
一般・企業向け

No タイトル 内容 制作者 時間（分）

141
ママチャリ・ブギ

～家族みんなの交通安全～

幼児を自転車に乗せる機会の多い保護者
に、安全で正しい自転車の乗り方と交通
ルールやマナーを親子一緒に楽しんで学ん
でもらうことを目的としています。

ADK/株式会社東文 28分

143
人に優しい自転車の乗り方
～なくそう！暴走運転～

誰もが気軽に乗ることができる自転車です
が、最近危険な暴走自転車や違反自転車
がいつか事故を起こすかもしれません。人
に優しい自転車の乗り方をぜひ身につけて
ください。

アバンザDI 27分

148 歩行者・自転車・バイクの事故事例に学ぶ

シートベルトやエアバックなど衝突安全装置
を持たない歩行者や自転車、バイクとの事
故を起こさないために、ドライバーはどんな
ことに注意しなければいけないかを実際に
起きた事故事例を通して、具体的に描いて
います。

サン映像企画 17分

151 検証　不注意、思い込み運転が事故を呼ぶ！

交通事故の大半は不注意や思い込みが原
因で起きています。これらのミスをどうやって
防げるか、4つの事故事例を検証、イラスト
や実験を交え、誰にでもわかりやすく原因と
対策を描いています。

新生映画株式会社 16分

152 ドキュメント　追突事故　交差点事故

ある都市に24時間体制で交通事故を取材
し、特に多く発生した追突事故と交差点事故
を取り上げ、どうして起きたか、どうしたら防
げるかを検証しています。安全運転のポイン
トを解説しています。

新生映画株式会社 21分

153 許すな！飲酒運転

平成18年福岡で起きたある家族の悲惨な事
故をきっかけに、平成19年に「自動車運転過
失死傷罪」が新設されました。このDVDで
は、改正道路交通法を解説、飲酒運転のド
ライビングシュミレイターを検証しています。
医学的立場からアルコールの影響を解説
し、絶対飲酒運転をしてはならないことを訴
えています。

新生映画株式会社 19分

158
飲酒運転根絶宣言
～企業の取り組み～

企業は従業員が飲酒運転をすれば、信頼を
失い、その回復のために多大な費用と時間
を費やすことになります。飲酒運転防止の取
り組みを行っている企業を取り上げ、企業に
その責任の重さを理解していただけるよう制
作されています。

株式会社教配 22分

159
孫氏の兵法に学ぶ　安全への道

危機回避の知恵

実際に起きた交通事故のリアルな映像をも
とに、交通事故にあわないための危機回避
を学べます。

サン映像企画 25分

165 新しい自転車の交通ルール

自転車の関連する交通事故が増加傾向に
あり、自転車利用者が自転車の通行ルール
を順守していないことが理由と考えられてい
ます。この教材では、自転車の通行等に関
する法規や自転車安全利用五則をわかりや
すく解説しています。

東映株式会社 15分

166
飲酒運転の禁止

～周辺者にも厳しくなった罰則～

飲酒運転者や周辺者への厳しくなった罰則
を簡潔に説明し、更に飲酒運転によって起
きた悲劇を再現しています。もうこれ以上新
たな悲劇を増やさないよう安全運転を徹す
るよう訴えています。

株式会社教配 15分

167
視覚が死角

見落とし・発見遅れが事故を呼ぶ

車を運転中の運転者の「見落とし」「発見遅
れの危険」を実験を通して映像で検証し、メ
カニズムを探りながら、どのように事故と結
びつくのか事故事例を訴え、事故防止への
工夫対策を描いています。

斎藤プロダクション 25分



169
こころが大切　安全運転
～交通事故ゼロへの願い～

安全運転には、交通ルールの順守、運転技
術、車両知識に加えて運転時の「こころ」の
あり方が大切です。現実に起きた交通事故
の映像を織り込みながら、走行中は「こころ」
を安全運転に集中し、気を緩めず、怒り、焦
り、考え事、運転技術の過信等をコントロー
ルすることの大切さを訴えています。

東映株式会社 25分

172
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～

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
は防げるのかをわかりやすく解説します。

新生映画株式会社 21分

173
無事故の法則

～車を凶器にしないために～

人が自ら招く危険をドラマと事故映像で構成
しています。交通事故の恐ろしさを伝え、交
通事故を防ぐための安全運転の4つの法則
をわかりやすく解説しています。

東映株式会社 15分

174
もっと減らせる！交通事故
～プロに学ぶ安全運転～

プロドライバーたちの交通事故防止の極意
を紹介し、一般ドライバーの安全運転に役立
ててもらい、交通事故を減らすことを目的に
制作しました。

斎藤プロダクション 23分

177 皆伝！角田信朗の自転車道　虎の巻
武道家角田信朗が登場し、礼を重んじ、心を
鍛え、弱きを助ける武道の精神を正しい自
転車の乗り方の心得として指南しています。

東映株式会社 24分

180
あっ！危ない　必ず止まって　みぎ　ひだり

～みんなでひろげる交通安全～

身近で起きた子どもの交通事故をきっかけ
に、今まで交通安全に無関心であった大人
たちが、二度とこのような事故を起こしては
ならないと地域の交通安全教育に取り組み
始めます。

ビデオ・アート 16分

182
誰もがいずれは高齢者

～高齢者の交通事故をなくすために～

高齢者の交通事故をなくすために、高齢者
と非高齢者に交通安全の基本に立ち戻るこ
との大切さを訴えます。高齢者にとって優し
い交通社会は、すべての道路利用者にとっ
ても安心できる交通社会です。

斎藤プロダクション 24分

183
検証！若者の交通事故

スピード！不注意！携帯電話！

スピードの出し過ぎ・不注意・よそ見運転の
危険性を検証し、全ての運転者がハンドル
を握るときに初心者の頃の慎重な運転を心
がけるように訴えます。

株式会社教配 18分

186
その時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～

救急車が到着するまでの間、あなたが「応
急救護処置」を行えば、負傷者の生命を救
えるかもしれません。このDVDでは、状況判
断・心肺蘇生・AEDなど「応急救護処置」の
知識と手法・手順などについて詳しく解説し
ています。

社団法人
日本交通福祉協会

20分

187
もし、やり直せるなら・・・
グッドドライバーへの道

平成24年度から、交通安全講習時に使用す
る教本の内容が改定されています。その内
容を網羅し、交通事故の悲惨さを視聴者の
心に訴えかけ、揺さぶり、安全運転の大切さ
を強く印象付けます。

東映株式会社 22分



188 セルフコントロールで事故防止

悲惨な交通事故の多くが、ドライバーの特徴
や性格に起因しています。どのようにすれば
自分の癖や性格の欠点を補い、事故を未然
に防ぐことができるか、タイプ別にわかりや
すく解説しています。

新生映画株式会社 21分

194
死角に潜む危険　事故事例に学ぶ

危険予測・危機回避

どのような死角があるのか、死角が誘発す
る事故とはどのような事故か、事故事例を検
証し、危険予測と回避の方法を具体的にわ
かりやすく安全運転を訴えます。

東映株式会社 24分

196
今すぐチェック！

自転車の交通ルール

平成25年に道路交通法が改正され、新しく
なった自転車の交通ルールに加え、自転車
事故の損害賠償事例を紹介し、事故の怖さ
と交通ルールの大切さを訴えます。

株式会社教配 24分

198
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。

内閣府 24分

203 オトナのための自転車教室

「自転車安全利用五則」をベースに、自転車
の通行区分や交差点での注意点といった基
本的かつ重要な内容をスタント映像を交え
ながら、わかりやすく解説しています。

東映株式会社 16分

204
危険を予測・回避するポイント

命はひとつ！

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。事故の恐ろしさと命の大切
さも訴えます。

斎藤プロダクション 25分

205
奪われた夢

～危険への想像力で事故を防ぐ～

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。ドライブレコーダーの事故映像をもと
に、事故を防ぐためのポイントを解説してい
きます。

斎藤プロダクション 24分

206
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～

安全運転を心がけているという3人のドライ
バーの運転を車内に5台の小型カメラを取り
付けて記録し、その映像を運転指導のプロ
が分析しました。改めてご自身の運転を見
直してもらい、改善点を発見して事故防止に
役立ててもらいたいです。

斎藤プロダクション 25分

209
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ればよいのかを考
えていきます。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
探っていきます。

千葉エデュケーショナ
ル

株式会社
17分



210 事故映像に学ぶ安全運転講座

監修者とナビゲーターが事故原因や注意す
べきポイントをわかりやすく解説しています。
実際の事故映像を用い、少しの油断やミス
が大きな悲劇を招くことを提示しています。

東映株式会社 15分

211 従業員の交通事故と企業リスク

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、更に事故によっては、企業に
も責任が及ぶ場合があります。「社会的・道
義的責任」や「企業の損失」についてもわか
りやすく解説しています。

新生映画株式会社 22分

212
潜む危険を予測・回避せよ！
ある会社員の交通事故

交通事故を起こしてしまった会社員の責任と
勤務先や家族への影響を描き、様々なケー
スに潜む危険をクイズ形式で出題し、解説し
ていきます。

株式会社教配 22分

213
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。

株式会社教配 25分

216 注意一秒　怪我一生　後悔先に立たず！

実際に交通事故を起こしてしまった4人のド
ライバーが自らの自己体験を語る。4人が起
こした事故を検証し、事故防止に役立つポイ
ントを学びます。

斎藤プロダクション 26分

217
どう防ぐ交差点事故
～事故現場に学ぶ～

実際に発生した交差点事故の貴重な映像を
もとに、交差点事故の原因を探り、事故防止
のために注意すべきポイントを紹介します。

斎藤プロダクション 21分

219 見逃すな！危険予測のポイント

このDVDでは、運転中の視線の動きに着目
した検証を行い、交差点事故の原因を探り、
事故防止のために注意すべきポイントを紹
介します。

株式会社教配 23分

222 交通事故は防げる！
事故事例として特に多い、追突事故・出会い
頭の事故・右左折時の事故について、気を
つけるポイントを解説しています。

東映株式会社 18分

224
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

ドライブレコーダーや実際の事故現場の映
像、最新のCG映像も交えながら基本からわ
かりやすく解説しています。

東映株式会社 20分

225
交通事故ゼロへの決意！
あなたと会社を守る

日々の運転の中に潜む危険を洗い出し、交
通事故防止策を解説します。

株式会社教配 24分

226
ドライブレコーダーから学ぶ
事故防止のポイント

事故を起こしてしまった営業マンと講師役の
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
ントを学んでいきます。

株式会社教配 18分

227
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、事故を防ぐにはぞうすれば良いのか
をわかりやすく解説しています。

東映株式会社 19分

230
「自分ルール」を見直す
～初心に返って安全運転～

ドライバーの皆さまに、もう一度初心を思い
出してもらい、日頃の自分の運転が「自分
ルール」になていないかを見直しながら、安
全運転の基本を再確認できる内容となって
います。

新生映画株式会社 20分



231
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～

交通事故を防ぐためには、交通ルールをき
ちんと守って運転することはもちろん、マ
ナーを大切に思いやりとゆずり合いの心を
持って運転するのが大切であるということを
伝えていきます。

東映株式会社 16分

234 安全！安心！誰でもできる自転車点検
自転車の点検要領を実際に点検している映
像を用いて分かり易く説明します。

公益財団法人
日本交通管理技術協

会
18分

235 いのちを守る！運転者（ドライバー）の責任
実際に起こった事故事例からドライバーの
責任の重さを考えます。

斎藤プロダクション 20分

236 事故への警告！ヒヤリ・ハット

一般の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。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が何
かを解説します。

株式会社教配 22分

237 アルコールについての正しい知識を！
「自分は大丈夫」と思い込みがちなケースを
取り上げ、専門家の解説を交えながらアル
コールが及ぼす影響について説明します。

株式会社教配 23分

241
これくらいならと甘く見てはいけない

～一般ドライバー向け交通安全ケーススタディ～

運転に関し、甘く見てはいけない、いくつか
の場面の他に、絶対にしてはいけない「あお
り運転」についても取り上げ、交通事故を起
こさない、命を守る運転を見ていきます。

東映株式会社 22分


