
番　号 題　　　　　名 内　　　　　　　　　容 対　　　象 時　　間 備　　考1 かくれた危険を予測する～自動二輪車の頭脳的運転法～ 交通ルールを守るだけでなく、隠れた危険を予測して運転することが大切だということを、いろいろなケースを通じて示す。 二輪運転者 ２１分 実写版昭和６２年購入2 地獄への疾走～二輪車事故追跡報告～ 二輪車事故の状況、原因をドキュメントし、安全運転の重要性を訴える。 若者二輪運転者 ２８分 実写版昭和６２年購入3 悲しみの街 「まさか」の持つ恐ろしさと、その後にくる賠償金問題について、事故発生から裁判、ついには家族崩壊に至るまでの過程をドキュメントタッチで描く。 運転者・一般 ３１分 実写版昭和６２年購入4 マサオ君の交通事故 級友の交通事故を見た子供達が、その原因を自分・相手・環境という３つの要素から解明し、事故防止の注意点を明らかにする。 小学校・中学校・高学年 ２１分 実写版昭和６２年購入5 二輪車の安全知識 人間の情報処理能力、視力や視野、二輪車を停止させる時の反応時間と停止距離の関係が実験走行やアニメーションを交え解説される。 二輪運転者 ２０分 実写版昭和６２年購入6 ライダーの皆さんへ 交通マナー のあり方やその実践の方法を、二輪車の場合に即して具体的に描き、交通マナーを守ることがいかに大切かを訴える。 高校生・二輪運転者 ２５分 実写版昭和６２年購入7 歩行者の皆さんへ 交通事故の様々な原因を、歩行者の側の交通マナーに焦点を絞って、正しい交通マナーのあり方と実践の方法を具体的に描く。 一般 ・小学校・中学校 ２５分 実写版昭和６２年購入8 ドライバーの皆さんへ 交通マナーの大切さとその実践の方法を数多くの実例に即して具体的に描き、交通マナーを守ることの重要性を再認識させる。 運転者 ２５分 実写版昭和６２年購入9 自転車事故は防げる 自転車による死亡事故の実例をもとにして、その原因を探り、自転車事故を防ぐための正しい自転車の乗り方を考えていく。 一般 ・小学校・中学校 １９分 実写版昭和６２年購入10 ぼくはじてんしゃ 子供に適した自転車の選び方、運転の規則とマナー、自転車の特性、点検と整備の必要性等を街での体験の中で描く。 小学生・母親 ２４分 実写版昭和６２年購入16 夜間の交通安全 運転者から見えやすくする工夫や努力を必要とする中で、効果の大きい反射材の効用を具体的に描く。 歩行者 １３分 実写版平成１年購入17 危険を読む運転 交通ルールを守るだけでなく、交通状況の中に潜む危険を予測し、頭脳的運転が必要なことを訴える。 運転者 ２３分 実写版平成１年購入18 甘くみていませんか？ミニバイク 運転技術だけでなく、心構えから、ウェアー、点検整備、運転姿勢そして保険まで、ミニバイクの安全走行を解説していく。 二輪運転者 ２０分 実写版平成１年購入19 交通遺児！悲しき叫び 一人の交通遺児の悲劇と、遺族のやるせない悲しみを描き、ドライバーに「人を思いやる運転」を強く訴えかける。 運転者・一般 ３０分 実写版平成１年購入22 命にスペアはない 交通事故死の実例をあげ、その重要性、悲惨さ等の実態を浮き彫りにし、自動二輪ライダーに対し安全への自覚を促していく。 若者二輪運転者 ２８分 実写版平成１年購入23 交差点交響曲 交差点の数々の疑問点を、専門家が実証・実験等を通して探り、安全への心構えや対策への認識を深めてもらう。 運転者 ２５分 実写版26 お母さんの白い杖 目の不自由な母を助けていた保ちゃんが、ひき逃げされ死亡。被害者の家族と、犯人の動きをとドキュメントタッチで迫っていく。 運転者・一般 ３２分 実写版平成２年購入29 ライダーの条件 基本的なバイクの運転技術の必要性と特性を知ることにより、無理なライディングがいかに危険なことであるか強く訴える。 二輪運転者 ２０分 実写版平成３年購入30 さらば路上の恐怖～予測できる隠れた危険～ 事故の予防には「ルールの遵守」と「危険を予測する」運転がいかに大切かを訴える。 一般 ２７分 実写版平成３年購入32 クルマは友だち～若者たちへのメッセージ～ クルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった３つの特性をもう一度考え直させ、様々な体験を通して、車の特性を理解していく。 若者運転者 １８分 実写版33 デーモン木暮閣下の悪夢へようこそ 「聖飢魔Ⅱ」のデーモン小暮を狂言回しに起用し、若者が起こしやすい事故例を四話からなるアニメで紹介する。 若者運転者 １７分 実写版・アニメ34 シンク セーフティ オン ザ ハイウェードライビング 高速道路での安全運転をテーマに、実際に高速道路をドライブしながら解説していき、基本的な心得、知識の理解を深めていく。 運転者 ２０分 実写版38 交通事故にあわないために 小学生の「飛び出し」や「横断中の事故」に焦点をあて、どのような点に注意を払えばよいか、分かりやすく描いている。 小学校・中学校・高学年 １８分 実写版平成４年購入39 自転車の安全ウォッチング 自転車事故で多い飛び出しや急な進路変更、坂道での危険等に焦点をあて、子供の「なぜ」という疑問に答えながら描いている。 小学生 ２０分 実写版平成４年購入40 危険を予測する～原付の安全運転～ 「前方不注意」に焦点を合わせ、危険を予測する「予測運転」に着目させ、交差点等の走行に必要な注意点を探る。 原付運転者・主婦　　　高校生 ２０分 実写版41 なぎら健壱のHAVE A NICE DRAIVING なぎら健壱がユーモアを交えながら分かり易くドライブマナーを解説する。 若者運転者運転者 ２２分 実写版46 セーフティートレーニング 安全運転の基本について学んでいく。 運転者 ２１分 実写版47 徹底分析！雨の日の事故はなぜ起きるか 雨の日の事故のメカニズムを分析し、雨の日の安全な運転方法を考えていく。 運転者 ２１分 実写版49 事故  ～問われる責任と補償～ 交通事故を起こした加害者が背負っていく責任と賠償を考え、ハンドルを握ることの責任の重さを訴える。 二輪運転者 ２０分 実写版50 追突 多重事故に発生しやすい追突事故の発生のメカニズムを解説してその防止対策を理解してもらう。 運転者 ２７分 実写版51 ＯＨ！ナイスドライブ 細川ふみえ等が司会者と共に安全運転について必要なポイントを分かり易く説明していく。 運転者 ２１分 実写版53 若いライダーへの警告 二輪事故を防ぐための心構えや安全運転の方法について解説し、二輪ライダーの安全意識を高める。 二輪運転者 ２８分 実写版平成５年購入54 恐怖の検証 交通事故現場を通じて事故の原因を検証し、安全運転とはどうあるべきかを訴える。 運転者 ２８分 実写版
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56 危険を読む自転車の乗り方 自転車事故の実体を通して、その予防方法を描く。 中学生・高校生 １８分 実写版平成７年購入58 かくれた危険・見えない恐怖 事故の内面に潜んでいる危険や恐怖について検証して、安全運転の再認識を訴える。 運転者 ２９分 実写版平成７年購入59 何故それは起こったか～事故の事例に学ぶ～ 事故事例を検証して、安全運転とはどうあるべきかを訴える。 職業運転者 ４０分 実写版平成７年購入61 見えますか！この危険！ 高齢者の原付の運転で特に気をつけなければならない点や高齢者の体力の衰え等について解説する。 高齢者 １８分 実写版平成７年購入62 車社会の一員として 高校生としての事故防止の基本的な知識、心構えについて考える。 高校生 １３分 実写版63 交通事故ゼロへの願い 運転の陰に潜む事故の危険性を取り上げ、ドライバーの安全意識の向上を目指す。 運転者 ２０分 実写版65 ザ・シートベルト２ シートベルトを着けていないとどうなるかを検証して、シートベルトを着けなくてよい席はどこにもないことを認識してもらう。 運転者 ２２分 実写版66 阪神大震災   その時車は 阪神大震災の時間経過とともに、変化していく人々と車の関係を追求し、体験者の生の証言で綴っている。 運転者 ２７分 実写版68 あっぱれ桃太郎の交通安全 桃太郎が、サル･イヌ･キジをお供に、子供達に交通ルールを教え、ルールを守らない鬼族を退治していく。 幼児・小学校 １７分 アニメ平成８年購入71 ドクターＸの自転車安全セミナー 自転車の事故を取り上げて、何故起こるのか、どう予想するのかを具体的に示し、危険を予測し、安全行動をとれるように習慣づけることを訴える。 小学生 ２４分 実写版平成８年購入76 安全運転のＴＰＯ 車を安全に運転するには様々な危険を予測した運転が必要。いくつもの隠れた危険を再現し、具体的に解説する。 運転者 ２５分 実写版平成９年購入77 危険予測運転マニュアル 路上に潜む様々な危険を予測した運転方法を具体的に解説し、それが事故を起こさないための最も有効な方法であることを理解させる。 運転者 ２９分 実写版平成９年制作78 好きです  自転車 自転車の安全な乗り方を教える。 小学生全般 １０分 実写版100 自転車の安全ウォッチング 小学生の自転車事故で特に多い飛び出しや急な進路変更などに焦点を当て学習する作品。 小学生 １９分 実写版平成１０年購入101 アラレちゃんの交通安全 アラレちゃんとその仲間達とともに、道路の渡り方、飛び出しの危険などを楽しみながら学習する作品。 幼児・児童 １４分 アニメ平成１０年購入102 安全な自転車通学のために 通学時にポイントを絞って事故例を紹介し、分析するとともに基本に立ち返って交通法規と自転車の正しい乗り方について考える。 中学生・高校生 １９分 実写版平成１０年購入103 シートベルト～誰のため自分のため～ シートベルトの意義、効用を訴え、併せて未着用の恐ろしさ・事故の悲しみを伝える。 運転者・一般 ２５分 実写版平成１０年購入104 初めてバイクに乗る人のために バイクの乗車前の心得から正しい乗り方、路上での安全運転を中心に運転者のルールとマナーを描いた作品。 原付運転者 ２５分 実写版平成１０年購入105 ヘルメット 医学的立場から、ヘルメット着用の脳への安全性・重要性をライダーに理解していただく作品。 二輪運転者 １８分 実写版平成１０年購入106 あなたの会社は大丈夫ですか 交通事故事例を通して企業の責任の重さと損害の大きさ、事故発生時の対処の仕方を知っていただく、安全運転管理者のための作品。 安全運転管理者 ２４分 実写版平成１０年購入107 おぼん・こぼんのお年寄りの交通安全寄席 お年寄りが陥りがちな交通違反、守るべきルールを、警官と、ルールを守らない出前に扮したおぼん・こぼんが語りかける。 高齢者 ２３分 実写版平成１０年購入108 安全運転のＴＰＯ ドライバーの遭遇する様々な危険交差点・渋滞時・見通しの悪いカーブ・生活道路・走行中の携帯電話使用を検証する。 運転者 ２５分 実写版平成１０年購入111 大岡越前のお年寄りの交通安全 お年寄りに親しまれている「大岡越前」の大岡裁き交えながら、現代においてはどのように交通安全を守っていったらよいかを考える。 高齢者 ３０分 実写版平成１１年購入113 忍たま乱太郎の自転車安全教室 忍たま乱太郎のメンバーが自転車に乗って現代の街にタイムスリップし、危険の多い都会の道路で交通ルールを学んでいく。 幼児・児童 １５分 アニメ平成１１年購入114 カブタックの交通安全 ピーロボカブタックとその仲間達とともに、子供の交通事故防止（道路の横断、飛び出し等の危険）を楽しく学ぶ作品。 幼児・児童 １５分 実写版平成１１年購入115 なぜ あの時（危険な運転の果てに） 実際の事故状況を再現する中で、ベテランのドライバーがなぜ事故を起こしたか、その落とし穴を考察する作品。 運転者 ２４分 実写版平成１１年購入116 危険要因を断て～事故を起こして後悔する前に～ ドライバーが断つべき危険要因を、実際に起こった事故事例の怖さとともに訴える。 運転者 ２６分 実写版平成１１年購入117 自転車通学のための交通法規と安全な乗り方 通学時にポイントを絞って事故例を紹介し、分析するとともに交通法規と自転車の乗り方の基本について考える。 中学生・高校生 ２８分 実写版平成１１年購入121 ＪＡＦユーザーテスト歩行者事故～ダミーとの衝突実験～ 衝突速度の違いや歩行者の向きで挙動がどのように変わるかを、高速度撮影により分かり易くした。 運転者・歩行者 ２２分 実写版平成８年制作122 ＪＡＦユーザーテスト～自転車乗用車のダミーと車の衝突実験～ 自転車乗車中の事故において車の速度や衝突方向による衝突後の状態の違いを、高速度撮影により分かり易くした。 運転者・自転車利用者 １８分 実写版 平成９年制作123 守っていますか？正しい乗り方～自転車の交通事故を防止するために～ 自転車の違反行為として多い、信号無視・一時不停止・安全不確認の３点を取り上げ、自転車利用者が注意すべきポイントを解説する。 自転車利用者 ２１分 実写版124 事故多発   ながら運転～その一瞬が死を招く～ 携帯電話・カーナビ・カーテレビ等の「ながら運転」に潜む危険を様々な角度から描き、運転への悪影響を訴える。 運転者 ２１分 実写版平成１１年購入125 ドキュメント原付・二輪事故～傷つくライダーたち～ 二輪事故を起こさない、巻き込まれないためにはどうすべきかを２４時間体制で取材した交通事故現場の映像をもとに訴える。 原付・二輪車運転者 ２５分 実写版平成１１年購入126 高すぎた代償Ｖ   悔恨～交通事故加害者の追跡報告～ 実際に起きた事故を再現し、被害者はもちろん、加害者とその家族の苦悩と破滅の現実、事故の恐ろしさを訴える。 運転者 ２５分 実写版平成１１年購入128 未遂事故～あなたの運転に潜む危険～ 交通事故の未遂罪の事例をもとに、速度違反・漫然運転・わき見・信号無視を例に、日頃の運転行動に潜む危険性を考えていく。 運転者 ２４分 実写版平成１１年購入2



129 ドキュメント 緊急事態宣言～死亡事故を究明する～ 死亡事故の原因究明を行い、ドライバー・ライダーに基本的ルールの大切さを訴える。 運転者 ２５分 実写版平成１１年購入130 ザ・チャイルドシート～子供達を守るために～ チャイルドシートの使用・不使用、正しく装着・着用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検証する。 一般・運転者・保護者 ２９分 実写版132 弥次・喜多のお年寄りの交通安全 「慌てる・面倒くさがる」ことが普段の交通行動に及ぼす危険性を考えてもらう。 高齢者 ３０分 実写版平成１２年購入134 命を守る安全ドライビング 携帯電話・カーナビ・チャイルドシート等を取り入れた安全運転のための心構え。 運転者 ２４分 実写版平成１２年購入135 サイクルマン太郎の自転車交通安全教室 サイクルマン太郎が交通ルールと自転車の安全運転法を教えていく。 小学生高学年 ２１分 アニメ平成１２年購入136 おじゃる丸の交通安全 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く。 幼児・児童 １５分 アニメ平成１２年購入138 忍たま乱太郎の交通安全 信号を守ることの大切さや横断歩道の正しい渡り方などを学ぶ。 幼児・児童 １５分 アニメ平成１２年購入139 チビラの自転車安全教室 チビラと一緒にハラハラドキドキしながら自転車の交通ルールを学ぶ。 幼児・児童 １６分 アニメ平成１２年購入140 しつけで守る幼児のいのち 実際の事故例を見ながら家庭でできる幼児への交通安全教育を考えていく。 保護者 ２１分 実写版平成１２年購入141 危険予測で守る   他人の命自分の命 事故事例を分析し、原因を追及するとともに、どうすればその事故を防ぐことができるのかを再現映像やＣＧを用いて解説。 運転者 ２５分 実写版平成１２年購入145 ちびまる子ちゃんのこんな乗り方あぶないよ 交通ルールの基本を確認しながら、自転車の正しい乗り方が身に付くように構成された作品。 幼児・小学生 １３分 アニメ平成１４年購入146 ちびまる子ちゃんの交通安全 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付けられる作品。 幼児・小学生 １３分 アニメ平成１４年購入147 ムカムカパラダイス   お母さんと学ぶ交通安全 母親が子供と一緒に楽しみながら交通安全を考えられるよう、かわいい恐竜の子供などテレビの人気キャラクターを使って制作された作品。 幼児・小学校低学年・保護者 １９分 アニメ平成１４年購入149 ルールマンの交通安全 正義の味方ルールマンと一緒にワクワクしながら交通安全のポイントを覚える。 幼児・小学校低学年 １５分 アニメ平成１４年購入150 キョロちゃんの交通安全 キョロちゃん達が、交通安全マンの不思議なお願いを聞いて、交通ルールを勉強するはめになる。 幼児・小学校低学年 １５分 アニメ平成１４年購入152 悲しい教訓 悲惨な事故の現実を描き出し、二輪車のハンドルを握る者も車社会の一員としての自覚と責任を持たなければならないことを訴える。 二輪運転者 ２２分 実写版平成１４年購入153 未来からのＥメール～思いやりが育てる交通安全～ 正しい交通マナーを実践することが、運転者自身の身を守るばかりでなく、交通事故のない明るい社会をつくるためにいかに大切であるかを訴える。 二輪運転者 ２５分 実写版平成１４年購入154 生か死か！紙一重の危険 漫然運転や脇見運転などをキーワードに、ドライバーの心に潜む問題に注視し、安全運転に対する心構えを再認識してもらう。 運転者 ２５分 実写版平成１４年購入156 おジャ魔女どれみの交通安全 おなじみのキャラクターたちと一緒に、楽しみながら交通ルールを学ぶ。 幼児・小学生 １４分 アニメ平成１４年購入157 事故とドライバー心理   心の死角を検証する これまで事故とは無縁だったドライバーたちが事故を起こしてしまった時の心の動きを探る。 運転者 １５分 実写版平成１４年制作平成１４年購入158 死亡事故多発 飲酒運転罪と罰 飲酒運転がいかに大きな悲劇を生んでしまうかを描いている。 運転者 １５分 実写版平成１４年購入160 おジャ魔女どれみの自転車安全教室 おなじみのキャラクターたちと一緒に、自転車の点検要領や横断歩道の渡り方等を学ぶ。 幼児・小学生 １３分 アニメ平成１６年購入161 毒蝮三太夫と今日も元気で交通安全！ 歩行者事故・自転車事故・自動車事故、３ストーリーで事例をまじえて、交通安全を学ぶ。 高齢者 ２０分 実写版162 安全な自転車のルール 加害者にならないために安全な自転車のルールを学ぶ。 一般 ２０分 実写版平成１８年購入163 許すな！飲酒運転 改正道路交通法の概要、アルコールが運転に与える影響、飲酒運転が危険であり絶対にしてはならないという事を訴える。 運転者・一般 １９分 実写版平成１９年購入1001 ベストドライバーの条件 右折車と直進車の事故、出会い頭の事故、夜間の運転、飲酒運転、違法駐車、シートベルト、チャイルドシート、携帯電話など。 運転者 ２５分 実写版1002 見えざる恐怖 色々な事故の例（出会い頭事故、追突事故、右・左折事故、歩行者の横断事故）を取り上げ、冷静さが大切であるという事を訴える。 運転者 ２５分 実写版1003 マモルワタル 道路の危険をまったく知らない魔法の国の園児マモルワタルが人間の国で正しい交通ルールを学び、その大切さに気づいていく。 幼児 １５分 アニメ平成１７年制作1004 チャイルドシートの取付け方 チャイルドシートの正しい利用と装着について、映像を通して具体的に分かりやすく解説しています。 一般・運転者・保護者 ２３分 実写版1005 ダミーマンのエアバッグ安全学 シートベルトとSRSエアバッグは「乗員をしっかり拘束し、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たものです。その働き、正しい使用方法、作動条件などを紹介。 運転者 １８分 実写版
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