
№ タイトル 購入年 上映時間 対象 内容

1
自転車の安全な乗り方～守ろう交通
ルール・防ごう自転車事故～

21 13分 大人
自転車の正しい乗り方や基本ルールを学ぶ。
幼児2人同乗用自転車の説明あり

2 マギー司郎のお年寄りの交通安全 22 20分 高
マギー司郎が高齢者の歩行中・自転車乗用中
の事故防止ポイントを解説

3
運転者の心得と義務―人にやさしい安
全運転―

22 25分 運
ドライバーが知っておかなければならない義務
と責任、安全運転の知識を解説

4
自転車事故を防ぐために～スタントマン
による自転車交通事故再現～

22 15分 全て
（小中高～大人向け）自転車事故を再現し、事
故防止ポイントを伝える

5 交通安全への意識と行動 22 23分 運
ドライバーの事故体験から、安全運転への意
識と行動を紹介

6
飲酒運転 罪と罰　破滅への選択～あな
たならどうしますか～

22 16分 運
飲酒運転を選んだことにより、破滅へと向かう
人生を描く

7 みんなで学ぼう交通ルール 22 13分
幼児
～小

「ネコくん」と一緒に正しい交通ルールを勉強す
る

8 小学生の自転車の安全な乗りかた 23 16分 小
自転車のルールとマナー、危険予測力を身に
つける

9
チャイルドシートで守ってね～子供の安
全は親の責任～

23 14分 運
チャイルドシートの効果や、正しい使用方法を
解説

10
冬道の危険を知る～安全に走行するた
めに～

23 18分 運
冬道における事故を防ぐための基本的な知識
を具体的に紹介し、わかりやすく解説

11 交通ルールを守る。大切な命を守る。 23 15秒×15 運 交通ルールを徹底するための映像資料

12
原付ライダーのみなさんへ危険を読
め！死角を消せ！

23 18分 原付 原付の死角と危険予測について解説

13
もっと減らせる！交通事故～プロに学ぶ
安全運転～

23 23分 運
実際の事故を運転のプロが分析・解説し、事
故防止対策を伝える

14 ヒヤリ・ハットに学ぶ高齢者の交通安全 23 19分 高
ヒヤリ・ハットの経験を振り返り、それぞれの立
場で事故防止を考える

15
奪われた夢～危険への想像力で事故を
防ぐ～

23 24分 運
事故被害者への取材から、事故の悲惨さと安
全運転の重要性を訴える

16 アラジンと魔法のランプの交通安全 24 12分
幼児
～小

「アラジンと魔法のランプ」のキャラクターが交
通ルールを守ることの大切さを伝える

17
林家たい平の高齢ドライバーの交通安
全

24 21分 高運
高齢ドライバーの交通ルールと加齢に伴う身
体的・精神的特性を林家たい平師匠が解説

18 なぜ、自転車事故は起こったか 24 24分 全て
自転車は「車のなかま」という意識づけと、安
全利用について伝える

19 飲酒運転許されない犯罪 24 23分 運
飲酒運転の加害者及びその周辺者の責任をド
ラマ仕立てで描く

20 見落とすな！路上の危険・心の危険 24 25分 運
実際の事故現場を見て、交通ルールとマナー
の向上を認識させる

21
電動車いす(シニアカー)安全運転のす
すめ

24 16分 高 シニアカーの安全な乗り方

22
孫と一緒に再確認！高齢者と交通ルー
ル

25 20分 高
孫に注意されることで、高齢者が身体機能の
衰えと交通ルールの大切さを再確認する

23
どう防ぐ高速道路事故―危険予測と安
全確認―

25 23分 運
「高速安全運転5則」のポイントを徹底的に検
証し、危険予測と安全確認の重要性を訴える

24 冬道の運転～十日町の冬道～ 25 18分 運
十日町の冬道の危険性を説明した映像
　制作：十日町自動車学校

25 原付自転車を安全に運転しよう！ 25 19分 運
十日町の道路で撮影した原付車の基本・及び
応用走行　　制作：十日町自動車学校

26 もし　やり直せるなら… 25 22分 運
事故発生時の救急救護と危険予測、高齢ドラ
イバーの特性を知った運転

27 舞の海秀平と危険予測の技を磨く！ 25 24分 運
タクシー会社の教育担当者が教える危険予測
と安全運転のポイントを学ぶ

28
どう防ぐ交差点事故～事故現場に学ぶ
～

25 21分 運
実際の交差点事故から、その危険性を学び、
危険を予測し安全運転につなげる

貸出DVD一覧表



29 生徒向け自転車交通安全教室DVD 26 17分
小学
～高
校

自転車の衝突実験と６つの違反行為について
スタントマンの映像で説明

30 はなかっぱの交通安全 26 13分
幼児
～小

テレビのアニメキャラクターが仲間とケーキを
買いに行くときに交通ルールを学ぶ物語

31 終わりなき悔恨～飲酒運転の果てに～ 26 28分 運
飲酒運転で死亡事故を起こし、解雇・離婚・服
役・賠償など悔恨は終わり無い　千原せいじ主演

32 償いの十字架 26 27分 運
事故の被害に遭った後に、自分がひき逃げ事故を起こ
し、服役。誰もが事故に直面する毎日。野村宏伸主演

33
高齢者の交通安全・詐欺被害防止
きずな町物語

26 37分 高
まだ若いと思っていたが、自身の変化により交通事故の
危険がおとずれる・・　　　詐欺被害も収録

34 従業員の交通事故と企業リスク 27 22分 運
25歳の若手社員が社有車で自転車と事故を起こす
相手家族、職場、風評被害で回りを巻き込むことに…

35
危険を予測・回避するポイント
命はひとつ!

27 25分 運
交津事故による障害で苦しむ方への取材、事故を起こさ
ないための運転について問いかける

36 三遊亭小遊三の高齢者の交通安全 27 17分 高
小遊三師匠が高齢者の交通ルール違反について注意を
促す

37 横澤夏子の高齢者交通事故防止教室 28 13分 高
新潟県警作成、お笑い芸人の横澤夏子がクイズ形式で
楽しく事故防止を呼び掛ける

38
潜む危険を予測・回避せよ!
ある会社員の交通事故

28 22分 運
飛び出してきた自転車の少年と会社員の交通事故、避け
られない事故に対する危険の予測について考える

39 絶対にダメ!飲酒運転 28 21分 運
ある営業マンが起こす飲酒運転死亡事故の過程とその
心理から危険性をさぐる

40 注意一秒　怪我一生 28 26分 運
4人の事故体験で交通ルールを守っていればという、後悔
を語る

41
点灯(とも)せ!!心のヘッドライト
歩行者との交通事故を防ぐ運転の心得

29 19分 運 子どもの歩行者、高齢歩行者、夜間歩行者との事故

42 ピノキオの交通安全 29 15分 子
交通ルールを知らないピノキオが交通ルールを学び自分
の命を守ることを子供たちに伝える

43
シルバー世代の皆さん
正しい道路の横断していますか

29 18分 高
体の機能が低下し、その変化を自覚して安全な行動をを
心がけ事故を防ぐ

44 見逃すな!危険予測のポイント 29 23分 運
アイマークカメラの検証結果で危険予測のポイントを説明
交差点の危険や飛び出しへの注意を説明


