
NO タイトル 対象 カテゴリー 時間 概要 字幕

D１

知って得する！
アルコールの基礎知識
あなたは気づかずに、飲酒運転し
ていませんか？

一 般 飲酒運転根絶 ４５分

「酔いの正体」と運転への影響、「寝酒
の落とし穴」、「アルコール依存症」の
予防と早期発見などを紹介していま
す。

D１０ 許すな！飲酒運転 一 般 飲酒運転根絶 １９分

飲酒が運転に与える影響をドライビン
グシュミレーターで検証。飲酒運転が
いかに危険であり、絶対にしてはなら
ないということを、ドライバー、市民に訴
えます。

D２６
飲酒運転の禁止
―周辺者にも厳しくなった罰則―

一 般 飲酒運転根絶 １５分
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。

D２８
飲酒運転が人生を狂わせた
―受刑者と遺族の悲痛な叫び―

一 般 飲酒運転根絶 ２５分

交通刑務所の受刑者の生の声を通し
て事故原因を探るとともに、飲酒運転
によって引き起こされた交通事故が、
多くの人たちを悲しませ、苦しめている
かを

有

D４５
飲酒運転ひき逃げ事故
あと絶たぬ家族の悲しみ

一 般 飲酒運転根絶 ２５分
「飲酒運転・ひき逃げ事故」の撲滅を切
に願う被害者遺族を取材し制作された
作品です。

D８６
絶対にダメ！飲酒運転
「しない！」「させない！」「許さな
い！」

一 般 飲酒運転根絶 21分

アルコールが運転にどの様な影響を与
えるか、その危険性を再現ドラマ交え
実験で明らかにします。特に「酒気残
り」に注目し、体内アルコール残量と本
人の酔い感覚のズレを検証します。

有

D１９
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―

（字幕付き映像も収録）

高校生以上の
自転車利用者

自転車 ２１分

自転車は「軽車両」として道路交通法を
守らね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かのかを分かり
易く解説します。

有

D７２

≪内閣府寄贈≫
自転車はクルマのなかまです
―自転車を安全に乗るために―

（字幕選択式）

一 般 自転車 ２３分

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て
います。

有

D１８
なぜ？どうして？から考える
小学生の自転車の安全な乗り方

小 学 生 自転車 １６分
小学生の自転車の安全のためにはど
うしたらいいのか質問を投げかけ、考
えさせることで理解をうながします。

D４１ 真剣に考えよう自転車のこと 小 学 生 自転車 １６分

自転車事故の加害者にならないため
に、もう一度、自転車は車両であるとい
うことを認識し、交通ルールの大切さを
真剣に考えていきましょう。

DVD目録（カテゴリー別）



D７８
ドライブレコーダーは見た！シリーズ
自転車の交通ルールを覚えよう
～小学生の交通安全～

小 学 生 自転車 １５分

交通ルールと正しい乗り方が何故大切
なのか、ドライブレコーダーの映像も見
ながら自転車の交通安全ルールを学
びましょう。

D８０
こんなときが危ない！
小学生のための自転車安全教室

小 学 生 自転車 １７分

正しい自転車の乗り方を、基本から分
かりやすく、ていねいに解説します。ス
タントマンが自転車事故の典型例を再
現し、事故の恐ろしさを実感させること
で、子どもたちの安全意識を高めま
す。

D７７
忘れないで ５つのポイント
自転車の交通ルールとマナー

小学校
中・高学年

自転車 １８分

自転車安全運転五則を軸に、自転車
の正しい交通ルールやマナーを身につ
けさせることを目指しています。また、
ヘルメットを着用する重要性にも触れ、
ヘルメットを正しく着用することの大切
さを訴えます。

D６０
自分で守ろう自分の命
防ごう自転車事故

小学校高学年
中 学 生
高 校 生

自転車 １６分

自転車事故のパターンと自転車を使っ
た交通安全教室、自転車が加害者に
なってしまうことなども紹介されていま
す。

D１６
クーニャンの交通安全
「正しい自転車の乗り方」

小学校低学年 自転車 １５分
ルールに従った自転車の安全な乗り方
や自転車点検をクーニャンとその仲間
たちと一緒に確認しましょう。

D４２ あさりちゃんの自転車安全教室 小学校低学年 自転車 １０分

小学館の学年別学習雑誌で連載中の
あさりちゃんが登場。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
安全教室で、自転車走行の交通ルー
ルが学べます。

D３５
ストップ！自転車の危険運転
中学生の事故を防ぐ

中 学 生 自転車 ２０分

自転車の交通ルールとマナー、正しい
乗り方や安全な運転の方法を身近な
交通シーンの中で解説します。中学生
の自転車通学指導に最適です。

D５８
人に優しい自転車の乗り方
～なくそう！！暴走運転～

中学生以上 自転車 ２７分

子どもから高齢者まで、誰もが気軽に
乗ることが出来る自転車。その身近さ
ゆえに交通規則を意識しないで走って
いる自転車が急増しています。そこで
歩道の走り方・道路横断の仕方など８
つのポイントを検証します。

D６１ 時間はも戻らない 中学生以上 自転車 １８分

自転車に乗る高校生が起こした自転車
事故が被害者や周囲の人たちを巻き
込んでいく模様をサスペンスドラマタッ
チで表現。自転車の正しい通行方法や
マナーなどを解説しています。

D７９
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～

中 学 生 自転車 １６分

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
た映像を通じて、交通事故を疑似体験
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、自転車の
安全利用の重要さを訴えます

D８１
ケース・スタディ
中学生の自転車事故

中 学 生 自転車 １８分

中学生に多い自転車事故の典型例を
スタントにより再現し、事故の恐ろしさ
を印象付けるとともに、事故の原因を
解説し、事故に遭わない、事故を起こさ
ないための、安全な乗り方のポイントを
明らかにしていきます。



D１７
サル太郎
ヘルメットはかぶってね
自転車にのるときのやくそく

幼 児
小学校低学年

自転車 １５分

自転車が転倒したときに子供の頭部を
保護するヘルメットは大切です。ヘル
メットをかぶり、自転車走行の交通
ルールを守るアニメーションです。

D５
自転車も車両です
～交通安全への意識改革～

小学校高学年
以上

自転車 ２１分

自転車も車両と意識すると、自転車に
乗る人はもちろんドライバーや歩行者
の、交通ルールやマナーに対する考え
と行動が変わります。

有

D３
≪内閣府寄贈≫
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 全般 ２２分

ナビゲータは舞の海秀平。
高齢者向けに、運転者編では身体能
力の変化についての注意点。その他、
自転車編、歩行者編の注意点も紹介し
ます。

D２７

ヒヤリ・ハットに学ぶ
高齢者の交通安全
歩行者・自転車・自動車・高齢者講
習

高 齢 者 全般 １９分

加齢からの判断能力の減退、若い時
分と同じ感覚で無理をする行動。注意
散漫なときにヒヤリハットした経験があ
ると思います。こうした経験を振り返り、
交通事故予防を心がけます。

D３６
楽しく街にでましょう
高齢者だからこそ知っておきたい
交通ルール

高 齢 者 全般 ２３分
若いときにはすぐに対処できた危険予
知、回避も難しくなります。高齢者に適
した街の歩き方を覚えましょう。

D４３
高齢者の自転車と歩行
立場かわれば気も変わる

高 齢 者 全般 ２２分

近年、高齢者の交通事故は増加傾向
にあり、自転車走行中の死亡者が大半
を占めているのが現状です。本作品で
は日頃よく見受けられる高齢者の行動
をいくつか例に挙げ、検証、解説をして
いきます。

D６２ 安全で楽しい暮らしを 高 齢 者 全般 ２０分

加齢による身体機能の変化やお年寄
りの交通行動の特性を日常生活の中
で取り上げ、安全を守る留意点を分か
りやすくまとめました。さらに、日頃体
験する実例を実写や図解で取り上げて
います。

D７１
ケーシー高峰の
交通事故を防ぐ高齢者のための処
方箋

高 齢 者 全般 ２０分

高齢者に人気の医学漫談のケーシー
高峰さんがナビゲーター役で高齢者の
事故防止のためのアドバイスをしま
す。

D１４
みんなで学ぼう！
交通ルール

幼 児
小学校低学年

全般 １３分
横断歩道をわたる、信号を守る、道路
で遊ばないなど交通安全のルールが
学べます。

D１５
まめうしくんの交通安全
宝さがしの旅だっし

幼 児
小学校低学年

全般 １２分

絵本やテレビでおなじみの「まめうしく
ん」が登場する楽しく学べる交通安全
アニメです。交通ルールの基本を学ん
でいきます。

D２９
できたかな？安全確認
ケンタとニャンタのこうつうあんぜん

幼 児
小学校低学年

全般 １３分

幼児が関心をもって観られる、分かり
やすい交通安全アニメーションです。ケ
ンタとニャンタの一挙一動にハラハラし
ながら、自然と交通ルールを学べる工
夫が施されています。



D３０
サル太郎はとびださない！
歩行者・自転車のこうつうルール

幼 児
小学校低学年

全般 １５分

子供の交通事故の多くは、本人の交通
ルール違反が原因で起きています。子
供たちに、交通ルールをきちんと身に
つけることが大切であることを訴えるア
ニメーションです。

D３９
グーパー王子の交通安全
守ろうお約束

幼 児
小学校低学年

全般 １２分
実写映像と３Dアニメーションで、道路
の正しいわたり方、飛び出し禁止など
交通のお約束を学べます。

D５５
ケンタとニャンタのクルマ大好き！
チャイルドシートはカチッとね

幼 児
小学校低学年

全般 １５分

チャイルドシートを着用しない怖さや、
車のそばで遊んだり車の陰から飛び出
したりすると交通事故にあう危険があ
ることを、子どもたちに分かりやすく描
いたアニメーションです。

D５９
はじめにおぼえる交通安全

（字幕版付き）
幼 児

小学校低学年
全般 １２分

ママパンダが街に出て、三匹の子パン
ダたちに交通ルールを教えます。子ど
もたちにも分かり易いアニメーションで
描き、楽しみながら学べる交通安全教
材です。

有

D６８ アラジンと魔法のランプの交通安全
幼 児

小学校低学年
全般 １２分

道路の歩き方や信号機のない横断歩
道の渡り方、交通標識の意味や電車
の踏切の渡り方など楽しく知って、学べ
ます。

D６９ 孫悟空の交通ルール修行中
幼 児

小学校低学年
全般 １３分

孫悟空とその仲間たちが、師匠の三蔵
法師と一緒に、クイズで修行をしながら
交通ルールを学んでいきます。道路の
歩き方や信号、横断歩道の渡り方など
を勉強します。

D８２
とびだしはあぶないぞ！
むしむし村の交通安全

幼 児
小学校低学年

全般 １２分

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、明るく
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。

D８３
がんばれ！
子象の交通安全パトロール隊

幼 児
小学校低学年

全般 １７分

交通事故により大ケガをしたお母さん
象。二度とこんな事故を起こさせないよ
うに、大切な命を交通事故から守るた
めに、交通安全パトロール隊に入隊し
た子象が大活躍。交通安全のポイント
をやさしく教えます。

D８４ こぎつねの交通安全
幼 児

小学校低学年
全般 １６分

交通事故に遭ったおばあさんの痛まし
い姿を見て、白バイ隊員になる決意を
した３匹のこぎつねが大活躍。交通事
故の恐ろしさや、交通ルールを守ること
の大切さを教えます。

D４ うさぎと亀の交通安全
幼 児

小学校低学年
全般 ４３分

民話「うさぎと亀」が楽しい交通アニメ
になりました。交通ルールがわかるば
かりでなく、なぜ交通ルールを守らなけ
ればならないかがしっかりとわかる構
成となっています。

D２

≪JAF寄贈≫
セーフティ・アドバイス
～シートベルトを締めないで安全な
席はない！～

一 般 ドライバー ４３分

収録内容別の上映時間は、後席シート
ベルト非着用の危険性１５分、チャイル
ドシート不使用の危険性１７分、社内に
潜む子どもへの危険性１１分程度で
す。



D７
ここに注意！
歩行者・自転車・バイク事故
事故事例に学ぶ

一 般 ドライバー １７分

歩行者・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
に注意しなければならないかを事故事
例を通して、具体的に描いています。

有

D８
交通遺族の叫び
生きていればこそ
―交通事故を起こさないために―

一 般 ドライバー ２５分

飲酒運転・脇見運転・ひき逃げにより、
愛する家族を失った交通遺族の方々
への取材を通して、すべてのドライ
バーに命の大切さを心に留め、安全運
転に徹するよう訴えています。

有

D９
心に刻め！
命にスペアはないことを
―事故現場は語る―

一 般 ドライバー ２２分

初心にかえり、安全運転の基本である
「きちんと前を見る」大切さを訴えます。
事故事例に沿って、「事故防止のポイ
ント」を具体的に描いています。

有

D１１
奪われた命
―交通事故、余りに重い代償―

一 般 ドライバー ２６分

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、ドライバーに安全運転の大切さ
を訴えます。

有

D１２
危険な心が事故を呼ぶ
汝 我が心の悪魔の囁きに耳を傾
けるなかれ

一 般 ドライバー ２３分

危険な心に負けてしまうと、悲惨な事
故を引き起こしかねません。どうすれ
ば危険な心に打ち勝てるのかを知って
おく必要があります。もう一度、見つめ
直してもらうことを目指して企画された
ものです。

有

D１３
≪JAF寄贈≫
誰でもできるエコ運転術

一 般 ドライバー
１７分
３２分

走行パターンと燃料の消費、運転姿
勢、発進時、走行時、減速時、停止時
などのエコ運転術が学べます。
啓発編１７分、講習編３２分。

D２０

夜間・雨天時に潜む危険
―その特性と安全運転のポイント
―

（字幕付き映像も収録）

一 般 ドライバー ２１分
夜間・雨天時など悪条件下特有の危険
要因をあきらかにしながら、どうしたら
事故は防げるかを考えます。

有

D２１

ドキュメント交通事故
見落とすな！
路上の危険・心の危険

（字幕入り）

一 般 ドライバー ２５分

実際の事故現場を見て、その原因や
事故防止を考えます。交通ルールとマ
ナー向上を十分に認識してもらい、違
反や事故を起こさないことを目的に制
作されています。

有

D２２
こころが大切 安全運転
―交通事故ゼロへの願い―

（字幕付き映像も収録）
一 般 ドライバー ２５分

現実に起きた交通事故の生々しい映
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、
運転技術の過信などをコントロールす
ることの大切さを訴えます。

有

D２３
運転者の心得と義務
―人にやさしい安全運転―

（字幕選択式）
一 般 ドライバー ２５分

ドライバーが常識として知っておかね
ばならない義務と責任、安全運転の知
識を分かり易く解説します。

有

D３１
奪われた夢
―危険への想像力で事故を防ぐ―

（字幕版収録）
一 般 ドライバー ２４分

交通事故によって夢を奪われた家族へ
の取材を通じて、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、ドライブレコードが捉
えた映像をもとに、事故を防ぐための
ポイントを解説していきます。

有



D３２
交通捜査官 三浦哲夫
ある死亡事故の報告

（字幕版収録）
一 般 ドライバー ２４分

交通事故で家族を失った人々の悲しみ
と苦しみを描き、誰もが一瞬の不注意
によって加害者になってしまう恐ろしさ
を訴えます。 出演：渡辺いっけい

有

D３３
ドキュメント事故現場
悲劇の瞬間
―心の乱れが事故を呼ぶ―

一 般 ドライバー ２６分

「平常心」での運転を心掛ける。実際の
事故事例を通して、交通事故を未然に
防ぐ「心のコントロール」の大切さを訴
えます。

D３４
一瞬の死角
隠れた危険を読む

一 般 ドライバー １８分

交通事故の原因を調べてみると、実に
９割近くが認知ミス・判断ミスによるも
のです。様々な交通場面の中で、どの
ような危険予測が必要なのかを、シミュ
レーションしながら解説するものです。

D３７
安全運転 こころが決め手
―運転適性と交通事故―

一 般 ドライバー ２４分
事故を起こしやすい人とはどんな性格
か、注意すべき点は何か、具体的な事
例を通して、安全運転を訴えます。

D３８

ドキュメント
追突事故 交差点事故
―事故から学ぶ安全運転―

（字幕版収録）

一 般 ドライバー ２１分

追突事故、交差点事故を取り上げ、事
故事例を検証し、事故原因を探るとと
もに、安全運転のポイントを分かりやす
く解説しています。

有

D４８
ドキュメト油断が死を招く！
―交通事故の恐怖―

（字幕版付き）
一 般 ドライバー ２５分

ある都市に２４時間態勢で実際に発生
した事故現場をカメラに収録。生々しい
交通事故のドキュメント映像を元に「発
生状況」とその「原因」を検証し、更にど
うすれば回避できるか分かり易く解説
します。

有

D５０ 危ない！運転中の携帯電話 一 般 ドライバー １７分

運転中の携帯電話の着信応答時等の
通話をしながらの運転がいかに危険で
あるか、科学的に検証、CGを使い解
説。運転中のカーナビゲーションの操
作の危険性にも触れています。

D５１
ドライブレコーダーは見た！
危険予知で大切な命を守る

（字幕版付き）
一 般 ドライバー ２６分

タクシーの車載カメラ（ドライブレコー
ダー）に記録された交通事故の様子を
検証しながら、毎日の運転シーンで気
をつけなければならない基本的な注意
点や心構えを考えていきます。また、
冬季の凍結した路面状況を取り上げ、
注意点も解説します。

有

D５３
検証 不注意、思い込み運転が事
故を呼ぶ！

一 般 ドライバー １６分

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、誰にでも分
かりやすく原因と対策を描いています。

有

D５４
あなたの運転なくて七癖
～事故にひそむ危険要因を探る～

一 般 ドライバー ２７分

車の運転にもその人なりの癖がありま
す。どのような癖がどんな事故に結び
ついてしますのか？身に付いてしまっ
た危険な癖はないか？日頃の運転の
改めて振り返り、安全運転の基本を思
い出してもらうものです。

D６３
あなたも今日からベストドライバー

（字幕入り）
一 般 ドライバー ２４分

悲惨な交通事故を減少させ、安全で快
適な交通社会を実現させるため、ドライ
バーの守るべきルールとマナーを字幕
入りで分かりやすく解説します。

有



D６５
無事故の法則
～車を武器にしないために

（字幕版付き）
一 般 ドライバー ２２分

自ら招く危険をドラマとドライブレコー
ダーの映像で構成。そして、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。

有

D６７
ドキュメント交通事故
カメラは見た！なぜ、起こる、交差
点事故

一 般 ドライバー ２５分

ビデオカメラで撮影した追突の瞬間を
始め実際に起こった交差点事故を検
証、分析し、事故を起こさないようにす
るにはどうすればよいかをドキュメント
と再現場面で構成しています。

有

D７３
パパは風になった

（字幕版収録）
一 般 ドライバー ３０分

現実に起きた事例を参考にして、創作
されたものです。被害者家族に与える
心の傷が、いかに深いものか。ハンド
ルを握る全ドライバーへ、その責任の
重さを強く認識させるために、このドラ
マは訴えます。

有

D７４

交通事故の悲劇は続く
―重い後遺症を抱えた被害者と家
族の悲しみ―

（字幕選択式）

一 般 ドライバー ２２分

交通事故により、辛うじて一命を取り留
めたものの、脳に重い後遺症を抱えた
被害者と、日々介護に追われる家族を
取材し、交通事故がもたらす悲惨な実
態を明らかにし、すべのドライバーに強
く安全運転を促すものです。

有

D７６
どう防ぐ 高速道路事故
危険予測と安全確認

（字幕版収録）
一 般 ドライバー ２４分

B級ライセンス取得者でもある女性ドラ
イバー・藤本えみりが、実際に高速道
路を走行し、「高速安全運転５則」のポ
イントを徹底的に検証します。

有

D８５
危ない！ そこに歩行者が！
横断歩行者事故を防ぐ危険予測

一 般 ドライバー １９分

近年、交通死亡事故の多くを占める道
路横断中の事故を防ぐにはどうしたら
よいかを、危険予測スタイルでＣＧ技術
を用い分かりやすく解説しています。

有

D８７ 従業員の交通事故と企業リスク 一 般 ドライバー ２２分

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
任と法務責任」について解説。更に企
業に及ぶ「社会的・道義責任と法務責
任」や「企業損失についても解説してい
ます。

有

D６
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 ドライバー ２４分

高齢者も非高齢者も安全運転の基本
を守ることの大切さを示しています。高
齢化による心身機能と運動能力の変
化などもわかります。

有

D４０
運転免許返上！
あなたは運転をいつやめますか？

高 齢 者 ドライバー １７分

高齢者ドライバーの現状について地方
と都市部の交通条件の違いやインタ
ビューなどで説明し、東京・鹿児島での
免許返納者サービス制度の内容を紹
介します。

D５６
豊かな経験を運転に活かそう！
高齢ドライバー 事故防止のポイン
ト

高 齢 者 ドライバー ２５分

加齢に伴う「心身機能の低下」を運転
の中でどう補っていけばいいか、事故
事例、危険予測、体力づくりなどについ
て、実験を交えわかりやすく描いてい
ます。

D７０
林家たい平の
高齢ドライバーの交通安全

（字幕版付き）
高 齢 者 ドライバー ２１分

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安全運
転の大切さを示唆します。

有



D４６
危険を読め！死角を消せ！
原付ライダーのみなさんへ

一 般 バイク １８分

原付バイクと四輪者の最も多い事故例
を示しながら、原付バイクが事故に遭
わないためには、どのようなことに気を
つければよいのか、実際に様々な交通
場面を走行しながら安全運転のポイン
トを描いていく内容となっています。

D４７
ドキュメント交通事故
検証！二輪車事故
～事故から学ぶ安全運転～

一 般 バイク ２０分
二輪車の特性を再認識するとともに、
多発する二輪事故を分析してその原因
と対策を考えます。


