
番　号 題　　　　　名 内　　　　　　　　　容 対　　　象 時　　間 備　　考

Ｄ－１
楽しく街に出ましょう高齢者だから知っておきたい
交通ルール

高齢者の身体能力の変化を自覚し、それに応じた交通ルールを明るく愉快
に学べます。

高齢者 ２３分
実写版
平成２０年制作

Ｄ－２ 検証！飲酒運転の恐怖
実験的に飲酒することによって身体能力がどのように低下するか検証したも
の。

運転者 ２３分
実写版
平成２０年制作

Ｄ－３
JAFセーフティー・アドバイス～シートベルトを締め
ないで安全な席はない～

後席シートベルト非着用の危険性・チャイルドシート不使用の危険性・車内
に潜むこどもへの危険性

一般・運転者・保護者 ４３分
実写版
平成２０年制作

Ｄ－４ そのとき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 一般・運転者 ２０分
実写版
平成１９年制作

Ｄ－５
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

日常生活において自転車を運転する機会が多い中学生及び高校生を対象
に事故の起こりやすい場所での危険シミュレーションを通して、事故防止の
ためのトレーニングを行うことができます。

中学生・高校生 シミュレーション

Ｄ－６ 飲酒・ひき逃げの波紋

軽い気持ちで飲酒の末、人身事故を起こしたドライバー。飲酒の後ろめたさ
からひき逃げをし、被害者を事故現場に放置し、死亡させてしまう。この事故
をきっかけに被害者の家庭ばかりか、自らの家庭までもが崩壊していく悲劇
を描く。

運転者 ２９分
実写版
平成２１年購入

Ｄ－７ 新しい自転車の交通ルール

自転車の通行等に関する法規が改正
①普通自転車の歩道通行に関する規定
②乗用中ヘルメットに関する規定
③自転車安全利用五則を守りましょう

一般 １５分
実写版
改正道路交通法対応
平成２１年購入

Ｄ－８ 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、安全ルールの基本である自転車安全利用５則を理解さ
せ。法規とマナーを守ることの大切さを描いています。

一般 ２１分
実写版
平成２１年購入

Ｄ－９
いつまでも安心して暮らすために
～高齢者の交通安全～

自動車運転時・自転車運転時・道路の横断や夜間歩行など歩行中の注意
点を紹介。

高齢者 ２２分
実写版
平成２１年製作

Ｄ－１０
交通事故被害者の抱える問題とその精神的影響
自助グループ活動の進め方～精神的被害からの
回復のために～

「交通事故被害者の抱える問題とその精神的影響」と「自助グループ活動の
進め方～精神的被害からの回復のために～」の２つの映像作品と４つの資
料テキスト（PDF)が収められている。

一般
A　３３分
B　３４分

実写版
平成２０年製作
交通事故被害者支
援事業用教材

Ｄ－１１
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－

高齢者が交通事故にあわないためにはどうしたら良いか、「見る、待つ、止ま
る、確かめる」を基本に、歩行者・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。自転車安全利用五則を中心に改正道路交通法の概要
を含め解説。

高齢者 ２６分
実写版
平成２３年購入

Ｄ－１２
豊かな経験を運転に活かそう！
高齢ドライバー事故防止のポイント

高齢ドライバーの方を対象に、心身機能がどう低下しているのか、どう運転
に影響するのか、また、心身機能の低下をどう補えばいいのか、事故事例・
危険予測・実験・体力づくりなどについて分かりやすく描いている。

高齢者 ２５分
実写版
平成２３年購入

Ｄ－１３
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や乗る前に気
をつけることなどについて紹介。

一般 ２４分
実写版
平成２４年制作

Ｄ－１４
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

自転車を安全に乗るためには、ただルールやマナーを覚えるだけでは不十
分であり、子供たちに「なぜ危険なのか？」「どうしたら安全なのか？」と質問
を投げかけ、考えさせるといった手法で自然とルールやマナー、危険予測
力を身に付ける。

小学生 １６分
実写版
平成２２年作品
平成２４年購入

Ｄ－１５
はなかっぱの交通安全
～ケーキを求めて右・左・右～

テレビで大人気の「はなかっぱ」が仲間たちと、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
構成になっている。
『飛び出しの危険』　『信号のある（ない）横断歩道のわたり方』
『道路で遊ばないこと』　『歩道と路側帯の歩き方』　『雨の日の交通安全』

幼児・小学生（低学年） １３分
アニメ
平成２５年作品
平成２５年購入
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Ｄ－１６
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～

バイクが絡む４つの事故事例
①『右直事故～バイクは車からどう見えているか』　②『車線変更時の事故～
車の死角に入ったバイク』　③『出会い頭の事故～一時停止を守る』　④
『カーブでの事故～安全なコーナリングについて』
を基に、事故原因を探り、そこから浮かび上がる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していく。
また、生身のライダーを守るヘルメットやプロテクターの重要性を訴えてい
る。

高校生・原付・二輪運転者 ２３分
実写版
平成２５年作品
平成２６年購入

Ｄ－１７
生徒向け
自転車交通安全教室DVD

スタントマンによる事故再現などの映像を通して、事故が起こった原因を解
説するとともに、正しい行動例を説明している。
『自転車と車の衝突実験』　『自転車の６つの違反行為』　『トラック左折時の
巻き込み事故』　『ルール違反によって起こる事故』　『横断歩道での死角に
よる事故』　『自転車の衝突事故』　『バイクと飛び出し自転車の衝突事故』
『まとめ』

中学生・高校生 １７分
実写版
平成２６年作品
平成２６年購入

Ｄ－１８
子ども、高齢者、自転車
相手の動きを予測し危険を回避する！

子どもの事故「飛び出し事故」、高齢者の事故「道路横断時の事故」、自転
車の事故「出会い頭・進路変更の事故」の事例を紹介する。ドライバーが、
子ども、高齢者、自転車の行動特性を学び、交通事故を未然に防ぐことが出
来るよう、事故事例を検証、分析し、安全運転のポイントを解説する。

運転者 ２２分
実写版
平成２６年作品
平成２７年購入

Ｄ－１９ 自転車の交通安全ガイド

自転車は子どもから高齢者まで利用できる、とても便利な乗り物であるが、そ
の反面、街なかでは交通ルール違反が多く見られ、毎年自転車の交通事故
が発生している。自転車に安全に楽しく乗るために、正しい交通ルールと
知っておくべき知識を説明。自転車運転者講習と自転車保険についての内
容も含まれる。

中学生・高校生・一般 １８分
実写版
平成２８年作品
平成２９年購入

Ｄ－２０
点灯せ！心のヘッドライト
～歩行車との交通事故を防ぐ運転の心得～

子供や高齢者の歩行者との事故に着目し、事故の傾向や注意すべきポイン
トを紹介する。また、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。

運転者 ２０分
実写版
平成２９年作品
平成２９年購入

Ｄ－２１
見直そう！あなたの運転
～事故を防ぐための運転操作～

実際の事故事例に学びながら、今一度自身の運転を見直していくことを目
的とする。アクセルとブレーキペダルの踏み間違いや高速道路、カーブ、飛
び出し事故の事例をもとに、どうすれば事故を防ぐことができたのかを検証
する。

運転者 ２０分
実写版
平成３０年作品
平成３１年購入

Ｄ－２２
安全な通学を考える
～ 加害者にもならない ～

交通安全や生活安全の授業で使用できるように、日常生活の中でありがち
な状況を再現した事例映像や自転車についての資料映像、授業を行う際の
指導ポイント及び生徒が使用するワークシートを収録。

中学生・高校生 ３５分
実写版
平成２４年制作

Ｄ－２３
安全に通学しよう
～ 自分で身を守る、みんなで守る ～

通学時の交通安全、生活安全（防犯）、災害安全（防災）の各領域に渡っ
て、児童自らが習得した知識に基づいて的確に判断し、迅速に安全行動を
とることができるようになることを目的に作成。

小学生
1時間
45分

実写版
平成２５年制作

Ｄ－２４
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～

 相手の危険な運転が主な原因となる事故事例を、ドライブレコーダー映像
を使って検証することで、運転マナーとゆずり合いの心の大切さを伝えること
を目的とする。また、社会問題化する「あおり運転」に対し、あおり運転をしな
いための心構え、遭遇した際の対処法を解説している。

運転者 16分
実写版
令和元年制作
令和元年購入

Ｄ－２５
さらなる交通事故の削減を目指して～高齢運転者
の交通事故防止及び先端技術の適切な活用方法
に係る啓発動画～

高齢運転者の事故事例に学びながら、高齢運転者の交通事故の特徴等を
周知することを目的とする。
また、サポカーＳなどの先端技術の機能について紹介するとともに、先端技
術を使用する上での注意点等に対する理解の促進を図る。

高齢運転者
４１分４５
秒

実写版
令和２年制作

Ｄ－２６
あおり運転、厳罰化！
道路交通法改正と「あおられない運転」

新たに規定された「あおり運転」の要件や、大幅に厳しくなった罰則など、道
交法改正の内容を分かりやすく解説し、あおり運転に遭わないための安全
運転のポイントを示す。

運転者 １７分
実写版
令和２年制作
令和２年購入

Ｄ－２７
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、多くの事故現場をカメラに収めた。
交通ルール違反による追突、交差点事故、自転車、二輪車との事故、子ども
との事故を取り上げ、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。

運転者 24分
実写版
平成２４年制作

Ｄ－２８
ドキュメント交通事故　見おとすな！　路上の危険・
心の危険

交通ルール、マナーに対する意識を高め違反や事故を防ぐため、ドライ
バーの不注意やルール、マナーに対する意識の低さがもたらした実際の事
故現場をとらえその原因や事故防止を考える。

運転者 25分
実写版
平成２２年制作

TＤ－１ 事故映像と実験に学ぶ　安全運転講座
救急隊とともに２４時間態勢で事故現場を取材し、実際の事故の様子を通し
てその原因を探る。また、実験や体験テストなども行い、未然に事故を防ぐ
ためにどうすれば良いのか、実証的に考えていく。

運転者 27分
実写版
平成２７年制作
平成２９年購入

ＴＤ－２ 事故映像に学ぶ　安全運転講座
救急隊とともに２４時間態勢で事故現場を取材し、実際の事故の様子を通し
てその原因を探る。また、実験や体験テストなども行い、未然に事故を防ぐ
ためにどうすれば良いのか、実証的に考えていく。

運転者 15分
実写版
平成２７年制作
平成２９年購入

ＴＤ－３
危険！自動車運転中のスマホ
　　事故発生のメカニズム

事故の再現映像や実験映像などで、運転中のスマホ操作の危険性を科学
的に検証する。また、車載カメラがとらえた危険映像や専門家の解説等を折
りまぜながら、一時停止をはじめとした交通ルールを遵守する必要性を描
く。

運転者 19分
実写版
平成２９年購入
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ＴＤ－４
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？～

一般ドライバーの協力のもと、その方の運転を記録。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解説。

運転者 25分
実写版
平成２９年購入

ＴＤ－５
ドライブレコーダーから学ぶ　事故防止のポイント
～ある営業マンの体験から～

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、ドライブレコーダーの映像から事故防止のポイントを学ぶ。

運転者 １８分
実写版
平成２９年購入

ＴＤ－６
絶対にダメ！飲酒運転
「しない！」「させない！」「許さない！」

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、実験で明らかにする。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、注意を促す。

運転者 21分
実写版
平成２９年購入

ＴＤ－７
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なけれ
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。

運転者 17分
実写版
平成２７年制作
平成２９年購入

ＴＤ－８
事故を減らし企業のイメージを上げるドライブマ
ナー

ドライブマナーを身に付けることにより企業のイメージの向上と事故を減らす
ことが可能である。企業評価、業務遂行における安全運転の重要性を理解
するとともに、止まる、確認する等の安全運転の基本とまわりに配慮した運転
とは何か？を伝える。

事業所・運転者 45分
実写版
平成２９年購入

ＴＤ－９ 三遊亭小遊三の高齢者の交通安全

高齢者が遭いやすい交通事故には、いくつかの特徴がみられる。そこには、
加齢に伴う身体能力の低下や心理の変化が大きく関わっている。このような
事故がなくなることを目的とし、三遊亭小遊三師匠を案内役に、身体能力の
衰えを自覚した歩き方と自転車の運転ルールを紹介。

高齢者 17分
実写版
平成２７年製作
平成２９年購入

ＴＤ－１０
その自転車の運転危険です！交通事故を検証す
る

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や、違反者への措置内容を詳しく
紹介。中学生・高校生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す。

中学生・高校生 18分
実写版
平成２９年購入

ＴＤ－１１ ズッコケロボの自転車の交通安全
子ども達に自転車の交通ルールをわかりやすく伝える。ルールを無視した時
にどのような危険があるのかを、キャラクターで再現することによって理解を
促す。

幼児・小学生 16分
実写版
平成２９年購入

ＴＤ－１２ 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
取り返そうとするストーリーの中で、道路の歩き方や横断歩道の渡り方を学
ぶ。交通ルールを守ることの大切さを、子どもたちが楽しく学べる作品。

幼児・小学生（低学年） 12分
アニメ
平成２７年制作
平成２９年購入

ＴＤ－１３ 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んでいく。子どもたちが歩行者として守るべき交通
ルールの基本を、分かりやすく解説。

幼児・小学生（低学年） 14分
アニメ
平成２６年制作
平成２９年購入

ＴＤ－１４
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

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。

運転者 ２０分
実写版
平成２９年作品
平成３０年購入

ＴＤ－１５
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

２４時間体制で取材した交通事故の現場映像、ドライブレコーダーが捉えた
事故の瞬間映像、及び最新のＣＧ映像を交えて、安全運転のポイントを検
証。
事故事例として特に多い、追突事故・出合い頭の事故・右左折時の事故に
ついて、それぞれ気を付けるべきところを解説。

運転者 １８分
実写版
平成２９年作品
平成３０年購入

ＴＤ－１６
ドライブレコーダーは見た！
ドライバー心理から考える安全運転

様々な事故の状況が刻み込まれたドライブレコーダーの映像と、その再現映
像をもとに、ドライバーが陥りやすい危険を指摘しながら、危険回避のポイン
トを具体的に解き明かす。

運転者 １５分
実写版
平成２９年作品
平成３０年購入

ＴＤ－１７
危ない！そこに歩行者が！
横断歩行者事故を防ぐ危険予測

横断歩行者事故はどんな交通状況に多いのか、事故を防ぐにはどうすれば
良いのかを、危険予測のスタイルで分かりやすく解説。新たな撮影手法・ＣＧ
技術を用いた、より実際の運転感覚に近い映像で、一層の現実感を伴った
理解ができる。

運転者 １９分
実写版
平成２９年作品
平成３０年購入

ＴＤ－１８
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、自分だけでなく会社にまで及ぶ事故の影
響に気づき、同僚たちと事故防止に取り組む姿をドラマ形式で描く。
日々の運転の中に潜む危険を洗い出し、その事故防止策を解説。

事業所・運転者 ２４分
実写版
平成２９年作品
平成３０年購入

ＴＤ－１９
大人の自転車交通安全
事故映像から学ぶ自転車の安全な乗り方

自転車と車が衝突したドライブレコーダーの映像や自転車事故現場の映
像、自転車利用者へのインタビューから、交通ルールで定められた自転車
の正しい乗り方への意識づけを図る。

一般 ２０分
実写版
平成２９年作品
平成３０年購入
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ＴＤ－２０
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

自転車事故現場の映像、自転車と車が衝突したドライブレコーダーの映像
を導入部とし、自転車事故の怖さを印象づける。中学生・高校生へのインタ
ビュー映像も紹介しながら、事故に遭わないためには、交通ルールで定めら
れた自転車の正しい乗り方を理解する必要があることを意識づける。

中学生・高校生 ２０分
実写版
平成２９年作品
平成３０年購入

ＴＤ－２１
シルバー世代のみなさん！
正しい道路の横断、してますか？

依然として多く発生している、高齢歩行者に死亡事故の大半を占める道路
横断中の事故を中心に取り上げたもの。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、わかりやすく解説。事故
の危険をより実感的に捉えてもらえるよう、合成映像による事故再現シーンも
効果的を挿入。

高齢者 １８分
実写版
平成２９年作品
平成３０年購入

ＴＤ－２２ 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・桃太郎・金太郎・かぐや姫が、乙
姫様のいるレストラン竜宮に向かう道中で、道路の歩き方や横断歩道の渡り
方を学ぶ。子どもたちが、交通ルールを守ることの大切さを楽しく学べる作
品。

幼児・小学生（低学年） 14分
アニメ
平成２８年作品
平成３０年購入

ＴＤ－２３
クイズでまなぶ
ピノキオのこうつうあんぜん

好奇心いっぱいのやんちゃなピノキオは、交通ルールを知らないばかりに、
何度も危ない目に遭遇。視聴者の子ども達の助けを借りながら（クイズ形式
での視聴者参加）交通ルールを学ぶ。かけがえのない命は、自分で守らな
ければならないことを、子ども達に伝える。

幼児・小学生（低学年） １５分
アニメ
平成３０年購入

ＴＤ－２４
ハローキティとまなぼう！
こうつうルール

子供たちに大人気のハローキティと仲間たちが登場する、幼児・小学生（低
学年）向けの交通安全アニメーション教材。
可愛らしいキャラクターたちの明るく楽しいストーリーを通して、交通ルール
を守ることの大切さを伝える。

幼児・小学生（低学年） 14分
アニメ
令和元年作品
令和２年購入

ＴＤ－２５
いのちを守る！
運転者（ドライバー）の責任

「いのちを守る」をテーマとした２つの悲惨な死亡事故の事例から、事故を起
こしたドライバーが負う３つの法的責任と社会的責任について学ぶ。
また、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する。

運転者 ２０分
実写版
令和２年作品
令和２年購入

ＴＤ－２６
クーニャンの交通安全
「正しい自転車の乗り方」

自転車点検や自転車の交通ルール等をはじめとした「正しい自転車の乗り
方」をクーニャンとその仲間たちと一緒に確認する。

幼児・小学生（低学年） １５分
アニメ
平成２０年作品
令和２年購入

ＴＤ－２７
知ってほしい、自転車加害事故の現実
自転車通学をする生徒・学生のみなさんへ

実際にあった自転車事故の裁判記録をもとに、加害事故を起こすとどうなる
のか、どうすれば事故を防げるのかを検証する。

一般 １８分
実写版
令和２年作品
令和２年購入

ＴＤ－２８
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～

自転車に乗った小学生のユウマ君とレナさんが登場し、２人が考えながら自
転車の正しい乗り方を学んでいくことで、事故にあわない・おこさないための
交通ルールを学ぶ。

小学生 １７分
実写版
令和２年作品
令和２年購入

ＴＤ－２９ 事故への警告！ヒヤリ・ハット
一般ドライバーの方々のヒヤリ・ハット体験に着目し、どうしてこのようなことが
起きてしまったのか、原因を検証する。また、ヒヤリ・ハットから見えてくる安全
運転のためのポイントも解説する。

運転者 ２２分
実写版
令和元年作品
令和２年購入

ＴＤ－３０ 三びきの子ぶたの交通安全
三びきの子ぶたの兄妹が、道路の歩き方や横断歩道の渡り方、道路標識の
意味などを、うさぎ先生に教えてもらいながら、交通ルールを楽しく学んでい
く。

幼児・小学生（低学年） 14分
アニメ
平成３０年作品
令和２年購入
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