
【自転車利用者】

No. タイトル 時 間（分） 対　象 内　　　　　容

A1
あなたの運転　間違っていませんか
　自転車はクルマの仲間

21 一般
　自転車は「軽車両」として道路交通法を守らなければならないことを訴え、自転車の正
しい乗り方、事故事例をもとにどうすれば事故は防げるのかを分かりやすく解説します。

A2
自転車は車のなかまです
　自転車を安全に乗るために

24 一般
　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
いて紹介します。

A3
オトナのための自転車教室
　ルールの基本を再チェック！

16 一般
　自転車の交通ルール「知ってるようでよく知らない、だけど今さら人には聞けない」そ
んな大人の皆さん必見。基本の基本から改めて学んでいく、大人のための自転車利用者向
け交通安全DVDです。

A4 守ってますか？自転車のルールとマナー 20 一般
　近年、自転車の積極的な活用が注目されるようになりました。その一方で、事故率が高
く、知られていないルールも多くあります。このDVDでは、自動車とは違った自転車の独
特なルールやマナーについて、ドラマ形式で分かりやすく学ぶことが出来ます。

A5
事故の加害者になったときあなたはどうしますか？
　安全な自転車のルールⅡ　危険への備え

23 小学校中学年～高校生
　歩行者と自転車が良い関係であるために、自転車に関わる事故を防ぐための知識ととも
に事故を起こさないようにするにはどうしたら良いかを考えていきます。

A6
ドライブレコーダーは見た！シリーズ
　あなたの乗り方、大丈夫！？
　　中学生の自転車交通ルール

16 中学生
　自転車を安全に利用する「自転車安全利用五則」を分かりやすく解説します。またドラ
イブレコーダーが収録した衝撃的な映像を通じて、視聴者に交通事故を擬似体験させなが
ら、加害者になる例や刑事上・民事上の責任も紹介していきます。

A7
その自転車の運転危険です！
　交通事故を検証する

18 中学生・高校生
　自分は大丈夫だろうという油断が交通事故を引き起こします。近年学生に多く見られ
る、自転車運転中のスマホ操作がいかに危険かということについて、視線の分析などを基
に分かりやすく解説します。

【ドライバー】

No. タイトル 時 間（分） 対　象 内　　　　　容

B1
心に刻め！　命にスペアはないことを
　事故現場は語る 22 一般

　ドライバーにたとえ悪意はなくとも、運転の仕方を誤れば、車は凶器となってしまいま
す。理屈や作りものを越えた説得力を持つドキュメント映像を通して、命の大切さを描い
ています。

B2
なぜ起きる 命にかかわる交通事故
　なくせ　ヒューマン・エラー

29 一般
　ヒューマン・エラーを起こす背景にスポットを当て、ドライバーの怒り、焦り、急ぎ、
慣れ、甘えがどうして事故に結びつくのか、事例を紹介しながら検証します。

B3
奪われた命
　交通事故、余りに重い代償

26 一般
　ちょっとした気の緩みから起こした事故が大きな波紋を広げ、やがて被害者・加害者双
方の家庭が崩壊していく姿を描き、すべてのドライバーにハンドルの重さ、安全運転の大
切さを訴えます。

B4 見落とすな！路上の危険・心の危険 25 一般
　実際の事故現場を見て、その原因や事故防止を考え、ドライバーが必ず守らなければな
らない交通ルールとマナー向上を十分に認識させ、違反や事故を起こさせないことを目的
にしています。

B5
ドライブレコーダーの証言
　危険予測を学ぶ

23 一般
　ドライブレコーダーの映像をもとに、事故の原因を探り、問題点を明らかにして正しい
運転の方法を再現します。事故を未然に防ぐ、危険予測の方法を学べるよう構成し、安全
運転を訴えます。

B6
無事故の法則
　車を凶器にしないために

15 一般
　人が自ら招く危険を、ドライブレコーダーで構成した事故防止のための運転法則「交通
ルールを守る」「危険を予測する」「平常心を保つ」「体調に気をつける」を映像で訴え
ます。

B7
飲酒運転が人生を狂わせた
　受刑者と遺族の悲痛な叫び

25 一般
　実際の交通刑務所の受刑者の声を通して事故の原因を探ると共に、飲酒運転によって引
き起こされた交通事故が、加害者、被害者、家族や周りの人たちまでも巻き込み、いかに
飲酒運転が恐ろしいものかを訴えます。

B8
どう防ぐ交差点事故
　事故現場に学ぶ

21 一般
　実際に発生した交差点事故の貴重な映像をもとに、事故原因を探り、交差点事故を防ぐ
ために注意すべきポイントを紹介します。一般ドライバーの安全運転をより確かなものに
するために、交通ルールを守ることの大切さも合わせて訴えます。

B9
奪われた夢
　危険への想像力で事故を防ぐ

24 一般
　交通事故によって夢を奪われた家族への取材を通じて、視聴者に事故の悲惨さを今一度
考えてもらい、安全運転の重要性を訴えます。さらに、ドライブレコーダーが捉えた事故
映像をもとに、事故を防ぐためにポイントを解説します。

B10
どう防ぐ高速道路事故
　危険予測と安全確認

24 一般
　B級ライセンス取得者でもある女性ドライバーに実際に高速道路を走行してもらい、
「高速安全運転五則」のポイントを徹底的に検証します。

B11 パパは風になった 30 一般

　現実に起きた事例を参考に創作されたドラマです。一人のドライバーの不注意によって
引き起こされた死亡事故により、突然一家の大黒柱を失い、残された幼子を抱えて生きざ
るを得ない一人の母親に焦点を当て、ハンドルを握る全国のドライバーへ、事故を起こし
た加害者の責任の重さを強く認識させます。
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B12
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

24 一般
　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ています。交通
ルール違反による追突事故。交差点事故、自転車、二輪、歩行者との事故を取り上げ、事
故事例を検証して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ます。

B13
あなたも今日からベストドライバー
　安全・安心を守るポイント

14 一般
　交通事故防止のために、6項目の事故違反例を見せ、なぜ起こったのかを解説、それぞ
れの項目における防止策を簡潔に紹介します。そしてもう一度、自分自身の運転を振り返
り、交通ルールを守り、安全、安心な運転を心掛けるように訴えます。

B14
夜間・雨天時に潜む危険
　その特性と安全運転のポイント

21 一般
　夜間・雨天など悪条件下での事故は、視界が悪く情報が取りにくいうえに、夜間や雨天
特有の危険要因が加わり、重大事故になりやすいです。夜間・雨天時など悪条件下特有の
危険要因を明らかにしながら、どうしたら事故は防げるかを考えます。

B15
セルフコントロールで事故防止！
　運転適性と交通事故

21 一般
　事故を起こしやすい性格のタイプを明らかにし、どのようにしたらこうした自分の癖や
性格の欠点を補い、事故を未然に防ぐことが出来るか、タイプ別に分かりやすく解説しま
す。

B16
あなたの運転　再チェック！
　危険です、しているつもりの安全運転

25 一般
　ドライバーの運転を徹底的に観察！車内に5台の小型カメラを取り付け、運転指導のプ
ロが映像を分析します。

B17 舞の海秀平と危険予測の技を磨く！ 24 一般
　元力士の舞の海秀平さんが実際にハンドルをにぎり、タクシー会社の教育担当責任者か
ら危険予測と安全運転のポイントを教わっていきます。是非、皆さんもハンドルを手放す
その日まで、安全運転の修業を続けてください。

B18
終わりなき悔恨
　飲酒運転の果てに

28 一般

　ハンドルを握ったら絶対の安全はありません。不幸にも交通事故を起こしてしまった家
族と突然の事故に遭ってしまった被害者、そしてその周囲に起こる悲劇を丹念に描き、二
度とこのような悲しい事故に起こらないようにとの願いを込めて制作したドラマ形式の
DVDです。

B19
危険を予測・回避するポイント
　命はひとつ！

25 一般
　危険を予測し回避する能力を確かなものにするポイントを、実際に起きた事故の映像か
ら学んでいきます。また交通事故で重度の後遺障害を負った方、それを支える家族の懸命
な姿を通して、事故の恐ろしさと命の大切さも訴えます。

B20 事故映像と実験に学ぶ安全運転講座 27 一般
　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
探ります。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、実証的に考えていきます。

B21 注意一秒　怪我一生 26 一般
　4人の事故体験者の話から交通ルールを守る大切さや交通事故を防ぐために注意しなけ
ればならないことを学ぶことができます。事故体験者が実際に起こしてしまった交通事故
について専門家が分析し解説します。

B22
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

22 一般
　車を運転していて、突然前方の子ども、高齢者、自転車などが、ドライバーの想定外の
動きをし、「ヒヤリ」としたり、実際に事故に結びつくケースも少なくありません。この
DVDでは、事故事例を検証、分析し、安全運転のポイントを分かりやすく解説します。

B23 従業員の交通事故と企業リスク 22 一般

　ドライバーの義務として、業務で社用者を運転する場合には、会社の代表としてハンド
ルを握っているという自覚と責任を持つことが大切です。このDVDでは、交通事故を起こ
した従業員本人が負わなくてはならない「社会的・道義的責任と法的責任」について解説
します。

B24
絶対にダメ！飲酒運転
　「しない！」「させない！」「許さない！」

21 一般
　飲酒運転による交通事故は度重なる厳罰化などにより減少傾向にはありますが、依然と
して後を絶ちません。このDVDでは、アルコールが運転にどんな影響を与えるのかを再現
ドラマやCGを使って明らかにします。

B25
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？

25 一般
　「自分は安全運転だから大丈夫！」そんな声をよく耳にしますが、本当に「大丈夫！」
と言い切れるのでしょうか？ある一般ドライバーに協力してもらい、その運転を記録。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説明していきます。

B26 償いの十字架 27 一般

　自らが一度は交通事故の被害者の側に立ちながら、その教訓を生かせず、今度は自分自
身が交通死亡事故を引き起こしてしまう主人公。事故の波紋は大きく、やがて双方の家庭
は崩壊していく。このDVDは、誰もが加害者、被害者のどちらにもなり得る事を警告しま
す。

B27
危険！自動車運転中のスマホ
　事故発生のメカニズム

19 一般
　スマホなどの普及によって、脇見運転による交通事故が増加しています。運転中のスマ
ホ操作の危険性や事故発生のメカニズムを実験によって分かりやすく解説します。

B28
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

17 一般
　安全装備の向上によって、ドライバーが犠牲となる事故は大きく減少しました。しか
し、歩行者が犠牲となる事故は依然として多発しています。このDVDは、歩行者事故にス
ポットをあて、事故防止のポイントを分かりやすく解説します。

B29
点灯せ！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

20 一般
　歩行者との交通事故を防ぐための注意点を、事故体験者の話やドライブレコーダーによ
る実際の事故映像等を使い、子ども、高齢者、夜間の３つの観点から分かりやすく解説し
ます。

B30
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

20 一般
　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方法を
わかりやすく解説します。

B31
ハイウェイでまさか！
　高速道路に潜む危険

19 一般
　誰もが被害者にも加害者にもなりえる高速道路上における、問題発生時の対処方法や事
故を起こさないための安全行動について、分かりやすく解説します。



【幼児・小学生低学年】

No. タイトル 時 間（分） 対　象 内　　　　　容

C1 あさりちゃんの自転車安全教室 10 幼児・小学校低学年
　テンポよく展開するあさりちゃんとタタミちゃんの自転車安全教室に子どもたちも自然
と引き込まれ、楽しく自転車の交通ルールを学べます。

C2
とびだしはあぶないぞ！
　むしむし村の交通安全 12 幼児・小学校低学年

　子どもたちに馴染みの深い虫たちがキャラクターになって登場する、明るい楽しいス
トーリーの中で、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していきま
す。

C3 はなかっぱの交通安全 13 幼児・小学校低学年
　テレビで大人気の「はなかっぱ」が仲間たちと交通ルールを学んでいくDVDです。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ます。

C4
ズッコケ三人組のこうつうあんぜん
　いつもあんぜんかくにんの巻 12 幼児・小学校低学年

　子供たちは、交通社会の中で、大人には思いもよらない行動をとってしまいます。この
DVDでは、子供たちに人気のあるズッコケ三人組のアニメーションで、飛び出しの危険性
を伝え、交通ルールを身につけることの大切さを訴えていくものです。

C5 三太郎とかぐや姫の交通安全 14 幼児・小学校低学年
　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・かぐや姫が主人公とな
り、交通ルールを守ることの大切さを楽しく学べます。

C6
小学生向け交通安全教育DVD
　基本的な交通ルール・マナーを学ぶ 20 小学校1・2年生

　歩行の基本的な交通ルールを定着させるために、親しみやすいキャラクターがナビゲー
ターとして、道路上で予測される危険や、安全な歩行の仕方などを分かりやすく伝えま
す。

C7
小学生向け交通安全教育DVD
　基本的な自転車の交通ルールを定着させる 25 小学校3・4年生

　自転車の基本的な交通ルールを定着させるために、道路上で予測される危険や自転車の
安全な乗り方などを分かりやすく伝えます。

C8
小学生向け交通安全教育DVD
　危険を自分で考え、自分の運転を振り返る 30 小学校5・6年生

　交通社会の一員として自転車を利用する際に必要な交通ルールや心構えを学習するため
に、危険行為が招く悲惨な事故や安全を守るための適切な行動を伝えます。

C9 三びきの子ぶたの交通安全 14 幼児・小学校低学年
　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学んでいきます。子どもがキャラクターたちと一緒に交通ルール
を楽しく学ぶことができる作品です。

【高齢者】

No. タイトル 時 間（分） 対　象 内　　　　　容

D1
いつまでも安心して暮らすために
　高齢者の交通安全

22 一般
　高齢者交通事故防止の啓発DVDです。講習会等で対象者に合わせて使用できるように
「運転者編」「自転車編」「歩行者編」に分かれています。高齢者の自動車、自転車運転
時や歩行中の注意点を紹介します。

D2
高齢者のみなさん！
　いつも安全確認していますか？

17 歩行者・自転車利用者
　交通事故による死者数は年々減少傾向にありますが、死者数に占める高齢者の割合は増
加傾向にあります。このDVDでは、事故が起こる具体的な状況を紹介し、危険な行為や安
全確認の方法などを分かりやすく解説していきます。

D3 林家たい平の高齢ドライバーの交通安全 21 ドライバー
　ちょっとした気の緩みで起きるのが交通事故です。このDVDは、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軽妙な語り口で解説していき
ます。

D4 三遊亭小遊三の高齢者の交通安全 17 歩行者・自転車利用者
　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三遊亭小遊三師匠が冗談を交
えながら解説していきます。

D5 沼田爆の高齢ドライバーの交通安全 23 ドライバー
　車の利用は日々の生活に欠かせませんが、高齢になると身体能力が低下します。免許証
の返納も視野に入れつつ、少しでも長く安全に運転するための方法が学べます。

【特殊詐欺対策】

No. タイトル 時 間（分） 対　象 内　　　　　容

E1
ねらわれています！あなたも
　多発する振り込め詐欺

22 高齢者
　悪質なケースが続発している詐欺犯罪に対して、実際に起きた事例を再現し、予防と対
策を分かりやすく説明していきます。

E2
巧妙化する詐欺手口に備える
　だまされないための五箇条 21 高齢者

　特殊詐欺の被害について、２つの再現映像を検証しながら、原因と対策を分かりやすく
解説していきます。

E3 林家木久扇・木久蔵の高齢者を狙う詐欺・悪質商法 30 高齢者
　高齢者を狙った詐欺や悪質商法の被害防止対策を、林家木久扇・木久蔵親子師匠が演じ
る落語と再現ドラマによって解説していきます。


