
番　号番　号番　号番　号 題　　　　　名題　　　　　名題　　　　　名題　　　　　名 内　　　　　　　　　容内　　　　　　　　　容内　　　　　　　　　容内　　　　　　　　　容 対　　　象対　　　象対　　　象対　　　象 時　　間時　　間時　　間時　　間 備　　考備　　考備　　考備　　考Ｄ－１Ｄ－１Ｄ－１Ｄ－１ 楽しく街に出ましょう高齢者だから知っておきたい楽しく街に出ましょう高齢者だから知っておきたい楽しく街に出ましょう高齢者だから知っておきたい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交通ルール交通ルール交通ルール 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。に学べます。に学べます。に学べます。 高齢者高齢者高齢者高齢者 ２３分２３分２３分２３分 実写版実写版実写版実写版平成２０年制作平成２０年制作平成２０年制作平成２０年制作Ｄ－２Ｄ－２Ｄ－２Ｄ－２ 検証！飲酒運転の恐怖検証！飲酒運転の恐怖検証！飲酒運転の恐怖検証！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。の。の。の。 運転者運転者運転者運転者 ２３分２３分２３分２３分 実写版実写版実写版実写版平成２０年制作平成２０年制作平成２０年制作平成２０年制作Ｄ－３Ｄ－３Ｄ－３Ｄ－３ JAFセーフティー・アドバイス～シートベルトを締めJAFセーフティー・アドバイス～シートベルトを締めJAFセーフティー・アドバイス～シートベルトを締め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～ないで安全な席はない～ないで安全な席はない～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に潜むこどもへの危険性に潜むこどもへの危険性に潜むこどもへの危険性 一般・運転者・保護者一般・運転者・保護者一般・運転者・保護者一般・運転者・保護者 ４３分４３分４３分４３分 実写版実写版実写版実写版平成２０年制作平成２０年制作平成２０年制作平成２０年制作Ｄ－４Ｄ－４Ｄ－４Ｄ－４ そのときあなたにできることそのときあなたにできることそのときあなたにできること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交通事故現場における応急救護処置交通事故現場における応急救護処置交通事故現場における応急救護処置 一般・運転者一般・運転者一般・運転者一般・運転者 ２０分２０分２０分２０分 実写版実写版実写版実写版平成１９年制作平成１９年制作平成１９年制作平成１９年制作Ｄ－５Ｄ－５Ｄ－５Ｄ－５ 自転車利用における交通安全・危険予測シミュ自転車利用における交通安全・危険予測シミュ自転車利用における交通安全・危険予測シミュ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レーションレーションレーション 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。ためのトレーニングを行うことができます。ためのトレーニングを行うことができます。ためのトレーニングを行うことができます。 中学生・高校生中学生・高校生中学生・高校生中学生・高校生 シミュレーションシミュレーションシミュレーションシミュレーションＤ－６Ｄ－６Ｄ－６Ｄ－６ 飲酒・ひき逃げの波紋飲酒・ひき逃げの波紋飲酒・ひき逃げの波紋飲酒・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。を描く。を描く。を描く。 運転者運転者運転者運転者 ２９分２９分２９分２９分 実写版実写版実写版実写版平成２１年購入平成２１年購入平成２１年購入平成２１年購入Ｄ－７Ｄ－７Ｄ－７Ｄ－７ 新しい自転車の交通ルール新しい自転車の交通ルール新しい自転車の交通ルール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自転車の通行等に関する法規が改正自転車の通行等に関する法規が改正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①普通自転車の歩道通行に関する規定①普通自転車の歩道通行に関する規定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②乗用中ヘルメットに関する規定②乗用中ヘルメットに関する規定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③自転車安全利用五則を守りましょう③自転車安全利用五則を守りましょう③自転車安全利用五則を守りましょう 一般一般一般一般 １５分１５分１５分１５分 実写版実写版実写版実写版改正道路交通法対応改正道路交通法対応改正道路交通法対応改正道路交通法対応平成２１年購入平成２１年購入平成２１年購入平成２１年購入Ｄ－８Ｄ－８Ｄ－８Ｄ－８ 自転車も車両です　～交通安全への意識改革～自転車も車両です　～交通安全への意識改革～自転車も車両です　～交通安全への意識改革～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。せ。法規とマナーを守ることの大切さを描いています。せ。法規とマナーを守ることの大切さを描いています。せ。法規とマナーを守ることの大切さを描いています。 一般一般一般一般 ２１分２１分２１分２１分 実写版実写版実写版実写版平成２１年購入平成２１年購入平成２１年購入平成２１年購入Ｄ－９Ｄ－９Ｄ－９Ｄ－９ いつまでも安心して暮らすためにいつまでも安心して暮らすためにいつまでも安心して暮らすためにいつまでも安心して暮らすために～高齢者の交通安全～～高齢者の交通安全～～高齢者の交通安全～～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点点点をををを紹介紹介紹介紹介。。。。 高齢者高齢者高齢者高齢者 ２２分２２分２２分２２分 実写版実写版実写版実写版平成２１年平成２１年平成２１年平成２１年製製製製作作作作Ｄ－１０Ｄ－１０Ｄ－１０Ｄ－１０ 交通事故被害者の交通事故被害者の交通事故被害者の交通事故被害者の抱え抱え抱え抱えるるるる問題問題問題問題とそのとそのとそのとその精神精神精神精神的的的的影響影響影響影響自自自自助助助助グルーグルーグルーグループプププ活動の活動の活動の活動の進進進進めめめめ方方方方～～～～精神精神精神精神的被害からの的被害からの的被害からの的被害からの回復回復回復回復のために～のために～のために～のために～ 「交通事故被害者の「交通事故被害者の「交通事故被害者の「交通事故被害者の抱え抱え抱え抱えるるるる問題問題問題問題とそのとそのとそのとその精神精神精神精神的的的的影響影響影響影響」と「自」と「自」と「自」と「自助助助助グルーグルーグルーグループプププ活動の活動の活動の活動の進進進進めめめめ方方方方～～～～精神精神精神精神的被害からの的被害からの的被害からの的被害からの回復回復回復回復のために～」の２つののために～」の２つののために～」の２つののために～」の２つの映像映像映像映像作作作作品品品品と４つのと４つのと４つのと４つの資資資資料料料料テテテテキキキキストストストスト（PD（PD（PD（PDFFFF))))がががが収収収収められている。められている。められている。められている。 一般一般一般一般 A　３３分A　３３分A　３３分A　３３分BBBB　３４分　３４分　３４分　３４分 実写版実写版実写版実写版平成２０年平成２０年平成２０年平成２０年製製製製作作作作交通事故被害者交通事故被害者交通事故被害者交通事故被害者支支支支援援援援事事事事業業業業用用用用教材教材教材教材Ｄ－１１Ｄ－１１Ｄ－１１Ｄ－１１ 見見見見る　る　る　る　待待待待つ　止まる　つ　止まる　つ　止まる　つ　止まる　確確確確かめる！かめる！かめる！かめる！シルバーシルバーシルバーシルバーエエエエイイイイジジジジの交通安全　－歩行者と自転車－の交通安全　－歩行者と自転車－の交通安全　－歩行者と自転車－の交通安全　－歩行者と自転車－ 高齢者が交通事故にあ高齢者が交通事故にあ高齢者が交通事故にあ高齢者が交通事故にあわわわわないためにはどうしたらないためにはどうしたらないためにはどうしたらないためにはどうしたら良良良良いか、「いか、「いか、「いか、「見見見見る、る、る、る、待待待待つ、止まつ、止まつ、止まつ、止まる、る、る、る、確確確確かめる」を基本に、歩行者・自転車乗車中に多い事故事かめる」を基本に、歩行者・自転車乗車中に多い事故事かめる」を基本に、歩行者・自転車乗車中に多い事故事かめる」を基本に、歩行者・自転車乗車中に多い事故事例例例例を検証し、を検証し、を検証し、を検証し、原因原因原因原因と対と対と対と対策策策策を解を解を解を解説説説説。自転車安全利用五則を中心に改正道路交通法の。自転車安全利用五則を中心に改正道路交通法の。自転車安全利用五則を中心に改正道路交通法の。自転車安全利用五則を中心に改正道路交通法の概要概要概要概要をををを含含含含め解め解め解め解説説説説。。。。 高齢者高齢者高齢者高齢者 ２６分２６分２６分２６分 実写版実写版実写版実写版平成２３年購入平成２３年購入平成２３年購入平成２３年購入Ｄ－１２Ｄ－１２Ｄ－１２Ｄ－１２ 豊豊豊豊かなかなかなかな経経経経験を運転に活かそう！験を運転に活かそう！験を運転に活かそう！験を運転に活かそう！高齢ドライバー事故防止の高齢ドライバー事故防止の高齢ドライバー事故防止の高齢ドライバー事故防止のポポポポイントイントイントイント 高齢ドライバーの高齢ドライバーの高齢ドライバーの高齢ドライバーの方方方方を対象に、心身機能がどう低下しているのか、どう運転を対象に、心身機能がどう低下しているのか、どう運転を対象に、心身機能がどう低下しているのか、どう運転を対象に、心身機能がどう低下しているのか、どう運転にににに影響影響影響影響するのか、また、心身機能の低下をどうするのか、また、心身機能の低下をどうするのか、また、心身機能の低下をどうするのか、また、心身機能の低下をどう補え補え補え補えばいいのか、事故事ばいいのか、事故事ばいいのか、事故事ばいいのか、事故事例例例例・・・・危険予測・実験・体力危険予測・実験・体力危険予測・実験・体力危険予測・実験・体力づづづづくりなどについて分かりやすく描いている。くりなどについて分かりやすく描いている。くりなどについて分かりやすく描いている。くりなどについて分かりやすく描いている。 高齢者高齢者高齢者高齢者 ２５分２５分２５分２５分 実写版実写版実写版実写版平成２３年購入平成２３年購入平成２３年購入平成２３年購入Ｄ－１３Ｄ－１３Ｄ－１３Ｄ－１３ 自転車は車のなかまです自転車は車のなかまです自転車は車のなかまです自転車は車のなかまです～自転車を安全に乗るために～～自転車を安全に乗るために～～自転車を安全に乗るために～～自転車を安全に乗るために～ 損損損損害害害害賠償賠償賠償賠償に関するミニドラマや自転車事故のに関するミニドラマや自転車事故のに関するミニドラマや自転車事故のに関するミニドラマや自転車事故の再再再再現現現現映像映像映像映像、、、、統計統計統計統計グラフなどを活グラフなどを活グラフなどを活グラフなどを活用しながら、用しながら、用しながら、用しながら、有有有有識者の識者の識者の識者のココココメントを交メントを交メントを交メントを交ええええて、自転車の基本ルールや乗るて、自転車の基本ルールや乗るて、自転車の基本ルールや乗るて、自転車の基本ルールや乗る前前前前に気に気に気に気をつけることなどについてをつけることなどについてをつけることなどについてをつけることなどについて紹介紹介紹介紹介。。。。 一般一般一般一般 ２４分２４分２４分２４分 実写版実写版実写版実写版平成２４年制作平成２４年制作平成２４年制作平成２４年制作Ｄ－１４Ｄ－１４Ｄ－１４Ｄ－１４ ななななぜ？ぜ？ぜ？ぜ？どうしてどうしてどうしてどうして？？？？からからからから考え考え考え考えるるるる小小小小学生の自転車の安全な乗り学生の自転車の安全な乗り学生の自転車の安全な乗り学生の自転車の安全な乗り方方方方 自転車を安全に乗るためには、ただルールやマナーを覚自転車を安全に乗るためには、ただルールやマナーを覚自転車を安全に乗るためには、ただルールやマナーを覚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えええるだけでは不るだけでは不るだけでは不るだけでは不十十十十分であり、分であり、分であり、分であり、子供子供子供子供たちに「なたちに「なたちに「なたちに「なぜぜぜぜ危険なのか危険なのか危険なのか危険なのか？？？？」「どうしたら安全なのか」「どうしたら安全なのか」「どうしたら安全なのか」「どうしたら安全なのか？？？？」と」と」と」と質問質問質問質問をををを投投投投げかけ、げかけ、げかけ、げかけ、考え考え考え考えさせるといったさせるといったさせるといったさせるといった手手手手法で自法で自法で自法で自然然然然とルールやマナー、危険予測とルールやマナー、危険予測とルールやマナー、危険予測とルールやマナー、危険予測力を身に力を身に力を身に力を身に付付付付ける。ける。ける。ける。 小小小小学生学生学生学生 １６分１６分１６分１６分 実写版実写版実写版実写版平成２２年作平成２２年作平成２２年作平成２２年作品品品品平成２４年購入平成２４年購入平成２４年購入平成２４年購入Ｄ－１５Ｄ－１５Ｄ－１５Ｄ－１５ はなかっはなかっはなかっはなかっぱぱぱぱの交通安全の交通安全の交通安全の交通安全～～～～ケケケケーーーーキキキキをををを求求求求めてめてめてめて右右右右・・・・左左左左・・・・右右右右～～～～ テレテレテレテレビビビビで大人気の「はなかっで大人気の「はなかっで大人気の「はなかっで大人気の「はなかっぱぱぱぱ」が」が」が」が仲仲仲仲間たちと、楽しい間たちと、楽しい間たちと、楽しい間たちと、楽しい物語物語物語物語を通じて交通を通じて交通を通じて交通を通じて交通ルールを解ルールを解ルールを解ルールを解説説説説し、なし、なし、なし、なぜぜぜぜ交通ルールを守らなければならないかを理解できる交通ルールを守らなければならないかを理解できる交通ルールを守らなければならないかを理解できる交通ルールを守らなければならないかを理解できる構構構構成になっている。成になっている。成になっている。成になっている。『飛『飛『飛『飛び出しの危険び出しの危険び出しの危険び出しの危険』』』』　　　　『信号『信号『信号『信号のあるのあるのあるのある（（（（ないないないない））））横断歩道の横断歩道の横断歩道の横断歩道のわわわわたりたりたりたり方』方』方』方』『『『『道路で道路で道路で道路で遊遊遊遊ばないことばないことばないことばないこと』』』』　　　　『『『『歩道と路歩道と路歩道と路歩道と路側帯側帯側帯側帯の歩きの歩きの歩きの歩き方』方』方』方』　　　　『雨『雨『雨『雨の日の交通安全の日の交通安全の日の交通安全の日の交通安全』』』』 幼児幼児幼児幼児・・・・小小小小学生学生学生学生（（（（低学年低学年低学年低学年）））） １３分１３分１３分１３分 アニメアニメアニメアニメ平成２５年作平成２５年作平成２５年作平成２５年作品品品品平成２５年購入平成２５年購入平成２５年購入平成２５年購入
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Ｄ－１６Ｄ－１６Ｄ－１６Ｄ－１６ 原付原付原付原付・自動・自動・自動・自動二輪二輪二輪二輪車ライ車ライ車ライ車ライダダダダーへーへーへーへ防防防防ごごごごう！バイう！バイう！バイう！バイクククク事故事故事故事故～事故に学～事故に学～事故に学～事故に学ぶぶぶぶ安全運転の安全運転の安全運転の安全運転のポポポポイント～イント～イント～イント～ バイバイバイバイククククがががが絡絡絡絡む４つの事故事む４つの事故事む４つの事故事む４つの事故事例例例例①①①①『右直『右直『右直『右直事故～バイ事故～バイ事故～バイ事故～バイククククは車からどうは車からどうは車からどうは車からどう見え見え見え見えているかているかているかているか』』』』　②　②　②　②『『『『車車車車線線線線変変変変更更更更時の事故～時の事故～時の事故～時の事故～車の死車の死車の死車の死角角角角に入ったバイに入ったバイに入ったバイに入ったバイク』ク』ク』ク』　③　③　③　③『『『『出会い出会い出会い出会い頭頭頭頭の事故～一時の事故～一時の事故～一時の事故～一時停停停停止を守る止を守る止を守る止を守る』』』』　　　　④④④④『カ『カ『カ『カーーーーブブブブでの事故～安全なでの事故～安全なでの事故～安全なでの事故～安全なココココーナーナーナーナリリリリングについてングについてングについてングについて』』』』を基に、事故を基に、事故を基に、事故を基に、事故原因原因原因原因をををを探探探探り、そこからり、そこからり、そこからり、そこから浮浮浮浮かびかびかびかび上上上上がるがるがるがる二輪二輪二輪二輪車ならではの車ならではの車ならではの車ならではの特特特特性や、性や、性や、性や、注意注意注意注意点点点点をもとに、安全運転のをもとに、安全運転のをもとに、安全運転のをもとに、安全運転のポポポポイントを解イントを解イントを解イントを解説説説説していく。していく。していく。していく。また、生身のライまた、生身のライまた、生身のライまた、生身のライダダダダーを守るヘルメットやーを守るヘルメットやーを守るヘルメットやーを守るヘルメットやプロプロプロプロテテテテクタクタクタクターのーのーのーの重要重要重要重要性を性を性を性を訴え訴え訴え訴えていていていている。る。る。る。 高校生・高校生・高校生・高校生・原付原付原付原付・・・・二輪二輪二輪二輪運転者運転者運転者運転者 ２３分２３分２３分２３分 実写版実写版実写版実写版平成２５年作平成２５年作平成２５年作平成２５年作品品品品平成２６年購入平成２６年購入平成２６年購入平成２６年購入Ｄ－１７Ｄ－１７Ｄ－１７Ｄ－１７ 生生生生徒向徒向徒向徒向けけけけ自転車交通安全自転車交通安全自転車交通安全自転車交通安全教室DVD教室DVD教室DVD教室DVD ススススタタタタントマンによる事故ントマンによる事故ントマンによる事故ントマンによる事故再再再再現などの現などの現などの現などの映像映像映像映像を通して、事故が起こったを通して、事故が起こったを通して、事故が起こったを通して、事故が起こった原因原因原因原因を解を解を解を解説説説説するとともに、正しい行動するとともに、正しい行動するとともに、正しい行動するとともに、正しい行動例例例例をををを説説説説明している。明している。明している。明している。『『『『自転車と車の自転車と車の自転車と車の自転車と車の衝突衝突衝突衝突実験実験実験実験』』』』　　　　『『『『自転車の６つの自転車の６つの自転車の６つの自転車の６つの違反違反違反違反行行行行為』為』為』為』　　　　『『『『トラットラットラットラック左折ク左折ク左折ク左折時の時の時の時の巻巻巻巻きききき込み込み込み込み事故事故事故事故』』』』　　　　『『『『ルールルールルールルール違反違反違反違反によって起こる事故によって起こる事故によって起こる事故によって起こる事故』』』』　　　　『『『『横断歩道での死横断歩道での死横断歩道での死横断歩道での死角角角角にににによる事故よる事故よる事故よる事故』』』』　　　　『『『『自転車の自転車の自転車の自転車の衝突衝突衝突衝突事故事故事故事故』』』』　　　　『『『『バイバイバイバイククククとととと飛飛飛飛び出し自転車のび出し自転車のび出し自転車のび出し自転車の衝突衝突衝突衝突事故事故事故事故』』』』『『『『まとめまとめまとめまとめ』』』』 中学生・高校生中学生・高校生中学生・高校生中学生・高校生 １７分１７分１７分１７分 実写版実写版実写版実写版平成２６年作平成２６年作平成２６年作平成２６年作品品品品平成２６年購入平成２６年購入平成２６年購入平成２６年購入Ｄ－１８Ｄ－１８Ｄ－１８Ｄ－１８ 子子子子ども、高齢者、自転車ども、高齢者、自転車ども、高齢者、自転車ども、高齢者、自転車相手相手相手相手の動きを予測し危険をの動きを予測し危険をの動きを予測し危険をの動きを予測し危険を回避回避回避回避する！する！する！する！ 子子子子どもの事故「どもの事故「どもの事故「どもの事故「飛飛飛飛び出し事故」、高齢者の事故「道路横断時の事故」、自転び出し事故」、高齢者の事故「道路横断時の事故」、自転び出し事故」、高齢者の事故「道路横断時の事故」、自転び出し事故」、高齢者の事故「道路横断時の事故」、自転車の事故「出会い車の事故「出会い車の事故「出会い車の事故「出会い頭頭頭頭・・・・進進進進路変路変路変路変更更更更の事故」の事の事故」の事の事故」の事の事故」の事例例例例をををを紹介紹介紹介紹介する。ドライバーが、する。ドライバーが、する。ドライバーが、する。ドライバーが、子子子子ども、高齢者、自転車の行動ども、高齢者、自転車の行動ども、高齢者、自転車の行動ども、高齢者、自転車の行動特特特特性を学び、交通事故を性を学び、交通事故を性を学び、交通事故を性を学び、交通事故を未然未然未然未然に防に防に防に防ぐぐぐぐことが出ことが出ことが出ことが出来来来来るよう、事故事るよう、事故事るよう、事故事るよう、事故事例例例例を検証、分を検証、分を検証、分を検証、分析析析析し、安全運転のし、安全運転のし、安全運転のし、安全運転のポポポポイントを解イントを解イントを解イントを解説説説説する。する。する。する。 運転者運転者運転者運転者 ２２分２２分２２分２２分 実写版実写版実写版実写版平成２６年作平成２６年作平成２６年作平成２６年作品品品品平成２７年購入平成２７年購入平成２７年購入平成２７年購入Ｄ－１９Ｄ－１９Ｄ－１９Ｄ－１９ 自転車の交通安全自転車の交通安全自転車の交通安全自転車の交通安全ガガガガイドイドイドイド 自転車は自転車は自転車は自転車は子子子子どもから高齢者まで利用できる、とてもどもから高齢者まで利用できる、とてもどもから高齢者まで利用できる、とてもどもから高齢者まで利用できる、とても便便便便利な乗り利な乗り利な乗り利な乗り物物物物であるが、そであるが、そであるが、そであるが、そのののの反面反面反面反面、街なかでは交通ルール、街なかでは交通ルール、街なかでは交通ルール、街なかでは交通ルール違反違反違反違反が多くが多くが多くが多く見見見見られ、られ、られ、られ、毎毎毎毎年自転車の交通事故年自転車の交通事故年自転車の交通事故年自転車の交通事故がががが発発発発生している。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知っておくべき知識を知っておくべき知識を知っておくべき知識を説説説説明。自転車運転者明。自転車運転者明。自転車運転者明。自転車運転者講習講習講習講習と自転車保険についての内と自転車保険についての内と自転車保険についての内と自転車保険についての内容容容容もももも含含含含まれる。まれる。まれる。まれる。 中学生・高校生・一般中学生・高校生・一般中学生・高校生・一般中学生・高校生・一般 １８分１８分１８分１８分 実写版実写版実写版実写版平成２８年作平成２８年作平成２８年作平成２８年作品品品品平成２９年購入平成２９年購入平成２９年購入平成２９年購入Ｄ－２０Ｄ－２０Ｄ－２０Ｄ－２０ 点灯点灯点灯点灯せ！心のヘッドライトせ！心のヘッドライトせ！心のヘッドライトせ！心のヘッドライト～歩行車との交通事故を防～歩行車との交通事故を防～歩行車との交通事故を防～歩行車との交通事故を防ぐぐぐぐ運転の心運転の心運転の心運転の心得得得得～～～～ 子供子供子供子供や高齢者の歩行者との事故に着や高齢者の歩行者との事故に着や高齢者の歩行者との事故に着や高齢者の歩行者との事故に着目目目目し、事故のし、事故のし、事故のし、事故の傾向傾向傾向傾向や注意すべきや注意すべきや注意すべきや注意すべきポポポポインインインイントをトをトをトを紹介紹介紹介紹介する。また、夜間のする。また、夜間のする。また、夜間のする。また、夜間の走走走走行時における歩行者との事故の行時における歩行者との事故の行時における歩行者との事故の行時における歩行者との事故のリリリリススススククククとその対とその対とその対とその対策策策策について学について学について学について学ぶぶぶぶ。。。。 運転者運転者運転者運転者 ２０分２０分２０分２０分 実写版実写版実写版実写版平成２９年作平成２９年作平成２９年作平成２９年作品品品品平成２９年購入平成２９年購入平成２９年購入平成２９年購入Ｄ－２１Ｄ－２１Ｄ－２１Ｄ－２１ 見直見直見直見直そう！あなたの運転そう！あなたの運転そう！あなたの運転そう！あなたの運転～事故を防～事故を防～事故を防～事故を防ぐぐぐぐための運転ための運転ための運転ための運転操操操操作～作～作～作～ 実実実実際際際際の事故事の事故事の事故事の事故事例例例例に学びながら、に学びながら、に学びながら、に学びながら、今今今今一一一一度度度度自身の運転を自身の運転を自身の運転を自身の運転を見直見直見直見直していくことをしていくことをしていくことをしていくことを目目目目的とする。ア的とする。ア的とする。ア的とする。アククククセルとセルとセルとセルとブブブブレーレーレーレーキペダキペダキペダキペダルのルのルのルの踏み踏み踏み踏み間間間間違違違違いや高いや高いや高いや高速速速速道路、道路、道路、道路、カカカカーーーーブブブブ、、、、飛飛飛飛び出し事故の事び出し事故の事び出し事故の事び出し事故の事例例例例をもとに、どうすれば事故を防をもとに、どうすれば事故を防をもとに、どうすれば事故を防をもとに、どうすれば事故を防ぐぐぐぐことができたのかを検証ことができたのかを検証ことができたのかを検証ことができたのかを検証する。する。する。する。 運転者運転者運転者運転者 ２０分２０分２０分２０分 実写版実写版実写版実写版平成３０年作平成３０年作平成３０年作平成３０年作品品品品平成３１年購入平成３１年購入平成３１年購入平成３１年購入Ｄ－２２Ｄ－２２Ｄ－２２Ｄ－２２ 安全な通学を安全な通学を安全な通学を安全な通学を考え考え考え考えるるるる～～～～ 加 加 加 加害者にもならない害者にもならない害者にもならない害者にもならない    ～～～～ 交通安全や生活安全の交通安全や生活安全の交通安全や生活安全の交通安全や生活安全の授業授業授業授業で使用できるように、日常生活の中でありがちで使用できるように、日常生活の中でありがちで使用できるように、日常生活の中でありがちで使用できるように、日常生活の中でありがちなななな状況状況状況状況をををを再再再再現した事現した事現した事現した事例映像例映像例映像例映像や自転車についてのや自転車についてのや自転車についてのや自転車についての資料映像資料映像資料映像資料映像、、、、授業授業授業授業を行うを行うを行うを行う際際際際のののの指導ポ指導ポ指導ポ指導ポイント及び生イント及び生イント及び生イント及び生徒徒徒徒が使用するが使用するが使用するが使用するワワワワーーーーククククシートをシートをシートをシートを収録収録収録収録。。。。 中学生・高校生中学生・高校生中学生・高校生中学生・高校生 ３５分３５分３５分３５分 実写版実写版実写版実写版平成２４年制作平成２４年制作平成２４年制作平成２４年制作Ｄ－２３Ｄ－２３Ｄ－２３Ｄ－２３ 安全に通学しよう安全に通学しよう安全に通学しよう安全に通学しよう～～～～    自分で身を守る、自分で身を守る、自分で身を守る、自分で身を守る、みんみんみんみんなで守るなで守るなで守るなで守る    ～～～～ 通学時の交通安全、生活安全通学時の交通安全、生活安全通学時の交通安全、生活安全通学時の交通安全、生活安全（（（（防防防防犯）犯）犯）犯）、、、、災災災災害安全害安全害安全害安全（（（（防防防防災）災）災）災）のののの各領域各領域各領域各領域にににに渡渡渡渡っっっって、て、て、て、児童児童児童児童自らが自らが自らが自らが習得習得習得習得した知識に基した知識に基した知識に基した知識に基づづづづいて的いて的いて的いて的確確確確にににに判判判判断し、断し、断し、断し、迅速迅速迅速迅速に安全行動をに安全行動をに安全行動をに安全行動をとることができるようになることをとることができるようになることをとることができるようになることをとることができるようになることを目目目目的に作成。的に作成。的に作成。的に作成。 小小小小学生学生学生学生 1111時間時間時間時間45454545分分分分 実写版実写版実写版実写版平成２５年制作平成２５年制作平成２５年制作平成２５年制作Ｄ－２４Ｄ－２４Ｄ－２４Ｄ－２４ 運転マナーが大切運転マナーが大切運転マナーが大切運転マナーが大切～～～～思思思思いやり・いやり・いやり・いやり・ゆずゆずゆずゆずりりりり合合合合いの心が事故を防いの心が事故を防いの心が事故を防いの心が事故を防ぐぐぐぐ～～～～  相手 相手 相手 相手の危険な運転がの危険な運転がの危険な運転がの危険な運転が主主主主なななな原因原因原因原因となる事故事となる事故事となる事故事となる事故事例例例例を、ドライを、ドライを、ドライを、ドライブブブブレレレレココココーーーーダダダダーーーー映像映像映像映像を使って検証することで、運転マナーとを使って検証することで、運転マナーとを使って検証することで、運転マナーとを使って検証することで、運転マナーとゆずゆずゆずゆずりりりり合合合合いの心の大切さをいの心の大切さをいの心の大切さをいの心の大切さを伝え伝え伝え伝えることることることることをををを目目目目的とする。また、的とする。また、的とする。また、的とする。また、社社社社会会会会問題問題問題問題化する「あおり運転」に対し、あおり運転をしな化する「あおり運転」に対し、あおり運転をしな化する「あおり運転」に対し、あおり運転をしな化する「あおり運転」に対し、あおり運転をしないための心いための心いための心いための心構え構え構え構え、、、、遭遇遭遇遭遇遭遇したしたしたした際際際際の対処法を解の対処法を解の対処法を解の対処法を解説説説説している。している。している。している。 運転者運転者運転者運転者 16161616分分分分 実写版実写版実写版実写版令和元令和元令和元令和元年制作年制作年制作年制作令和元令和元令和元令和元年購入年購入年購入年購入Ｄ－２５Ｄ－２５Ｄ－２５Ｄ－２５ さらなる交通事故のさらなる交通事故のさらなる交通事故のさらなる交通事故の削減削減削減削減をををを目指目指目指目指して～高齢運転者して～高齢運転者して～高齢運転者して～高齢運転者の交通事故防止及びの交通事故防止及びの交通事故防止及びの交通事故防止及び先端技術先端技術先端技術先端技術のののの適適適適切な活用切な活用切な活用切な活用方方方方法法法法にににに係係係係るるるる啓発啓発啓発啓発動動動動画画画画～～～～ 高齢運転者の事故事高齢運転者の事故事高齢運転者の事故事高齢運転者の事故事例例例例に学びながら、高齢運転者の交通事故のに学びながら、高齢運転者の交通事故のに学びながら、高齢運転者の交通事故のに学びながら、高齢運転者の交通事故の特徴特徴特徴特徴等を等を等を等を周周周周知することを知することを知することを知することを目目目目的とする。的とする。的とする。的とする。また、また、また、また、サポカサポカサポカサポカーーーーＳＳＳＳなどのなどのなどのなどの先端技術先端技術先端技術先端技術の機能についての機能についての機能についての機能について紹介紹介紹介紹介するとともに、するとともに、するとともに、するとともに、先端技先端技先端技先端技術術術術を使用するを使用するを使用するを使用する上上上上での注意での注意での注意での注意点点点点等に対する理解の等に対する理解の等に対する理解の等に対する理解の促進促進促進促進をををを図図図図る。る。る。る。 高齢運転者高齢運転者高齢運転者高齢運転者 ４１分４５４１分４５４１分４５４１分４５秒秒秒秒 実写版実写版実写版実写版令和令和令和令和２年制作２年制作２年制作２年制作Ｄ－２６Ｄ－２６Ｄ－２６Ｄ－２６ あおり運転、あおり運転、あおり運転、あおり運転、厳罰厳罰厳罰厳罰化！化！化！化！道路交通法改正と「あおられない運転」道路交通法改正と「あおられない運転」道路交通法改正と「あおられない運転」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」の新たに規定された「あおり運転」の新たに規定された「あおり運転」の新たに規定された「あおり運転」の要件要件要件要件や、大や、大や、大や、大幅幅幅幅にににに厳厳厳厳しくなったしくなったしくなったしくなった罰罰罰罰則など、道則など、道則など、道則など、道交法改正の内交法改正の内交法改正の内交法改正の内容容容容を分かりやすく解を分かりやすく解を分かりやすく解を分かりやすく解説説説説し、あおり運転にし、あおり運転にし、あおり運転にし、あおり運転に遭わ遭わ遭わ遭わないための安全ないための安全ないための安全ないための安全運転の運転の運転の運転のポポポポイントをイントをイントをイントを示示示示す。す。す。す。 運転者運転者運転者運転者 １７分１７分１７分１７分 実写版実写版実写版実写版令和令和令和令和２年制作２年制作２年制作２年制作令和令和令和令和２年購入２年購入２年購入２年購入Ｄ－２７Ｄ－２７Ｄ－２７Ｄ－２７ ドドドドキキキキュメント交通事故　ュメント交通事故　ュメント交通事故　ュメント交通事故　衝突衝突衝突衝突！　安全への！　安全への！　安全への！　安全への過信過信過信過信～～～～油油油油断・不注意・断・不注意・断・不注意・断・不注意・思思思思いいいい込み込み込み込み～～～～ あるあるあるある都市都市都市都市での交通事故での交通事故での交通事故での交通事故密密密密着着着着取材取材取材取材を行い、多くの事故現場をを行い、多くの事故現場をを行い、多くの事故現場をを行い、多くの事故現場をカカカカメラにメラにメラにメラに収収収収めた。めた。めた。めた。交通ルール交通ルール交通ルール交通ルール違反違反違反違反によるによるによるによる追突追突追突追突、交、交、交、交差点差点差点差点事故、自転車、事故、自転車、事故、自転車、事故、自転車、二輪二輪二輪二輪車との事故、車との事故、車との事故、車との事故、子子子子どもどもどもどもとの事故をとの事故をとの事故をとの事故を取取取取りりりり上上上上げ、事故事げ、事故事げ、事故事げ、事故事例例例例を検証し、事故を検証し、事故を検証し、事故を検証し、事故原因原因原因原因をををを探探探探るとともに、安全運るとともに、安全運るとともに、安全運るとともに、安全運転の転の転の転のポポポポイントをイントをイントをイントを強強強強くくくく訴え訴え訴え訴える。る。る。る。 運転者運転者運転者運転者 24242424分分分分 実写版実写版実写版実写版平成２４年制作平成２４年制作平成２４年制作平成２４年制作Ｄ－２８Ｄ－２８Ｄ－２８Ｄ－２８ ドドドドキキキキュメント交通事故　ュメント交通事故　ュメント交通事故　ュメント交通事故　見見見見おとすな！　路おとすな！　路おとすな！　路おとすな！　路上上上上の危険・の危険・の危険・の危険・心の危険心の危険心の危険心の危険 交通ルール、マナーに対する意識を高め交通ルール、マナーに対する意識を高め交通ルール、マナーに対する意識を高め交通ルール、マナーに対する意識を高め違反違反違反違反や事故を防や事故を防や事故を防や事故を防ぐぐぐぐため、ドライため、ドライため、ドライため、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際際際の事の事の事の事故現場をとら故現場をとら故現場をとら故現場をとらええええそのそのそのその原因原因原因原因や事故防止をや事故防止をや事故防止をや事故防止を考え考え考え考える。る。る。る。 運転者運転者運転者運転者 25252525分分分分 実写版実写版実写版実写版平成２２年制作平成２２年制作平成２２年制作平成２２年制作Ｄ－２Ｄ－２Ｄ－２Ｄ－２9999 日日日日々是々是々是々是安全　安全　安全　安全　加加加加齢による変化と齢による変化と齢による変化と齢による変化と上手上手上手上手にににに付付付付きききき合合合合うううう～高齢ドライバー～高齢ドライバー～高齢ドライバー～高齢ドライバー向向向向け交通安全け交通安全け交通安全け交通安全ケケケケーススーススーススーススタデタデタデタディ～ィ～ィ～ィ～ 近近近近年、大きな年、大きな年、大きな年、大きな社社社社会会会会問題問題問題問題となっている高齢運転者の事故を防となっている高齢運転者の事故を防となっている高齢運転者の事故を防となっている高齢運転者の事故を防ぐぐぐぐために、自分ために、自分ために、自分ために、自分自身に生じつつある体の変化を自覚し、これを自身に生じつつある体の変化を自覚し、これを自身に生じつつある体の変化を自覚し、これを自身に生じつつある体の変化を自覚し、これを十十十十分に分に分に分に補補補補うことのできるうことのできるうことのできるうことのできる余裕余裕余裕余裕のある行動とのある行動とのある行動とのある行動と慎重慎重慎重慎重な運転を心がけることをな運転を心がけることをな運転を心がけることをな運転を心がけることを訴え訴え訴え訴える。る。る。る。 高齢運転者高齢運転者高齢運転者高齢運転者 18181818分分分分 実写版実写版実写版実写版令和令和令和令和３年制作３年制作３年制作３年制作Ｄ－３０Ｄ－３０Ｄ－３０Ｄ－３０ こうしてこうしてこうしてこうして潰潰潰潰せ！せ！せ！せ！ヒヒヒヒューマンューマンューマンューマンエエエエラーラーラーラー心の死心の死心の死心の死角角角角が事故をが事故をが事故をが事故を呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ 交通事故の大交通事故の大交通事故の大交通事故の大半半半半はドライバーのミスによりはドライバーのミスによりはドライバーのミスによりはドライバーのミスにより発発発発生していることから、生していることから、生していることから、生していることから、業務業務業務業務運転中運転中運転中運転中の事故事の事故事の事故事の事故事例例例例を用いて、を用いて、を用いて、を用いて、ヒヒヒヒューマンューマンューマンューマンエエエエラーの分ラーの分ラーの分ラーの分析析析析と事故防止の対と事故防止の対と事故防止の対と事故防止の対策策策策についてについてについてについて考え考え考え考える。る。る。る。 運転者運転者運転者運転者 ２０分２０分２０分２０分 実写版実写版実写版実写版令和令和令和令和４年制作４年制作４年制作４年制作TTTTＤ－１Ｄ－１Ｄ－１Ｄ－１ 事故事故事故事故映像映像映像映像と実験に学と実験に学と実験に学と実験に学ぶぶぶぶ　安全運転　安全運転　安全運転　安全運転講座講座講座講座 救急救急救急救急隊隊隊隊とともに２４時間とともに２４時間とともに２４時間とともに２４時間態勢態勢態勢態勢で事故現場をで事故現場をで事故現場をで事故現場を取材取材取材取材し、実し、実し、実し、実際際際際の事故のの事故のの事故のの事故の様子様子様子様子を通しを通しを通しを通してそのてそのてそのてその原因原因原因原因をををを探探探探る。また、実験や体験テストなども行い、る。また、実験や体験テストなども行い、る。また、実験や体験テストなども行い、る。また、実験や体験テストなども行い、未然未然未然未然に事故を防に事故を防に事故を防に事故を防ぐぐぐぐためにどうすればためにどうすればためにどうすればためにどうすれば良良良良いのか、実証的にいのか、実証的にいのか、実証的にいのか、実証的に考え考え考え考えていく。ていく。ていく。ていく。 運転者運転者運転者運転者 27272727分分分分 実写版実写版実写版実写版平成２７年制作平成２７年制作平成２７年制作平成２７年制作平成２９年購入平成２９年購入平成２９年購入平成２９年購入2



ＴＴＴＴＤ－２Ｄ－２Ｄ－２Ｄ－２ 事故事故事故事故映像映像映像映像に学に学に学に学ぶぶぶぶ　安全運転　安全運転　安全運転　安全運転講座講座講座講座 救急救急救急救急隊隊隊隊とともに２４時間とともに２４時間とともに２４時間とともに２４時間態勢態勢態勢態勢で事故現場をで事故現場をで事故現場をで事故現場を取材取材取材取材し、実し、実し、実し、実際際際際の事故のの事故のの事故のの事故の様子様子様子様子を通しを通しを通しを通してそのてそのてそのてその原因原因原因原因をををを探探探探る。また、実験や体験テストなども行い、る。また、実験や体験テストなども行い、る。また、実験や体験テストなども行い、る。また、実験や体験テストなども行い、未然未然未然未然に事故を防に事故を防に事故を防に事故を防ぐぐぐぐためにどうすればためにどうすればためにどうすればためにどうすれば良良良良いのか、実証的にいのか、実証的にいのか、実証的にいのか、実証的に考え考え考え考えていく。ていく。ていく。ていく。 運転者運転者運転者運転者 15151515分分分分 実写版実写版実写版実写版平成２７年制作平成２７年制作平成２７年制作平成２７年制作平成２９年購入平成２９年購入平成２９年購入平成２９年購入ＴＴＴＴＤ－３Ｄ－３Ｄ－３Ｄ－３ 危険！自動車運転中のスマ危険！自動車運転中のスマ危険！自動車運転中のスマ危険！自動車運転中のスマホホホホ　　事故　　事故　　事故　　事故発発発発生のメ生のメ生のメ生のメカカカカニニニニズムズムズムズム 事故の事故の事故の事故の再再再再現現現現映像映像映像映像や実験や実験や実験や実験映像映像映像映像などで、運転中のスマなどで、運転中のスマなどで、運転中のスマなどで、運転中のスマホ操ホ操ホ操ホ操作の危険性を作の危険性を作の危険性を作の危険性を科科科科学学学学的に検証する。また、車的に検証する。また、車的に検証する。また、車的に検証する。また、車載載載載カカカカメラがとらメラがとらメラがとらメラがとらええええた危険た危険た危険た危険映像映像映像映像やややや専門専門専門専門家の解家の解家の解家の解説説説説等を等を等を等を折折折折りまりまりまりまぜぜぜぜながら、一時ながら、一時ながら、一時ながら、一時停停停停止をはじめとした交通ルールを止をはじめとした交通ルールを止をはじめとした交通ルールを止をはじめとした交通ルールを遵遵遵遵守する守する守する守する必必必必要要要要性を描性を描性を描性を描く。く。く。く。 運転者運転者運転者運転者 19191919分分分分 実写版実写版実写版実写版平成２９年購入平成２９年購入平成２９年購入平成２９年購入ＴＴＴＴＤ－４Ｄ－４Ｄ－４Ｄ－４ ドライドライドライドライブブブブレレレレココココーーーーダダダダーからのーからのーからのーからの警告警告警告警告！！！！～あなたの運転は大～あなたの運転は大～あなたの運転は大～あなたの運転は大丈夫丈夫丈夫丈夫かかかか？？？？～～～～ 一般ドライバーの一般ドライバーの一般ドライバーの一般ドライバーの協協協協力のもと、その力のもと、その力のもと、その力のもと、その方方方方の運転をの運転をの運転をの運転を記記記記録録録録。本人が気。本人が気。本人が気。本人が気づづづづいていないいていないいていないいていない危険をドライ危険をドライ危険をドライ危険をドライブブブブレレレレココココーーーーダダダダーのーのーのーの映像映像映像映像を交を交を交を交ええええながら解ながら解ながら解ながら解説説説説。。。。 運転者運転者運転者運転者 25252525分分分分 実写版実写版実写版実写版平成２９年購入平成２９年購入平成２９年購入平成２９年購入ＴＴＴＴＤ－５Ｄ－５Ｄ－５Ｄ－５ ドライドライドライドライブブブブレレレレココココーーーーダダダダーから学ーから学ーから学ーから学ぶぶぶぶ　事故防止の　事故防止の　事故防止の　事故防止のポポポポイントイントイントイント～ある～ある～ある～ある営営営営業業業業マンの体験から～マンの体験から～マンの体験から～マンの体験から～ 事故を起こしてしまった事故を起こしてしまった事故を起こしてしまった事故を起こしてしまった営営営営業業業業マンとマンとマンとマンと教教教教師役師役師役師役ののののタクタクタクタクシードライバーのミニドラマシードライバーのミニドラマシードライバーのミニドラマシードライバーのミニドラマをもとに、ドライをもとに、ドライをもとに、ドライをもとに、ドライブブブブレレレレココココーーーーダダダダーのーのーのーの映像映像映像映像から事故防止のから事故防止のから事故防止のから事故防止のポポポポイントを学イントを学イントを学イントを学ぶぶぶぶ。。。。 運転者運転者運転者運転者 １８分１８分１８分１８分 実写版実写版実写版実写版平成２９年購入平成２９年購入平成２９年購入平成２９年購入ＴＴＴＴＤ－６Ｄ－６Ｄ－６Ｄ－６ 絶絶絶絶対に対に対に対にダダダダメ！飲酒運転メ！飲酒運転メ！飲酒運転メ！飲酒運転「しない！」「させない！」「「しない！」「させない！」「「しない！」「させない！」「「しない！」「させない！」「許許許許さない！」さない！」さない！」さない！」 アルアルアルアルココココールが運転にどのようなールが運転にどのようなールが運転にどのようなールが運転にどのような影響影響影響影響をををを与与与与ええええるか、その危険性をるか、その危険性をるか、その危険性をるか、その危険性を再再再再現ドラマを現ドラマを現ドラマを現ドラマを交交交交ええええ、、、、ＣＧＣＧＣＧＣＧ、実験で明らかにする。、実験で明らかにする。、実験で明らかにする。、実験で明らかにする。特特特特に、「酒気に、「酒気に、「酒気に、「酒気残残残残り」が運転にり」が運転にり」が運転にり」が運転に与与与与ええええるるるる影響影響影響影響にににに注注注注目目目目し、体内のアルし、体内のアルし、体内のアルし、体内のアルココココールールールール残量残量残量残量とドライバー本人のとドライバー本人のとドライバー本人のとドライバー本人の酔酔酔酔いの感覚とに大きないの感覚とに大きないの感覚とに大きないの感覚とに大きなズズズズレがあることを検証し、注意をレがあることを検証し、注意をレがあることを検証し、注意をレがあることを検証し、注意を促促促促す。す。す。す。 運転者運転者運転者運転者 21212121分分分分 実写版実写版実写版実写版平成２９年購入平成２９年購入平成２９年購入平成２９年購入ＴＴＴＴＤ－７Ｄ－７Ｄ－７Ｄ－７ 歩行者事故を起こさない運転歩行者事故を起こさない運転歩行者事故を起こさない運転歩行者事故を起こさない運転ドライバーのためのチドライバーのためのチドライバーのためのチドライバーのためのチェェェェッッッックポクポクポクポイントイントイントイント ドライバーのドライバーのドライバーのドライバーの立立立立場から、歩行者事故を起こさないために場から、歩行者事故を起こさないために場から、歩行者事故を起こさないために場から、歩行者事故を起こさないために何何何何に気をつけなけれに気をつけなけれに気をつけなけれに気をつけなければばばば良良良良いのかをいのかをいのかをいのかを考え考え考え考える。歩行者の死亡事故に多いる。歩行者の死亡事故に多いる。歩行者の死亡事故に多いる。歩行者の死亡事故に多い典型典型典型典型的な的な的な的な例例例例をもとに、安全をもとに、安全をもとに、安全をもとに、安全運転の運転の運転の運転のポポポポイントをイントをイントをイントを探探探探る。る。る。る。 運転者運転者運転者運転者 17171717分分分分 実写版実写版実写版実写版平成２７年制作平成２７年制作平成２７年制作平成２７年制作平成２９年購入平成２９年購入平成２９年購入平成２９年購入ＴＴＴＴＤ－８Ｄ－８Ｄ－８Ｄ－８ 事故を事故を事故を事故を減減減減らしらしらしらし企企企企業業業業のイメーのイメーのイメーのイメージジジジをををを上上上上げるドライげるドライげるドライげるドライブブブブママママナーナーナーナー ドライドライドライドライブブブブマナーを身にマナーを身にマナーを身にマナーを身に付付付付けることによりけることによりけることによりけることにより企企企企業業業業のイメーのイメーのイメーのイメージジジジのののの向上向上向上向上と事故をと事故をと事故をと事故を減減減減らすらすらすらすことがことがことがことが可可可可能である。能である。能である。能である。企企企企業業業業評価評価評価評価、、、、業務業務業務業務遂遂遂遂行における安全運転の行における安全運転の行における安全運転の行における安全運転の重要重要重要重要性を理解性を理解性を理解性を理解するとともに、止まる、するとともに、止まる、するとともに、止まる、するとともに、止まる、確確確確認認認認する等の安全運転の基本とまする等の安全運転の基本とまする等の安全運転の基本とまする等の安全運転の基本とまわわわわりにりにりにりに配慮配慮配慮配慮した運転した運転した運転した運転とはとはとはとは何何何何かかかか？？？？をををを伝え伝え伝え伝える。る。る。る。 事事事事業業業業所・運転者所・運転者所・運転者所・運転者 45454545分分分分 実写版実写版実写版実写版平成２９年購入平成２９年購入平成２９年購入平成２９年購入ＴＴＴＴＤ－９Ｄ－９Ｄ－９Ｄ－９ 三三三三遊遊遊遊亭亭亭亭小遊小遊小遊小遊三三三三の高齢者の交通安全の高齢者の交通安全の高齢者の交通安全の高齢者の交通安全 高齢者が高齢者が高齢者が高齢者が遭遭遭遭いやすい交通事故には、いくつかのいやすい交通事故には、いくつかのいやすい交通事故には、いくつかのいやすい交通事故には、いくつかの特徴特徴特徴特徴ががががみみみみられる。そこには、られる。そこには、られる。そこには、られる。そこには、加加加加齢に齢に齢に齢に伴伴伴伴う身体能力の低下や心理の変化が大きく関う身体能力の低下や心理の変化が大きく関う身体能力の低下や心理の変化が大きく関う身体能力の低下や心理の変化が大きく関わわわわっている。このようなっている。このようなっている。このようなっている。このような事故がなくなることを事故がなくなることを事故がなくなることを事故がなくなることを目目目目的とし、的とし、的とし、的とし、三三三三遊遊遊遊亭亭亭亭小遊小遊小遊小遊三師匠三師匠三師匠三師匠をををを案案案案内内内内役役役役に、身体能力のに、身体能力のに、身体能力のに、身体能力の衰衰衰衰ええええを自覚した歩きを自覚した歩きを自覚した歩きを自覚した歩き方方方方と自転車の運転ルールをと自転車の運転ルールをと自転車の運転ルールをと自転車の運転ルールを紹介紹介紹介紹介。。。。 高齢者高齢者高齢者高齢者 17171717分分分分 実写版実写版実写版実写版平成２７年平成２７年平成２７年平成２７年製製製製作作作作平成２９年購入平成２９年購入平成２９年購入平成２９年購入ＴＴＴＴＤ－１０Ｄ－１０Ｄ－１０Ｄ－１０ その自転車の運転危険です！交通事故を検証すその自転車の運転危険です！交通事故を検証すその自転車の運転危険です！交通事故を検証すその自転車の運転危険です！交通事故を検証するるるる 自転車スマ自転車スマ自転車スマ自転車スマホホホホの危険性をの危険性をの危険性をの危険性を再再再再現現現現映像映像映像映像や実験でや実験でや実験でや実験でわわわわかりやすくかりやすくかりやすくかりやすく示示示示し、自転車を安し、自転車を安し、自転車を安し、自転車を安全に乗るために全に乗るために全に乗るために全に乗るために設設設設けられたけられたけられたけられた様々様々様々様々なルールや、なルールや、なルールや、なルールや、違反違反違反違反者への者への者への者への措措措措置内置内置内置内容容容容をををを詳詳詳詳しくしくしくしく紹介紹介紹介紹介。中学生・高校生が。中学生・高校生が。中学生・高校生が。中学生・高校生が引引引引き起こす事故の恐ろしさと正しい自転車の乗りき起こす事故の恐ろしさと正しい自転車の乗りき起こす事故の恐ろしさと正しい自転車の乗りき起こす事故の恐ろしさと正しい自転車の乗り方方方方を理解してもらうことで、自転車乗用中の事故のを理解してもらうことで、自転車乗用中の事故のを理解してもらうことで、自転車乗用中の事故のを理解してもらうことで、自転車乗用中の事故の撲滅撲滅撲滅撲滅をををを目指目指目指目指す。す。す。す。 中学生・高校生中学生・高校生中学生・高校生中学生・高校生 18181818分分分分 実写版実写版実写版実写版平成２９年購入平成２９年購入平成２９年購入平成２９年購入ＴＴＴＴＤ－１１Ｄ－１１Ｄ－１１Ｄ－１１ ズズズズッッッッコケロコケロコケロコケロボボボボの自転車の交通安全の自転車の交通安全の自転車の交通安全の自転車の交通安全 子子子子どもどもどもども達達達達に自転車の交通ルールをに自転車の交通ルールをに自転車の交通ルールをに自転車の交通ルールをわわわわかりやすくかりやすくかりやすくかりやすく伝え伝え伝え伝える。ルールをる。ルールをる。ルールをる。ルールを無視無視無視無視した時した時した時した時にどのような危険があるのかを、にどのような危険があるのかを、にどのような危険があるのかを、にどのような危険があるのかを、キキキキャラャラャラャラクタクタクタクターでーでーでーで再再再再現することによって理解を現することによって理解を現することによって理解を現することによって理解を促促促促す。す。す。す。 幼児幼児幼児幼児・・・・小小小小学生学生学生学生 16161616分分分分 実写版実写版実写版実写版平成２９年購入平成２９年購入平成２９年購入平成２９年購入ＴＴＴＴＤ－１２Ｄ－１２Ｄ－１２Ｄ－１２ 忍忍忍忍者者者者玉丸玉丸玉丸玉丸　ルールを守って交通安全！！の　ルールを守って交通安全！！の　ルールを守って交通安全！！の　ルールを守って交通安全！！の巻巻巻巻 現現現現代代代代の日本にの日本にの日本にの日本にタタタタイイイイムムムムススススリリリリッッッッププププしたしたしたした忍忍忍忍者者者者玉丸玉丸玉丸玉丸たちが、たちが、たちが、たちが、敵敵敵敵のののの忍忍忍忍者から「者から「者から「者から「虎虎虎虎のののの巻巻巻巻」を」を」を」を取取取取りりりり返返返返そうとするストーそうとするストーそうとするストーそうとするストーリリリリーの中で、道路の歩きーの中で、道路の歩きーの中で、道路の歩きーの中で、道路の歩き方方方方や横断歩道のや横断歩道のや横断歩道のや横断歩道の渡渡渡渡りりりり方方方方を学を学を学を学ぶぶぶぶ。交通ルールを守ることの大切さを、。交通ルールを守ることの大切さを、。交通ルールを守ることの大切さを、。交通ルールを守ることの大切さを、子子子子どもたちが楽しく学べる作どもたちが楽しく学べる作どもたちが楽しく学べる作どもたちが楽しく学べる作品品品品。。。。 幼児幼児幼児幼児・・・・小小小小学生学生学生学生（（（（低学年低学年低学年低学年）））） 12121212分分分分 アニメアニメアニメアニメ平成２７年制作平成２７年制作平成２７年制作平成２７年制作平成２９年購入平成２９年購入平成２９年購入平成２９年購入ＴＴＴＴＤ－１３Ｄ－１３Ｄ－１３Ｄ－１３ 赤赤赤赤ずずずずききききんんんんちちちちゃゃゃゃんんんんと学と学と学と学ぼぼぼぼう！交通ルールう！交通ルールう！交通ルールう！交通ルール 「「「「赤赤赤赤ずずずずききききんんんんちちちちゃゃゃゃんんんん」がおばあち」がおばあち」がおばあち」がおばあちゃゃゃゃんんんんの家に行くの家に行くの家に行くの家に行く途途途途中で、道路の歩き中で、道路の歩き中で、道路の歩き中で、道路の歩き方方方方や、横や、横や、横や、横断歩道の断歩道の断歩道の断歩道の渡渡渡渡りりりり方方方方などを学などを学などを学などを学んんんんでいく。でいく。でいく。でいく。子子子子どもたちが歩行者として守るべき交通どもたちが歩行者として守るべき交通どもたちが歩行者として守るべき交通どもたちが歩行者として守るべき交通ルールの基本を、分かりやすく解ルールの基本を、分かりやすく解ルールの基本を、分かりやすく解ルールの基本を、分かりやすく解説説説説。。。。 幼児幼児幼児幼児・・・・小小小小学生学生学生学生（（（（低学年低学年低学年低学年）））） 14141414分分分分 アニメアニメアニメアニメ平成２６年制作平成２６年制作平成２６年制作平成２６年制作平成２９年購入平成２９年購入平成２９年購入平成２９年購入ＴＴＴＴＤ－１４Ｄ－１４Ｄ－１４Ｄ－１４ 事故を起こさないための運転行動事故を起こさないための運転行動事故を起こさないための運転行動事故を起こさないための運転行動ドライドライドライドライブブブブレレレレココココーーーーダダダダーーーー映像映像映像映像からからからから考え考え考え考えるるるる ドライドライドライドライブブブブレレレレココココーーーーダダダダーにーにーにーに記記記記録録録録された５つの事故事された５つの事故事された５つの事故事された５つの事故事例例例例から、事故につながりやすから、事故につながりやすから、事故につながりやすから、事故につながりやすいいいい状況状況状況状況をををを抽抽抽抽出し、予出し、予出し、予出し、予想想想想される危険と注意すべきされる危険と注意すべきされる危険と注意すべきされる危険と注意すべき点点点点をををを示示示示し、安全し、安全し、安全し、安全確確確確認認認認のののの方方方方法と法と法と法と危険に危険に危険に危険に備備備備ええええた運転のた運転のた運転のた運転の方方方方法を法を法を法を説説説説明。明。明。明。 運転者運転者運転者運転者 ２０分２０分２０分２０分 実写版実写版実写版実写版平成２９年作平成２９年作平成２９年作平成２９年作品品品品平成３０年購入平成３０年購入平成３０年購入平成３０年購入ＴＴＴＴＤ－１５Ｄ－１５Ｄ－１５Ｄ－１５ 交通事故は防げる！交通事故は防げる！交通事故は防げる！交通事故は防げる！事故事故事故事故映像映像映像映像から検証する安全運転のから検証する安全運転のから検証する安全運転のから検証する安全運転のポポポポイントイントイントイント ２４時間体制で２４時間体制で２４時間体制で２４時間体制で取材取材取材取材した交通事故の現場した交通事故の現場した交通事故の現場した交通事故の現場映像映像映像映像、ドライ、ドライ、ドライ、ドライブブブブレレレレココココーーーーダダダダーがーがーがーが捉捉捉捉ええええたたたた事故の事故の事故の事故の瞬瞬瞬瞬間間間間映像映像映像映像、及び、及び、及び、及び最最最最新の新の新の新のＣＧＣＧＣＧＣＧ映像映像映像映像を交を交を交を交ええええて、安全運転のて、安全運転のて、安全運転のて、安全運転のポポポポイントを検イントを検イントを検イントを検証。証。証。証。事故事事故事事故事事故事例例例例としてとしてとしてとして特特特特に多い、に多い、に多い、に多い、追突追突追突追突事故・出事故・出事故・出事故・出合合合合いいいい頭頭頭頭の事故・の事故・の事故・の事故・右左折右左折右左折右左折時の事故に時の事故に時の事故に時の事故について、それついて、それついて、それついて、それぞぞぞぞれ気をれ気をれ気をれ気を付付付付けるべきところを解けるべきところを解けるべきところを解けるべきところを解説説説説。。。。 運転者運転者運転者運転者 １８分１８分１８分１８分 実写版実写版実写版実写版平成２９年作平成２９年作平成２９年作平成２９年作品品品品平成３０年購入平成３０年購入平成３０年購入平成３０年購入ＴＴＴＴＤ－１６Ｄ－１６Ｄ－１６Ｄ－１６ ドライドライドライドライブブブブレレレレココココーーーーダダダダーはーはーはーは見見見見た！た！た！た！ドライバー心理からドライバー心理からドライバー心理からドライバー心理から考え考え考え考える安全運転る安全運転る安全運転る安全運転 様々様々様々様々な事故のな事故のな事故のな事故の状況状況状況状況がががが刻刻刻刻み込み込み込み込まれたドライまれたドライまれたドライまれたドライブブブブレレレレココココーーーーダダダダーのーのーのーの映像映像映像映像と、そのと、そのと、そのと、その再再再再現現現現映映映映像像像像をもとに、ドライバーがをもとに、ドライバーがをもとに、ドライバーがをもとに、ドライバーが陥陥陥陥りやすい危険をりやすい危険をりやすい危険をりやすい危険を指指指指摘摘摘摘しながら、危険しながら、危険しながら、危険しながら、危険回避回避回避回避ののののポポポポインインインイントをトをトをトを具具具具体的に解き明かす。体的に解き明かす。体的に解き明かす。体的に解き明かす。 運転者運転者運転者運転者 １５分１５分１５分１５分 実写版実写版実写版実写版平成２９年作平成２９年作平成２９年作平成２９年作品品品品平成３０年購入平成３０年購入平成３０年購入平成３０年購入ＴＴＴＴＤ－１７Ｄ－１７Ｄ－１７Ｄ－１７ 危ない！そこに歩行者が！危ない！そこに歩行者が！危ない！そこに歩行者が！危ない！そこに歩行者が！横断歩行者事故を防横断歩行者事故を防横断歩行者事故を防横断歩行者事故を防ぐぐぐぐ危険予測危険予測危険予測危険予測 横断歩行者事故はど横断歩行者事故はど横断歩行者事故はど横断歩行者事故はどんんんんな交通な交通な交通な交通状況状況状況状況に多いのか、事故を防に多いのか、事故を防に多いのか、事故を防に多いのか、事故を防ぐぐぐぐにはどうすればにはどうすればにはどうすればにはどうすれば良良良良いのかを、危険予測のスいのかを、危険予測のスいのかを、危険予測のスいのかを、危険予測のスタタタタイルで分かりやすく解イルで分かりやすく解イルで分かりやすく解イルで分かりやすく解説説説説。新たな。新たな。新たな。新たな撮撮撮撮影手影手影手影手法・法・法・法・ＣＧＣＧＣＧＣＧ技術技術技術技術を用いた、より実を用いた、より実を用いた、より実を用いた、より実際際際際の運転感覚にの運転感覚にの運転感覚にの運転感覚に近近近近いいいい映像映像映像映像で、一で、一で、一で、一層層層層の現実感をの現実感をの現実感をの現実感を伴伴伴伴ったったったった理解ができる。理解ができる。理解ができる。理解ができる。 運転者運転者運転者運転者 １９分１９分１９分１９分 実写版実写版実写版実写版平成２９年作平成２９年作平成２９年作平成２９年作品品品品平成３０年購入平成３０年購入平成３０年購入平成３０年購入3



ＴＴＴＴＤ－１８Ｄ－１８Ｄ－１８Ｄ－１８ 交通事故交通事故交通事故交通事故ゼゼゼゼロロロロへのへのへのへの決決決決意！意！意！意！あなたと会あなたと会あなたと会あなたと会社社社社を守るを守るを守るを守る 交通事故を起こした交通事故を起こした交通事故を起こした交通事故を起こした営営営営業業業業マンが、自分だけでなく会マンが、自分だけでなく会マンが、自分だけでなく会マンが、自分だけでなく会社社社社にまで及にまで及にまで及にまで及ぶぶぶぶ事故の事故の事故の事故の影影影影響響響響に気に気に気に気づづづづき、き、き、き、同僚同僚同僚同僚たちと事故防止にたちと事故防止にたちと事故防止にたちと事故防止に取取取取りりりり組組組組むむむむ姿姿姿姿をドラマをドラマをドラマをドラマ形式形式形式形式で描く。で描く。で描く。で描く。日日日日々々々々の運転の中に潜む危険をの運転の中に潜む危険をの運転の中に潜む危険をの運転の中に潜む危険を洗洗洗洗い出し、その事故防止い出し、その事故防止い出し、その事故防止い出し、その事故防止策策策策を解を解を解を解説説説説。。。。 事事事事業業業業所・運転者所・運転者所・運転者所・運転者 ２４分２４分２４分２４分 実写版実写版実写版実写版平成２９年作平成２９年作平成２９年作平成２９年作品品品品平成３０年購入平成３０年購入平成３０年購入平成３０年購入ＴＴＴＴＤ－１９Ｄ－１９Ｄ－１９Ｄ－１９ 大人の自転車交通安全大人の自転車交通安全大人の自転車交通安全大人の自転車交通安全事故事故事故事故映像映像映像映像から学から学から学から学ぶぶぶぶ自転車の安全な乗り自転車の安全な乗り自転車の安全な乗り自転車の安全な乗り方方方方 自転車と車が自転車と車が自転車と車が自転車と車が衝突衝突衝突衝突したドライしたドライしたドライしたドライブブブブレレレレココココーーーーダダダダーのーのーのーの映像映像映像映像や自転車事故現場のや自転車事故現場のや自転車事故現場のや自転車事故現場の映映映映像像像像、自転車利用者へのイン、自転車利用者へのイン、自転車利用者へのイン、自転車利用者へのインタビタビタビタビューから、交通ルールで定められた自転車ューから、交通ルールで定められた自転車ューから、交通ルールで定められた自転車ューから、交通ルールで定められた自転車の正しい乗りの正しい乗りの正しい乗りの正しい乗り方方方方への意識への意識への意識への意識づづづづけをけをけをけを図図図図る。る。る。る。 一般一般一般一般 ２０分２０分２０分２０分 実写版実写版実写版実写版平成２９年作平成２９年作平成２９年作平成２９年作品品品品平成３０年購入平成３０年購入平成３０年購入平成３０年購入ＴＴＴＴＤ－２０Ｄ－２０Ｄ－２０Ｄ－２０ 守ろう！自転車の交通ルール守ろう！自転車の交通ルール守ろう！自転車の交通ルール守ろう！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中学生・高校生の自転車の安全な乗り中学生・高校生の自転車の安全な乗り中学生・高校生の自転車の安全な乗り方方方方 自転車事故現場の自転車事故現場の自転車事故現場の自転車事故現場の映像映像映像映像、自転車と車が、自転車と車が、自転車と車が、自転車と車が衝突衝突衝突衝突したドライしたドライしたドライしたドライブブブブレレレレココココーーーーダダダダーのーのーのーの映像映像映像映像をををを導導導導入入入入部部部部とし、自転車事故の怖さをとし、自転車事故の怖さをとし、自転車事故の怖さをとし、自転車事故の怖さを印印印印象象象象づづづづける。中学生・高校生へのインける。中学生・高校生へのインける。中学生・高校生へのインける。中学生・高校生へのインタタタタビビビビューューューュー映像映像映像映像もももも紹介紹介紹介紹介しながら、事故にしながら、事故にしながら、事故にしながら、事故に遭わ遭わ遭わ遭わないためには、交通ルールで定めらないためには、交通ルールで定めらないためには、交通ルールで定めらないためには、交通ルールで定められた自転車の正しい乗りれた自転車の正しい乗りれた自転車の正しい乗りれた自転車の正しい乗り方方方方を理解するを理解するを理解するを理解する必必必必要要要要があることを意識があることを意識があることを意識があることを意識づづづづける。ける。ける。ける。 中学生・高校生中学生・高校生中学生・高校生中学生・高校生 ２０分２０分２０分２０分 実写版実写版実写版実写版平成２９年作平成２９年作平成２９年作平成２９年作品品品品平成３０年購入平成３０年購入平成３０年購入平成３０年購入ＴＴＴＴＤ－２１Ｄ－２１Ｄ－２１Ｄ－２１ シルバーシルバーシルバーシルバー世代世代世代世代ののののみみみみなさなさなさなさんんんん！！！！正しい道路の横断、してますか正しい道路の横断、してますか正しい道路の横断、してますか正しい道路の横断、してますか？？？？ 依依依依然然然然として多くとして多くとして多くとして多く発発発発生している、高齢歩行者に死亡事故の大生している、高齢歩行者に死亡事故の大生している、高齢歩行者に死亡事故の大生している、高齢歩行者に死亡事故の大半半半半をををを占占占占める道路める道路める道路める道路横断中の事故を中心に横断中の事故を中心に横断中の事故を中心に横断中の事故を中心に取取取取りりりり上上上上げたもの。げたもの。げたもの。げたもの。様々様々様々様々な交通場な交通場な交通場な交通場面面面面の、どこに危険がの、どこに危険がの、どこに危険がの、どこに危険が潜潜潜潜んんんんでいるのか、どうすれば事故を防げるのかを、でいるのか、どうすれば事故を防げるのかを、でいるのか、どうすれば事故を防げるのかを、でいるのか、どうすれば事故を防げるのかを、わわわわかりやすく解かりやすく解かりやすく解かりやすく解説説説説。事故。事故。事故。事故の危険をより実感的にの危険をより実感的にの危険をより実感的にの危険をより実感的に捉捉捉捉ええええてもらてもらてもらてもらええええるよう、るよう、るよう、るよう、合合合合成成成成映像映像映像映像による事故による事故による事故による事故再再再再現シーンも現シーンも現シーンも現シーンも効果効果効果効果的を的を的を的を挿挿挿挿入。入。入。入。 高齢者高齢者高齢者高齢者 １８分１８分１８分１８分 実写版実写版実写版実写版平成２９年作平成２９年作平成２９年作平成２９年作品品品品平成３０年購入平成３０年購入平成３０年購入平成３０年購入ＴＴＴＴＤ－２２Ｄ－２２Ｄ－２２Ｄ－２２ 三太郎三太郎三太郎三太郎とかとかとかとかぐぐぐぐやややや姫姫姫姫の交通安全の交通安全の交通安全の交通安全 現現現現代代代代の日本にの日本にの日本にの日本にタタタタイイイイムムムムススススリリリリッッッッププププしたしたしたした浦島太郎浦島太郎浦島太郎浦島太郎・・・・桃太郎桃太郎桃太郎桃太郎・・・・金太郎金太郎金太郎金太郎・か・か・か・かぐぐぐぐやややや姫姫姫姫が、が、が、が、乙乙乙乙姫姫姫姫様様様様のいるレストランのいるレストランのいるレストランのいるレストラン竜宮竜宮竜宮竜宮にににに向向向向かう道中で、道路の歩きかう道中で、道路の歩きかう道中で、道路の歩きかう道中で、道路の歩き方方方方や横断歩道のや横断歩道のや横断歩道のや横断歩道の渡渡渡渡りりりり方方方方を学を学を学を学ぶぶぶぶ。。。。子子子子どもたちが、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品品品。。。。 幼児幼児幼児幼児・・・・小小小小学生学生学生学生（（（（低学年低学年低学年低学年）））） 14141414分分分分 アニメアニメアニメアニメ平成２８年作平成２８年作平成２８年作平成２８年作品品品品平成３０年購入平成３０年購入平成３０年購入平成３０年購入ＴＴＴＴＤ－２３Ｄ－２３Ｄ－２３Ｄ－２３ ククククイイイイズズズズでまなでまなでまなでまなぶぶぶぶピノピノピノピノキキキキオオオオのこうつうあのこうつうあのこうつうあのこうつうあんぜんんぜんんぜんんぜん 好奇好奇好奇好奇心いっ心いっ心いっ心いっぱぱぱぱいのやいのやいのやいのやんんんんちちちちゃゃゃゃななななピノピノピノピノキキキキオオオオは、交通ルールを知らないばかりに、は、交通ルールを知らないばかりに、は、交通ルールを知らないばかりに、は、交通ルールを知らないばかりに、何何何何度度度度も危ないも危ないも危ないも危ない目目目目にににに遭遇遭遇遭遇遭遇。。。。視聴視聴視聴視聴者の者の者の者の子子子子どもどもどもども達達達達のののの助助助助けをけをけをけを借借借借りながらりながらりながらりながら（ク（ク（ク（クイイイイズズズズ形式形式形式形式でのでのでのでの視聴視聴視聴視聴者者者者参参参参加）加）加）加）交通ルールを学交通ルールを学交通ルールを学交通ルールを学ぶぶぶぶ。かけが。かけが。かけが。かけがええええのないのないのないのない命命命命は、自分で守らなは、自分で守らなは、自分で守らなは、自分で守らなければならないことを、ければならないことを、ければならないことを、ければならないことを、子子子子どもどもどもども達達達達にににに伝え伝え伝え伝える。る。る。る。 幼児幼児幼児幼児・・・・小小小小学生学生学生学生（（（（低学年低学年低学年低学年）））） １５分１５分１５分１５分 アニメアニメアニメアニメ平成３０年購入平成３０年購入平成３０年購入平成３０年購入ＴＴＴＴＤ－２４Ｄ－２４Ｄ－２４Ｄ－２４ ハハハハロロロローーーーキキキキティとまなティとまなティとまなティとまなぼぼぼぼう！う！う！う！こうつうルールこうつうルールこうつうルールこうつうルール 子供子供子供子供たちに大人気のたちに大人気のたちに大人気のたちに大人気のハハハハロロロローーーーキキキキティとティとティとティと仲仲仲仲間たちが間たちが間たちが間たちが登登登登場する、場する、場する、場する、幼児幼児幼児幼児・・・・小小小小学生学生学生学生（（（（低低低低学年学年学年学年）向）向）向）向けの交通安全アニメーションけの交通安全アニメーションけの交通安全アニメーションけの交通安全アニメーション教材教材教材教材。。。。可愛可愛可愛可愛らしいらしいらしいらしいキキキキャラャラャラャラクタクタクタクターたちの明るく楽しいストーーたちの明るく楽しいストーーたちの明るく楽しいストーーたちの明るく楽しいストーリリリリーを通して、交通ルールーを通して、交通ルールーを通して、交通ルールーを通して、交通ルールを守ることの大切さをを守ることの大切さをを守ることの大切さをを守ることの大切さを伝え伝え伝え伝える。る。る。る。 幼児幼児幼児幼児・・・・小小小小学生学生学生学生（（（（低学年低学年低学年低学年）））） 14141414分分分分 アニメアニメアニメアニメ令和元令和元令和元令和元年作年作年作年作品品品品令和令和令和令和２年購入２年購入２年購入２年購入ＴＴＴＴＤ－２５Ｄ－２５Ｄ－２５Ｄ－２５ いのちを守る！いのちを守る！いのちを守る！いのちを守る！運転者運転者運転者運転者（（（（ドライバードライバードライバードライバー））））の責任の責任の責任の責任 「いのちを守る」をテーマとした２つの悲「いのちを守る」をテーマとした２つの悲「いのちを守る」をテーマとした２つの悲「いのちを守る」をテーマとした２つの悲惨惨惨惨な死亡事故の事な死亡事故の事な死亡事故の事な死亡事故の事例例例例から、事故を起から、事故を起から、事故を起から、事故を起こしたドライバーがこしたドライバーがこしたドライバーがこしたドライバーが負負負負う３つの法的責任とう３つの法的責任とう３つの法的責任とう３つの法的責任と社社社社会的責任について学会的責任について学会的責任について学会的責任について学ぶぶぶぶ。。。。また、また、また、また、電話電話電話電話使用等に関する使用等に関する使用等に関する使用等に関する罰罰罰罰則・則・則・則・違反点違反点違反点違反点数数数数・・・・反反反反則則則則金金金金についても解についても解についても解についても解説説説説する。する。する。する。 運転者運転者運転者運転者 ２０分２０分２０分２０分 実写版実写版実写版実写版令和令和令和令和２年作２年作２年作２年作品品品品令和令和令和令和２年購入２年購入２年購入２年購入ＴＴＴＴＤ－２６Ｄ－２６Ｄ－２６Ｄ－２６ ククククーニャンの交通安全ーニャンの交通安全ーニャンの交通安全ーニャンの交通安全「正しい自転車の乗り「正しい自転車の乗り「正しい自転車の乗り「正しい自転車の乗り方方方方」」」」 自転車自転車自転車自転車点点点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方方方」を」を」を」をククククーニャンとそのーニャンとそのーニャンとそのーニャンとその仲仲仲仲間たちと一間たちと一間たちと一間たちと一緒緒緒緒にににに確確確確認認認認する。する。する。する。 幼児幼児幼児幼児・・・・小小小小学生学生学生学生（（（（低学年低学年低学年低学年）））） １５分１５分１５分１５分 アニメアニメアニメアニメ平成２０年作平成２０年作平成２０年作平成２０年作品品品品令和令和令和令和２年購入２年購入２年購入２年購入ＴＴＴＴＤ－２７Ｄ－２７Ｄ－２７Ｄ－２７ 知って知って知って知ってほほほほしい、自転車しい、自転車しい、自転車しい、自転車加加加加害事故の現実害事故の現実害事故の現実害事故の現実自転車通学をする生自転車通学をする生自転車通学をする生自転車通学をする生徒徒徒徒・学生の・学生の・学生の・学生のみみみみなさなさなさなさんんんんへへへへ 実実実実際際際際にあった自転車事故のにあった自転車事故のにあった自転車事故のにあった自転車事故の裁裁裁裁判判判判記記記記録録録録をもとに、をもとに、をもとに、をもとに、加加加加害事故を起こすとどうなる害事故を起こすとどうなる害事故を起こすとどうなる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。のか、どうすれば事故を防げるのかを検証する。のか、どうすれば事故を防げるのかを検証する。のか、どうすれば事故を防げるのかを検証する。 一般一般一般一般 １８分１８分１８分１８分 実写版実写版実写版実写版令和令和令和令和２年作２年作２年作２年作品品品品令和令和令和令和２年購入２年購入２年購入２年購入ＴＴＴＴＤ－２８Ｄ－２８Ｄ－２８Ｄ－２８ 小小小小学生の自転車学生の自転車学生の自転車学生の自転車教室教室教室教室～交通ルールを学～交通ルールを学～交通ルールを学～交通ルールを学んんんんでででで    事故にあ事故にあ事故にあ事故にあわわわわないないないない    おこさなおこさなおこさなおこさない～い～い～い～ 自転車に乗った自転車に乗った自転車に乗った自転車に乗った小小小小学生の学生の学生の学生のユウユウユウユウママママ君君君君とレナさとレナさとレナさとレナさんんんんがががが登登登登場し、２人が場し、２人が場し、２人が場し、２人が考え考え考え考えながら自ながら自ながら自ながら自転車の正しい乗り転車の正しい乗り転車の正しい乗り転車の正しい乗り方方方方を学を学を学を学んんんんでいくことで、事故にあでいくことで、事故にあでいくことで、事故にあでいくことで、事故にあわわわわない・おこさないためのない・おこさないためのない・おこさないためのない・おこさないための交通ルールを学交通ルールを学交通ルールを学交通ルールを学ぶぶぶぶ。。。。 小小小小学生学生学生学生 １７分１７分１７分１７分 実写版実写版実写版実写版令和令和令和令和２年作２年作２年作２年作品品品品令和令和令和令和２年購入２年購入２年購入２年購入ＴＴＴＴＤ－２９Ｄ－２９Ｄ－２９Ｄ－２９ 事故への事故への事故への事故への警告警告警告警告！！！！ヒヒヒヒヤヤヤヤリリリリ・・・・ハハハハットットットット 一般ドライバーの一般ドライバーの一般ドライバーの一般ドライバーの方々方々方々方々ののののヒヒヒヒヤヤヤヤリリリリ・・・・ハハハハット体験に着ット体験に着ット体験に着ット体験に着目目目目し、どうしてこのようなことがし、どうしてこのようなことがし、どうしてこのようなことがし、どうしてこのようなことが起きてしまったのか、起きてしまったのか、起きてしまったのか、起きてしまったのか、原因原因原因原因を検証する。また、を検証する。また、を検証する。また、を検証する。また、ヒヒヒヒヤヤヤヤリリリリ・・・・ハハハハットからットからットからットから見え見え見え見えてくる安全てくる安全てくる安全てくる安全運転のための運転のための運転のための運転のためのポポポポイントも解イントも解イントも解イントも解説説説説する。する。する。する。 運転者運転者運転者運転者 ２２分２２分２２分２２分 実写版実写版実写版実写版令和元令和元令和元令和元年作年作年作年作品品品品令和令和令和令和２年購入２年購入２年購入２年購入ＴＴＴＴＤ－３０Ｄ－３０Ｄ－３０Ｄ－３０ 三三三三びきのびきのびきのびきの子ぶ子ぶ子ぶ子ぶたの交通安全たの交通安全たの交通安全たの交通安全 三三三三びきのびきのびきのびきの子ぶ子ぶ子ぶ子ぶたのたのたのたの兄妹兄妹兄妹兄妹が、道路の歩きが、道路の歩きが、道路の歩きが、道路の歩き方方方方や横断歩道のや横断歩道のや横断歩道のや横断歩道の渡渡渡渡りりりり方方方方、道路、道路、道路、道路標標標標識の識の識の識の意意意意味味味味などを、うさなどを、うさなどを、うさなどを、うさぎぎぎぎ先先先先生に生に生に生に教え教え教え教えてもらいながら、交通ルールを楽しく学てもらいながら、交通ルールを楽しく学てもらいながら、交通ルールを楽しく学てもらいながら、交通ルールを楽しく学んんんんでいでいでいでいく。く。く。く。 幼児幼児幼児幼児・・・・小小小小学生学生学生学生（（（（低学年低学年低学年低学年）））） 14141414分分分分 アニメアニメアニメアニメ平成３０年作平成３０年作平成３０年作平成３０年作品品品品令和令和令和令和２年購入２年購入２年購入２年購入ＴＴＴＴＤ－３１Ｄ－３１Ｄ－３１Ｄ－３１ 高齢者との事故を防高齢者との事故を防高齢者との事故を防高齢者との事故を防ごごごごうううう～対高齢者事故防止の～対高齢者事故防止の～対高齢者事故防止の～対高齢者事故防止のポポポポイント～イント～イント～イント～ 交通事故死者交通事故死者交通事故死者交通事故死者数数数数にににに占占占占める高齢者のめる高齢者のめる高齢者のめる高齢者の割割割割合合合合はははは増増増増加傾向加傾向加傾向加傾向にあります。にあります。にあります。にあります。そこで、歩行中・自転車乗用中・自転車運転中の高齢者の行動や運転のそこで、歩行中・自転車乗用中・自転車運転中の高齢者の行動や運転のそこで、歩行中・自転車乗用中・自転車運転中の高齢者の行動や運転のそこで、歩行中・自転車乗用中・自転車運転中の高齢者の行動や運転の特特特特性を検証するとともに、多性を検証するとともに、多性を検証するとともに、多性を検証するとともに、多発発発発事故事故事故事故パパパパタタタターンをーンをーンをーンを映像映像映像映像ととととCGCGCGCGによってによってによってによって再再再再現し、ドライ現し、ドライ現し、ドライ現し、ドライバーのバーのバーのバーの視視視視点点点点から事故防止のから事故防止のから事故防止のから事故防止の要点要点要点要点を分かりやすくまとめています。を分かりやすくまとめています。を分かりやすくまとめています。を分かりやすくまとめています。 高齢者高齢者高齢者高齢者 １７分１７分１７分１７分 実写版実写版実写版実写版平成２６年作平成２６年作平成２６年作平成２６年作品品品品令和令和令和令和４年購入４年購入４年購入４年購入ＴＴＴＴＤ－３２Ｄ－３２Ｄ－３２Ｄ－３２ シニアドライバ一の交通安全シニアドライバ一の交通安全シニアドライバ一の交通安全シニアドライバ一の交通安全～楽しく安全運転を～楽しく安全運転を～楽しく安全運転を～楽しく安全運転を続続続続けるための車とのけるための車とのけるための車とのけるための車との付付付付きききき合合合合いいいい方方方方～～～～ 高齢ドライバーの事故実高齢ドライバーの事故実高齢ドライバーの事故実高齢ドライバーの事故実態態態態やややや問題点問題点問題点問題点などについてなどについてなどについてなどについて専門専門専門専門家による解家による解家による解家による解説説説説を交を交を交を交ええええ、、、、医医医医学的・学的・学的・学的・科科科科学的な学的な学的な学的な見見見見地地地地から明らかにし、「から明らかにし、「から明らかにし、「から明らかにし、「補償補償補償補償運転」の運転」の運転」の運転」の方方方方法やトレーニン法やトレーニン法やトレーニン法やトレーニングによる運転能力のグによる運転能力のグによる運転能力のグによる運転能力の維維維維持・持・持・持・向上向上向上向上の事の事の事の事例例例例などをなどをなどをなどをわわわわかりやすくかりやすくかりやすくかりやすく紹介紹介紹介紹介しています。しています。しています。しています。 高齢者高齢者高齢者高齢者 ２１分２１分２１分２１分 実写版実写版実写版実写版令和令和令和令和３年作３年作３年作３年作品品品品令和令和令和令和４年購入４年購入４年購入４年購入
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