメント実録
　交通事故多発地帯をいく

28

63 ビデオ 一般 運転者 小さな魂の叫び 30

　子どもの事故は後をたつ絶たない。その非常さは，平和な
家庭を破壊し，社会に大きな影をおとしている。事故を防止
し，かけがえのない命を守ろうと，真実に迫る感動のドキュメ
ント。

64 ビデオ 一般 運転者 君　死にたもうことなかれ 27

65 ビデオ 一般 運転者
死角を消せ
～見えなかったでは遅い～

28

　交差点事故と，その他の事故に分け，事故事例を検証し，
事故の一大原因である死角をなくす運転技術を身につけ，事
故を防止して，多くの人たちを事故から救うことに心掛けねば
ならないことを訴える内容です。

66 ビデオ 高齢者
歩行・
自転車

道路には危険がいっぱい
～お年寄りの交通安全～

25

　「歩行中」「自転車運転中」，交通事故に遭わないようにする
ためにはどうしたらいいか考えます。俳優の宍戸錠さんを案
内役に，錠さんの実際の体験を通して，「道路に潜む危険」
「加齢に伴う身体機能の変化」「交通ルールとマナー」につい
て分かりやすく楽しく描いています。

67 ビデオ 一般 飲酒運転
飲酒運転の恐怖
　－貴方が犯罪者にならないために－

24
　「危険運転致死傷罪」など，飲酒運転への罰則が強化され
たことを受け，飲酒運転の危険性を実験などによって解説。

68 ビデオ
幼児・
小学生

交通安全全般
とっとこハム太郎のとっとこ大切！！交通
ルール

14

　子どもたちに大人気のテレビアニメ「とっとこハム太郎」の主
人公ハム太郎とハムちゃんずが登場し，楽しく「交通ルール」
を学べます。

69 ビデオ
小学生高
中・高校生

自転車 自分で守ろう自分の命　防ごう自転車事故 16
　自転車の交通ルール（道路交通法）や交通マナーを身につ
けることが，運転者自身の安全を確保するとともに，歩行者
の安全をまもることにつながることが理解できます。

70 ビデオ 一般 飲酒運転 飲酒運転の報い「破滅への道」 27

　飲酒事故で実刑判決を受けた加害者から交通ジャーナリス
トに届いた手紙をもとに，当時の事故により起こった家庭の崩
壊・突然の悲劇，悪質な交通事故の犯罪を訴えたもの。
出演：里見浩太朗・原田龍二

71 ビデオ 幼児 歩行者 おじゃる丸の交通安全 15

　本田先生の指導のもと，交通ルールを学ぶハメになったお
じゃる丸たちは，無事にトミーおじいちゃんの所まで行き着け
るのか！ハラハラドキドキしながらおじゃる丸と一緒に楽しく
交通安全を学んでいきます。

72 ビデオ
小学生

中・高校生
自転車

～事故の加害者にならないために～
安全な自転車のルール

20
　安全な自転車の乗り方を詳しく説明し，もし自転車のルール
を守らなかった場合の罰則，また事故を起こした場合の賠償
責任をわかりやすく説明してます。

73 ビデオ 高齢者 交通安全全般 林家木久蔵師匠の高齢者交通安全物語 20

74 ビデオ 高齢者 自転車 お年寄りの安全な自転車の乗り方 15

　自転車の死亡事故のうち，お年寄りが占める割合は51%に
もなっている。原因は交通ルールを無視した無理な乗り方を
していること，バランス感覚など身体機能や体力が衰えてい
ること。こうした点を全面に，お年寄りの自転車の安全な乗り
方を描いた実践編。

75 ビデオ
幼児

小学生
交通安全全般 ドラゴンボール「悟空の交通安全」 15

76 ビデオ 一般 トラック
追突
　～混合交通の落とし穴～

27

　追突事故は，経験の異なるさまざまなドライバーと特性の異
なる多様な車種が交錯する混合交通の中で，錯覚や過信を
キッカケに発生します。このビデオは，国内A級ライセンスを
持つ男性キャスターが，追突から身を守るために必要な知識
やテクニックを，現実の交通実態や各種のテスト，実験映像を
交えて紹介します。

77 ビデオ
幼児・保護者
小学生低

歩行 あっぱれ！桃太郎の交通安全 17

　あの「桃太郎」が，のどかな里でのおじいさんおばあさんと
の生活に別れを告げ，都会の暴走鬼族退治に向かいます。
キビダンゴを腰に，サル，犬，キジをお供に，子どもたちに交
通ルールを教え，ルールを守らない鬼族を退治します。めで
たしめでたし！



��交通安全教育ビデオ一覧
安全なまちづくり推進室  （平成26年3月1日現在）

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

78 ビデオ 高齢者 歩行
ご隠居さん（江戸家猫八）交通安全ｼﾘｰｽﾞ
　　ちょっとまった！魔の交差点

12
　典型的な交差点事故を取り上げ，どうして事故が起こった
か，そんな要因が潜んでいたか愉快なやりとりで解説してゆく

79 ビデオ 高齢者 夜間
ご隠居さん（江戸家猫八）交通安全ｼﾘｰｽﾞ
　　夜道のこわ～い話

12
　夜間の交通事故の典型的な例を取り上げ，夜間運転時の
注意と歩行者側の気を付けることを解説する。

80 ビデオ 高齢者
自転車
運転者

ご隠居さん（江戸家猫八）交通安全ｿﾘｰｽﾞ
　　その自信が危ない！

12
　高齢者の身体機能の衰え、運転操作ミス、状況判断の遅れ
などの問題を取り上げ、過去の経験や技術を過信しないよう
解説する。

81 ビデオ 小学生低 自転車 ひろし君と学ぶ安全な自転車の乗り方 22

　技術も未熟で交通ルールもよく分からない子どもたち，特に
小学生が自転車の事故を起こしています。自転車事故を防ぐ
にはどうしたらいいのか。先生とひろし君が，実際に起こった
事故例から原因をさぐります。

82 ビデオ 小学生低 自転車 ズッコケ三人組　自転車の安全教室 20

　児童書で人気のズッコケ三人組が登場。自転車の交通安
全指導委員になったハチベー・ハカセ・モーちゃんの三人が，
自転車の安全な乗り方や交通ルールを学び，立派な安全指
導委員になり下級生を指導します。

83 ビデオ 高齢者 交通安全全般 鞍馬天狗のお年寄りの交通安全 30

　お馴染み鞍馬天狗が登場。幕末の今日の町を舞台に新撰
組と鞍馬天狗，勤皇の名前を悪用する御用党のお話の中で
起こった事故を取り上げ，お年寄りが交通事故に遭わない為
に必要な知識と交通ルールを描く。

84 ビデオ
幼児

小学生低
交通安全全般 おジャ魔女どれみの交通安全 14

　テレビで人気の「おジャ魔女どれみ」ちゃんが登場。歩行者
として気をつけなければならない交通ルールを楽しく学べま
す。

85 ビデオ 小学４年生 自転車 グリーン・ビューティの自転車安全教室 21
　キャラクターを使って，自転車の基本的なルールを分かりや
すく教え，他者及び弱者への思いやりを持って快適に自転車
を利用することを訴えます。

86 ビデオ 中学生 自転車 中学生の自転車事故を考える 21

　中学生の自転車事故の原因は，交通ルールを知らない，守
らない事です。これは，交通規則について深く考える機会が
ほとんどないからです。今日でも，危険な自転車走行によって
歩行者やドライバーに迷惑をかけているのを理解しない中学
生がいる限り，事故は繰り返されます。この作品は，視聴者
ひとりひとりに安全な自転車走行の大切さを訴えます。

87 ビデオ 高齢者 交通安全全般 かげろうお銀のお年寄りの交通安全 30
　テレビで話題になった「かげろう忍法帳」のかげろうお銀が
登場。お銀，蛍，又八，飛猿の活躍を楽しみながら，交通安全
の大切さとルールを学んでもらいます。

88 ビデオ
幼児

小学生低
歩行

自転車
ちびまる子ちゃんの交通安全 13

　まるちゃんは，たまちゃんたちと自転車遊びや集団登校の
班長を経験する中で，少しずつ交通安全の大切さに気づいて
いきます。この作品はポイントを分かりやすくまとめ，交通安
全の重要性を理解させると共に，交通ルールが自然に身に
つくように制作されています。

90 ビデオ 高齢者 運転者
見落とさない！「衰え」の信号
　　高齢ドライバーの事故を防ぐ

23

　高齢ドライバー事故で最も多い「交差点での出会い頭事故」
を中心に様々な事故事例を検証し，事故原因を探る。事故を
科学的に分析した結果，高齢ドライバー事故のいくつかの特
徴が浮かび上がる。さらに人間の眼の特性が引き起こす見通
しの良い交差点での事故。そのメカニズムなどを究明してい
く。

91 ビデオ 小学生 交通安全全般 ルールマンの交通安全 15

92 ビデオ
幼児

小学生低
交通安全全般 ゴマちゃんの交通安全 15

93 ビデオ
幼児

小学生低
歩行

天使のこてんこてんこ
　アニメで学ぶ交通安全

26

　「信号の正しい見方と安全な歩き方」について，天使のコテ
ンコが仲間たちと共に人の国へ交通ルールを学びにきました
が，魔テンコに変身させられてしまいました。アニメを使ってわ
かりやすく，何度もおさらいをして，交通ルールを守ることの
大切さを楽しく学ぶことができます。

94 ビデオ 保護者 その他 しつけで守る幼児のいのち 21

95 ビデオ
幼児・
保護者

歩行
ﾙｰﾙ君とﾏﾅｰちゃんのﾋﾞﾃﾞｵで交通安全
　①歩くとき

15 　道の歩き方・ひとり歩き・雨の日

96 ビデオ
幼児・
保護者

歩行
ﾙｰﾙ君とﾏﾅｰちゃんのﾋﾞﾃﾞｵで交通安全
　②信号とふみきり

15 　信号のみかた・いろいろな信号・踏切の渡り方

97 ビデオ
幼児・
保護者

歩行
ﾙｰﾙ君とﾏﾅｰちゃんのﾋﾞﾃﾞｵで交通安全
　③横断歩道

15 　横断歩道の渡り方・ななめ横断の危険・歩道橋の利用

98 ビデオ
幼児・
保護者

歩行
ﾙｰﾙ君とﾏﾅｰちゃんのﾋﾞﾃﾞｵで交通安全
　④あぶない飛び出し

15 　とび出し防止・よびかけの言葉・くるまの直前直後の横断



��交通安全教育ビデオ一覧
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番号 対象年齢 分野別 タ　　イ　　ト　　ル 時間（分） 内　　　　　　　　　　容

99 ビデオ
幼児・
保護者

自転車
運転者

ﾙｰﾙ君とﾏﾅｰちゃんのﾋﾞﾃﾞｵで交通安全
　⑤自転車とくるま

15 　自転車の乗り方・乗り物・シートベルト

100 ビデオ
幼児・
保護者

歩行
ﾙｰﾙ君とﾏﾅｰちゃんのﾋﾞﾃﾞｵで交通安全
　⑥道路の危険

15 　道路での危険な遊び・ものかげの危険・曲がり角

101 ビデオ
幼児・
保護者

歩行
ﾙｰﾙ君とﾏﾅｰちゃんのﾋﾞﾃﾞｵ交通安全
　⑦身近な決まりごと

15 　歩道の歩き方・標識の見方・自動車

102 ビデオ 幼児 歩行
ﾙｰﾙ君とﾏﾅｰちゃんのﾋﾞﾃﾞｵで交通安全
　⑧かならず注意

15 　とび出し・くるまのあいだ・チャイルドシート

103 ビデオ 幼児低学年 交通安全全般 みーちゃんとゆうすけの交通安全 15
　日常の中で幼児・低学年の行動を実写で捉え，交通ルール
と車の恐ろしさを迫力ある映像で学びます。

104 ビデオ
幼児

小学生
交通安全全般 バット大王の交通安全Q＆A 20

105 ビデオ 幼児小学生 交通安全全般 恐竜ポリタンの交通安全 15

106 ビデオ 小学生 自転車 ちびまる子ちゃんのこんな乗り方あぶないよ 13

　まるちゃんが自転車に乗って隣町に買い物に出かけます。
交差点であんな乗り方いいのかな？こんな乗り方大丈夫？
ハラハラの連続です。まるちゃんをとおして，自転車の正しい
乗り方が身につくように構成されています。

107 ビデオ
中学生
高校生

自転車 危険を読む自転車の乗り方 18

　中学・高校生など相変わらず高率を占めている若者の自転
車事故を防止するためにはどうしたらよいか。この作品は交
通ルールを守ることは当然のこととして，その上でさらに，路
上に潜む危険をいかに事前に読み込んで対処するかを説い
た実践編です。

108 ビデオ 高齢者 交通安全全般
お元気ですか
～お年寄りの交通安全教育～

20

　桂歌丸師匠がナレーターとなり，高齢者の交通事故と事故
原因について，歩行時，自転車走行時などを具体的に分かり
やすく解説します。また，ドライバーの視点から，夜間におけ
る反射材の有効性について解説しています。

109 ビデオ 高齢者 交通安全全般 大岡越前のお年寄りの交通安全 30


