
交通安全作品

番号 時間 メディア タイトル 内容 対象

a37 22分 VHS

踏切事故を防止するために

あなたの生命を守る
踏切でのマナー
総集編

踏切は、歩行者や自動車等を守る施設です。しかし、鉄道事故

の過半数は、踏切事故です。どんな踏切に事故が多いのか、又
原因はどういうものか－踏切の種類、衝撃物別の発生内訳、列

車の制動距離など、具体的に紹介しています。安全交通のため
の設備の整備も大切ですが、事故防止で一番重要なことは、

利用する人の正しいマナーです。自動車運転手、歩行者がそれ
ぞれ守るべき踏切での正しいマナーを説明しています。

小学生
～成人

a38 20分 VHS

踏切事故を防止するために

30秒待つ心のゆとり
があなたの生命を守る
自動車運転者編

踏切。それは自動車、歩行者の安全を守る安全交通のた
めの施設です。列車による事故は、踏切における事故の

件数が近年増えています。どんな踏切があるのか、どん
な踏切で事故が多いのか、又、踏切の仕組を紹介してい

ます。安全設備がどれほど良くなっても、それだけでは

事故防止はできません。利用する側のマナーです。

成人

a39 20分 VHS

踏切事故を防止するために

正しいマナーがあなた
の生命を守る
歩行者編

事故防止で大切なのは、それを利用する人のマナーで
す。警報機が鳴りだしてから踏切を横断したり、おり
ている自動しゃ断機をくぐり抜けたり、踏切付近で小
さな子供から目を離したりしてはいけません。具体的
事例を紹介し、踏切事故を防止するために必要な歩行
者としての正しいマナーを説明しています。

小学生
～成人

a55 20分 VHS お元気ですか（２）
安全なシルバードライビング

高齢化社会の到来に伴って、高齢者の起こす交通事故
も急増しています。落語家の三遊亭金馬師匠がハンド
ルを握り、高齢者の身体的特性などを考えながら安全
運転を訴えます。

高齢者

a57 20分 VHS
シルバーエイジの
安全教室
交通安全高齢者編

どうしたらお年寄りを交通事故から守ることができる
のか。お年寄りの心理的な特性、体の機能などいろい
ろな角度から考えます。

高齢者

a60 18分 VHS
豊かさと楽しさを支える
安心・安全思想

交通事故の増大傾向を背景に、自動車の安全性に関す
る関心が高まってきています。この作品は自動車製造
について「安心」「安全」に基づいたクルマづくりの
思想や、交通安全への取組を紹介したＰＲビデオで
す。日産自動車株式会社提供。

成人

a61 18分 VHS クルマは友だち
若者たちへのメッセージ

車の特性や、よく発生する事故のパターンなどをコン
ピュータ・グラフィックスで分析・解説し、快適な運
転、安全運転とはなにかを若者の心理にフィットする
ゲーム感覚で描いてゆく。また作家の北方謙三さんら
に運転哲学を語ってもらう。

中学生～
成人
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番号 時間 メディア タイトル 内容 対象

a95 30分 VHS
中学生の交通安全
Part1マナー編

Part2 事故編

第１部は中学生の自転車に乗るときのマナー、歩行者
の心得、第２部では交通事故についてその原因、対処
方法などを県内各地の中学生の出演で映像化した、交
通安全意識の高揚と交通事故防止のためのビデオ。

中学生

a98 21分 VHS
なぎら健壱の
HAVE　A　NICE
DRIVING

乱暴な運転やシートベルト未装着者など、若いドライ
バーを中心にドライブマナーが守られない今日このご

ろ。なぎら健壱が天使とＤＪ役で登場してあなたに安全
で快適に運転できるドライブマナーをお教えします。

成人

a128 21分 VHS ＯＨ！ナイスドライブ

スタジオにＯＬ１００人を集め、今人気のトレンディ
情報番組のスタイルで、ドライバーのための最新情報
を満載。人気アイドル細川ふみえ、渡辺正行、鈴木杏
樹、中山秀征などが「シートベルトのすすめ」「ス
ピードチェック」などのコーナーに出演。ユーモアあ
ふれる司会と快適なテンポで安全運転とナイスドライ
ブをやさしく、わかりやすく展開する。

成人

a132 15分 VHS
交通事故の
ファーストエイド
知ってほしい応急手当

交通事故の死者を半減させたドイツの取り組みを例示
し、交通事故を目撃した際のファーストエイド（応急手

当）の方法を紹介しながら、その必要性について説き、
ファーストエイドが誰にでもできることを訴える。

成人

a187 13分 VHS 車社会の一員として

交通事故の現状を統計で示しながら、その恐ろしさを
訴える。また、内輪差と外輪差によって事故がどのよ
うに起こるのか、映像を見て事故防止の基本的な知識
を教えていく。さらに事故を起こしてしまった場合に
被害者はもとより、加害者にも精神的・経済的な負担
がかかることも示す。ヘルメットやシートベルトの着
用など安全対策についても触れ、車社会で生きる一員
としての心構えを培っていく。

高校生

a229 22分 VHS
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

このビデオでは、私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、シートベルトを着用して

いないと衝突時にどうなってしまうのかを検証します。

成人

a235 20分 VHS
交通事故ゼロへの願
い
クルマの安全装備と安全運転

運転のかげに潜む事故の危険性を取り上げながら、安
全運転の基本を確認し、車両の安全装備について正し
く理解できるようになっている。また、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、興味深く見れるようになっている。

成人

a239 22分 VHS
自転車の乗り方・迷惑
物語
自分勝手な人っているよね！

危険で迷惑な自転車走行の主要パターンを取上げ、迷
惑事例を紹介しながら、ルールやマナーに基づいた正
しい乗り方を解説した作品である。

中学生

～成人
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a334 29分 VHS 危ない！ゆるさん
交通事故から子どもを守る

交通事故でわが子を亡くし、それ以後事故防止に執念
を燃やし続ける「オババ」とその行動に不審を感じた
少年とのかかわりのなかから、交通ルールの持つ意味
を考え、それを行動の中に生かすことを理解するよう
ドラマ仕立てで制作。

小学生

a357 18分 VHS
こんな危ない乗り方
はやめましょう
自転車の事故をなくすために

転車だって正しい、安全な乗り方がちゃんとあるんだ
……。この映画は、子どもたちの自転車事故防止にす
ぐ役立てることを願って製作しました。

小学生

a382 13分 VHS

ご隠居さんの交通安全シリーズ

ちょっと待った！魔の
交差点

町内のご隠居さん（江戸屋猫八師匠）が老人会長さん
と将棋を打っていると近所の若旦那（山田隆夫さん）
が煙草屋のトメさんが交差点で車にはねられたと駆け
込んでくる。交差点で歩行中の高齢者に多い交通事故
の要因を愉快なやりとりで解説します。

高齢者

a383 14分 VHS
ご隠居さんの交通安全シリーズ

夜道のこわ～い話

夜の墓地の脇道で幽霊をはねた！？ご隠居さんと若旦
那がおもしろおかしく高齢者に多い夜間の交通事故の
要因と注意点を典型的な例をもとに解説します。

高齢者

a384 15分 VHS
ご隠居さんの交通安全シリーズ

その自信が危ない！

理髪店で散髪中のご隠居さんと若旦那が店の主と繰り
広げる愉快な会話。ふらふら自転車に乗ってるから危
ないよと高齢の２人をたしなめる若旦那と反発するご
隠居さんと店主。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と過去の経験や技術
を過信してはならないことを説いています。

高齢者

a442 19分 VHS 我らパネリスト
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
を支援する環境の発達（ＩＴＳ、ＡＳＶ、道の駅）等から、シルバー

ドライブを楽しむ方法を紹介します。

高齢者

a460 22分 VHS
ひろし君と学ぶ安全
な自転車の乗り方

実際に起こった事故例をもとに、先生とひろし君が正
しい自転車走行を実践。自転車はどこを走るのか、交
差点の渡り方、正しい車線変更、進路変更等を学ぶ。

小学生

a512 20分 VHS
危険の予測で交通安全

を

休日の朝、サッカーの試合に出かける子ども達の行動を通し
て、日常生活の中に潜む危険を予測し、その危険を回避する方

法を身につける交通安全危険予測教育ビデオ。

小学生
（中・高）

a528 20分 VHS
安全な自転車のルール
事故の加害者にならないため

に

自転車は乗り方を間違うと凶器になります。たとえ未
成年者でも自転車を操作する運転者であることに注意
を喚起し、事故の加害者になる自転車の運転者も賠償
責任を負わなければならなくなることを訴えます。

小学生
（高）
～高校生

3 ページ



番号 時間 メディア タイトル 内容 対象

a539 18分 DVD
時間はもどらない
～悲惨な自転車事故を

防ぐために～

自転車に乗る高校生が起こした自転車事故が被害者や周囲

の人たちを巻き込んでいく様をサスペンスドラマ的なタッチで
表現、自転車事故の重大さを定義、さらに自転車の正しい通

行方法やマナーなどを解説します。 【ドラマ】

中学生
～成人

a540 27分 DVD
飲酒運転の報い
破滅への道

無謀な飲酒運転による、悲惨な死亡事故、そしてひき
逃げ、危険運転致死傷罪施行後も飲酒運転などが後を
絶たない。この映画は、危険な運転行為をしてしまっ
たドライバーの心の軌跡、訪れる家庭の崩壊、被害者
を襲う突然の悲劇など悪質な交通事故の犯罪を訴えて
います。　【ドラマ】

大学生
～成人

a560 23分 DVD
楽しく街にでましょう
高齢者だからこそ

知っておきたい交通ルール

お年寄りは加齢と共に身体機能に変化が起こっています。若い
ときにはすぐに対処できた危険予知、危険回避が難しくなって

きていますが、お年寄りだからこそできる対策を提案し、安全な

街歩きが楽しめる内容になっています。

高齢者

a591 15分 DVD
無事故の法則
車を凶器にしないために

多発する交通事故。その多くはドライバーが防ぐことができたも
のです。人が自ら招く危険をドラマと事故映像（ドライブレコー

ダー）で構成し、交通事故の恐ろしさを伝えます。そして交通事

故を防ぐための安全運転の４つの法則をわかりやすく解説しま
す。
（字幕版付き）

成人

a619 22分 DVD
自転車も車両です
～交通安全への意識
改革～

自転車に乗る人をはじめ、ドライバーや歩行者に「自
転車も車両」という意識と責任感を持たせ、「自転車
安全利用５則」とマナーを守る大切さを描いていま
す。また交通事故防止に役立つ３つの重要なポイント
１「かもしれない」運転、２「車の特性の理解」、３
「思いやり」運転を具体的に紹介しています。
（字幕付き）

少年
青年

成人

a647 18分 DVD
クイズ！危険をさがせ
自転車に乗るとき

自転車に乗る子どもの視点からの映像を使用し、車の
ドライバーから見た映像も交えて、なぜ危険なのかを
視覚的に分かりやすく解説した作品です。 （平成２３
年度道路交通法改正対応） １．自転車はどこを通る？
２．右側通行は危ない！　３．一時停止をしない
と・・・・　４．止まっている車のそばを通るとき
５．信号が青でも・・・・

小学生

a648 21分 DVD
セルフコントロール
で事故防止

交通事故を防ぐために、まず自身の性格を把握し、どのような

事故を起こしやすいかを把握することが大切です。この作品で
は、性格のタイプ別に事故事例とアドバイスをケーススタディ形

式で学ぶことができます。

青年
成人
高齢者
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a662 26分 DVD
危険を予測・回避す
るポイント
命はひとつ！

死亡事故は減少傾向にありますが、それでも悲惨な交通事
故は毎日起きています。命は取り留めたものの重い障害に
一生苦しむ方々も後を絶ちません。事故を起こさないために
は、交通ルールの遵守はもちろんのことですが、危険の予測
と回避を確かなものにすることが求められています。この作
品は危険予測のポイントを実際に起きた事故の映像から学
べる内容になっています。

成人

a663 17分 DVD
真剣に考えよう
自転車のこと

多くの人が「自転車で加害者になるような大きな事故は起きな
い」と考えているのではないでしょうか。実際には自転車が歩

行者と衝突する事故が発生し、大きな社会問題になっていま
す。この作品は自転車事故の被害者だけでなく加害者になら

ないためにも今一度自転車は車両であることを認識し交通
ルールを守る大切さを訴えています。

小学生

a671 18分 DVD
その自転車の運転危
険です！
交通事故を検証する

中学生や高校生に多い「自転車乗車中のスマホ使用
（自転車スマホ）の危険性を再現映像や実験でわかり
やすく示し、自転車を安全に乗るために設けられた
様々なルール（道路交通法、自転車安全利用五則）
や、違反者への措置内容を詳しく紹介します。中学
生・高校生に、"自転車スマホが引き起こす事故の恐ろ
しさ"と"正しい自転車の乗り方"を理解してもらうこと
で、自転車乗用中の事故の撲滅を目指します。

中学年
高校生

a682 21分 DVD
知ってる？守って
る？
自転車の交通ルール

自転車に乗る時やサッカーをする時もたいしてルール
を気にしないユウトは、交差点の一時停止を守らず、
危うく車とぶつかりそうに…。そんな時、ユウトとカ
ケルの前にサッカーボールの姿をした＂ルールの神様
＂が現れます。二人は‟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。

小学生

e463 24分 VHS
失われた青春
～二輪車ハイスピー
ド事故の恐怖～

二輪車の死亡・重症事故現場と二輪車事故による３人
の青少年身障者の実態を探ります。その実例をもと
に、事故を起こさぬ運転はいかにあるべきかを科学的
な解説を交えて描いた二輪車安全対策の作品です。

中学生
～高校生

e512 17分 DVD

なぜ？どうして？か
ら考える小学生の安
全な自転車の乗り方

小学生の啓太君と明奈さんが登場し、ナレーターの、
自転車の「なぜ危険なのか？」「どうしたら安全なの
か？」という『問いかけ』に答えることにより、安全
な自転車の乗り方について学んでいきます。登場人物
だけでなく視聴者にも同じ『問い』を投げかけている
ので、映像を見ながら一緒に考え理解を深めることが
できます。※最初にメニュー画面より本編再生を選ぶ
必要があります。

小学生

m92 18分 VHS

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

①エアバッグはあくまでシートベルトの補助装置であ
りシートベルトを正しく装着することによりはじめて
その効果が発揮される。②助手席エアバッグ装着車に
ベビーシートやチャイルドシートを後ろ向きに使用す
ることの危険性。

成人
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番号 時間 メディア タイトル 内容 対象

一般･生指

81-50
21分 VHS 自転車事故を防ぐ

我が街は交通戦争最前線

誰もが起しやすい自転車事故。その実態と予防法を事
故現場を通して描く。自転車に乗っている時の基本的
ルール・歩道を走っていて起きた事故・夜間、車の距
離・速度を違えての事故等・・・。

中学生
～高校生

理科･保体

83-86
25分 VHS 交通事故とその防止

「くるま社会」なった現代社会は、悲惨な交通事故を
多発させている。なぜ交通事故が起き、どうすればそ
れを防ぐことができるのかについて学ぶ。

高校生～
成人

理科･保体

83-90
15分 VHS 二輪車の交通安全

二輪車の交通事故を防ぐには、運転者が二輪車の特性
を理解し、正しい運転技術を身につけると同時に、自
分自身の心をコントロールすることが大切です。この
ビデオで、こうした安全運転の技術と科学を具体的に
学ぶことができます。

高校生～
成人

理科一保体

83-107
20分 VHS

新　交通事故けが人
の応急手当
救急車がくるまでに

人が事故で倒れたとき、はじめの数分間の応急手当て
如何が、ケガ人の生命を左右します。この映画は救急
車がくるまでに、ケガ人の生命を守りつづける応急手
当てについて、わかりやすく描いたものです。

高校生～
成人
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交通安全作品（アニメ）

番号 時間 メディア タイトル 内容 対象

b21 15分 VHS
できるかな
とびだしダメダメ
とんとんストップ

ユーモラスで可愛いぬいぐるみの“ポチ”と一緒に考
えたり歌ったりしているうちに、楽しく無理なく自然
に生活習慣が身につく、幼児向けしつけビデオシリー
ズ。公園、街角、飛び出さないでストップ。交通ルー
ルをわかりやすく説明します。

幼児

d12 17分 VHS
デーモン小暮閣下の
悪夢へようこそ

不気味な笑い声を響かせながら、デーモン小暮閣下が
登場。飲酒運転が違法であると分かってはいても、も
し絶世の美女から一杯だけとすすめられたら……など
ドライバーを交通事故に誘惑する４つの奥の手を特別
公開する。

成人

d29 15分 VHS
しましまとらの
しまじろうの交通安全

テレビで子供たちに人気のある「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
の危険や安全な横断の仕方など交通安全ルールの大切
さを教えます。

幼児～
小学生

d102 15分 VHS 孫悟空の交通安全

孫悟空と一緒に楽しく学べる交通ルール。横断歩道を
渡るときの信号の見方。自転車の安全な乗り方。交差
点での注意事項等を紹介し交通規則の大切さを学べる
ように製作されている。

幼児～
小学生

d124 13分 VHS 金太郎の交通安全
Ｈｏｗ ｔｏルール？金太郎とワクワク楽しく交通ルー
ルのお稽古です。（財）全日本交通安全協会推薦。

幼児～
小学生

d125 12分 VHS 「いってきます」
交通安全ファミリー作品コンクール小学校低学年の部
最優秀作品の作文をもとに子どもの視点から交通ルー
ルを楽しく説明しています。

幼児～
小学生

d153 13分 VHS
ちびまる子ちゃんの
交通安全

まるちゃんはたまちゃん達との自転車遊びや、集団登
校の班長さんを経験したりと、毎日の生活の中で少し
ずつ交通安全の大切さに気がついていきます。この作
品はポイントをわかりやすくまとめ、交通安全の重要
性を理解させるとともに、まるちゃんと一緒に自然に
交通ルールが身につくように製作されました。

幼児～
小学生

d158 16分 DVD 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、「正しい自転車
の乗り方（自転車の点検、ヘルメットの着用、自転車
の交通ルール）」を楽しく学べる内容の作品です。平
成２０年６月に施行された「自転車の通行等に関する
ルール」に対応しています。

幼児～

小学生

7 ページ



番号 時間 メディア タイトル 内容 対象

d172 12分 DVD
まめうしくんの交通安
全
～宝さがしの旅だっし～

絵本やテレビなどでおなじみの「まめうしくん」が登
場する、楽しく学べる交通安全アニメーション。まめ
うしくんたちが宝さがしの道中で、安全な道路の歩き
方や、横断歩道の渡り方、信号についてなど交通ルー
ルの基本を学んでいきます。

幼児～
小学生
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