
【一般】

NO タイトル 対象 カテゴリー 概要 時間 字幕 購入年

C-1
ドライバーのための安全運転の基礎知
識

一般 ドライバー
ドライバー向け講習で扱われる「安全速度」
や「歩行者保護」「飲酒運転」「危険予測」など
１３のテーマに分けて解説しています。

６０分

（短縮
版２２
分）

H29.2

C-2
孫子の兵法に学ぶ安全運転への道
危険回避の知恵

一般 ドライバー
危険を発見する極意、己の中に潜む危険に
ついて、ドライブレコーダーが捉えた事故事
例を通して訴えます。

２５分
H20

(製作)

C-3
終わりなき悔恨
～飲酒運転の果てに～

一般 飲酒運転根絶

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
周囲に起こる悲劇を描いたドラマ形式の教材
です。

２８分 H27.4

C-4 事故映像に学ぶ安全運転講座 一般 ドライバー
実際の事故の様子を通して、その原因を探り
ます。実験や体験テストなどから、どうすれば
未然に事故が防げたのか学びます。

１５分 H29.2

C-5
運転支援装置を正しく理解しよう
～安全運転を続けるために～

一般 ドライバー
衝突被害軽減ブレーキなどの運転支援装置
についての説明とその注意点を紹介していま
す。

２１分 H29.5

C-6 危険です！勝手な思い込み運転 一般 ドライバー
ヒヤリハットの経験、安全行動、事故を起こし
た際のリスクの３部構成。

２１分 H29.5

C-7
自動車から緊急脱出
～水没・横転事故からのサバイバル～

一般 ドライバー
水没事故や横転事故について、シートベルト
の切断方法や横転車両からの緊急脱出方法
などを学びます。

２４分 H29.5

C-8
交通事故は防げる！事故映像から検
証する安全運転のポイント

一般 ドライバー

交通事故の現場映像、ドライブレコーダーが
捉えた事故映像を交えて、事故事例として特
に多い、追突事故、出会い頭、右左折時の事
故について解説しています。

１８分 有 H29.8

C-9
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
　　　　　　　　　　　（字幕選択式）

一般 ドライバー

ドライブレコーダーに記録された５つの事故
事例から、事故に繋がりやすい状況を抽出
し、安全確認の方法と危険に備えた運転の
方法を分かりやすく説明しています。

２０分 有 H30.1

C-10
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～

一般 ドライバー

自動車と歩行者との事故においてその割合
が特に高い子供と高齢者の事故に注目し、
注意すべき点を解説します。また、夜間の走
行時における歩行者との事故のリスクと対策
を学びます。

２０分 有 H30.1

C-11
実録！ドライブレコーダー映像記録分
析

一般 ドライバー
事故ヒヤリハット映像や、道路、環境特性に
潜む危険と対策について学びます。

３７分 H26.10

C-12
安全運転のための条件
～危険予測で事故を防ぐ～

一般 ドライバー

住宅街、信号機のない交差点など様々な交
通場面の事故事例を検証し、危険予測と回
避の方法を具体的に分かりやすく解説しま
す。

２０分 H31.1

ＤＶＤリスト（研修センター）



C-13
見直そう！あなたの運転～事故を防ぐ
ための運転操作～

一般 ドライバー

事故の現場映像やドライブレコーダー映像を
交えながら、アクセルとブレーキの踏み間違
い事故や高速道路、カーブでの事故などを取
り上げ、安全運転のポイントを学びます。

２０分 有 H31.1

C-14
切り裂かれた未来
～飲酒運転の代償～

一般 飲酒運転根絶
飲酒運転により死亡事故を起こした加害者、
その家族にふりかかる悲しみと苦しみを描
き、飲酒運転に警鐘を鳴らします。

２６分 有 H31.1

C-15
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～

　　　　　　　　　　　（字幕選択式）
一般 ドライバー

「あおり運転」をしないための心構えや「あお
り運転」に遭遇した時の対処法を解説。交通
事故を防ぐためには思いやりとゆずり合いの
心が大切であることを伝えます。

１６分 有 R2.1

C-16 運転中自然災害が…（一般道路編） 一般 ドライバー

車を運転中に地震やゲリラ豪雨に遭遇した
ら、ドライバーはどのように危険を回避したら
よいのか、日頃の備えと正しい知識の大切さ
を訴えます。

２０分 R2.1

C-17
事故への警告！ヒヤリ・ハット
　　　　　　　　　　　　（字幕選択式）

一般 ドライバー

ヒヤリ・ハットがあったとき「事故にならくて良
かった」と安心して終わるのではなく、「事故
への警告」と受け止め。安全運転に活かすこ
とを訴えます。

２２分 有 R2.4

C-18
防衛運転　７つのポイント
事故を起こさない　起こさせない
　　　　　　　　　　　　（字幕選択式）

一般 ドライバー

自分が原因の事故を回避するだけでなく、も
らい事故に巻き込まれる確率を減らし、事故
発生時の被害を最小限に抑える「防衛運転」
のポイントを確認します。

１８分 有 R2.4

C-19
油断することなかれ！～見える危険・
見えない危険、そして自分自身に潜む危険

～ （字幕選択式）
一般 ドライバー

しっかり注意をすれば「見える危険」、死角に
なって確認できない「見えない危険」、そして、
「ドライバー自身に潜む危険」に対して、いか
に注意力を高め、交通事故を起こさないよう
にするかを学びます。

２０分 有 R4.2

C-20
横断歩行者の交通事故を
撲滅するのだ！

一般 ドライバー

デーモン閣下扮する地球交通事故撲滅本部
本部長が日夜地上を観察し、交通違反者に
正しい交通ルールを教えます。横断歩行者
の交通事故防止のために、運転者・歩行者
それぞれにルール遵守を訴えます。

１８分 R2.4

C-21

アルコールについての正しい知識を！
～本当にわかっていますか？飲酒運転の
危険性～
　　　　　　　　　　　　（字幕選択式）

一般 飲酒運転根絶

一瞬にして重大事故を引き起こし、人生を変
えてしまう飲酒運転。飲酒運転を防止するに
は、アルコールについて正しく知る必要があ
ります。「自分は大丈夫」と思い込みがちな
ケースを取り上げ、アルコールが及ぼす影響
について説明します。

２３分 有 R2.12

C-22
いのちを守る！運転者（ドライバー）の
責任
　　　　　　　　　　　　（字幕選択式）

一般 ドライバー

「いのちを守る」をテーマとして、悲惨な二つ
の交通事故を取り上げ、事故を起こしたドラ
イバーが負う３つの法的責任と社会的責任に
ついて改めて学びます。

２０分 有 R2.12

C-23
３つの危険を絶て！
～宮本武蔵　観の目に学ぶ～
　　　　　　　　　　　　（字幕選択式）

一般 ドライバー

五輪の書の中で説かれている「観」と「見」。
その違いは何か、運転において「相手をいか
に見るべきか」のヒントが隠されています。
「見えない危険」「相手の特性から生まれる危
険」「己の中の危険」を解説します。

１７分 有 R2.12

C-24
夢を奪ったハンドル
～飲酒・居眠り・ながら運転の悲劇～
　　　　　　　　　　　　（字幕選択式）

一般 ドライバー

交通死亡事故を起こし、実刑判決を受けたド
ライバーを収容する市原刑務所。その受刑者
の反省の声をタテ軸に残された被害者家族
の悲しみを捉えながら、加害者にも被害者に
もなってはいけないことを訴えます。

２６分 有 R2.12

C-25

これくらいならと甘くみてはいけない
～一般ドライバー向け交通安全ケース

スタディ～
　　　　　　　（字幕選択式）

一般 ドライバー

後部座席シートベルト非着用、思い込み、ス
マホ操作に関わる事故、あおり運転を取り上
げ、これくらいならと甘く見てはいけないポイ
ントを学びます。

２２分 有 R4.2



【高齢者】

NO タイトル 対象 カテゴリー 概要 時間 字幕 購入年

B-1
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

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。

２２分
H19

(製作)

B-2
見る待つ止まる確かめる！
シルバーエイジの交通安全
～歩行者と自転車～

高齢者 全般
高齢者が事故に遭わないためにはどうしたら
良いか、歩行中・自転車運転中に多い事故と
その防止策を紹介しています。

２６分
H20

(製作)

B-3
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

加齢からの判断能力の減退、若い時と同じ
感覚で無理をする行動など、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。

１９分
H21

(製作)

B-4
いつもでも安全運転を！
～高齢ドライバーに必要なこと～

高齢者 全般

高齢ドライバーに多い事故例を示しながら、
どのようなことに注意をすれば事故を防げる
のか、「老いに気づき、いかに老いを補うの
か」をポイントに安全運転の秘訣を示します。

１５分 H29.2

B-5 三遊亭小遊三の高齢者の交通安全 高齢者 全般

身体能力の衰えを自覚した歩き方と自転車
の運転ルールを紹介し、高齢者の皆さんが
楽しく分かりやすく理解していただける内容で
す。

１９分 H29.2

B-6 シニアドライバーの安全運転 高齢者 全般
出会い頭事故、追突事故、右左折時の事故
において、高齢者ドライバーの特徴を踏まえ
て解説しています。

２５分 H29.5

B-7
シルバー世代のみなさん！
正しい道路の横断、してますか？

高齢者 全般
高齢歩行者の事故の特徴を取り上げ、危険
な道路横断や夜の道の横断の危険について
解説しています。

１８分 H30.1

B-8 沼田爆の高齢ドライバーの交通安全 高齢者 全般

高齢者講習を受けにきたドライバー。交通
ルールや安全運転に関する知識を再確認し
ます。身体能力を自覚し、明るく元気に運転
し続ける方法を紹介しています。

２３分 H31.1

B-9
自分の運転のここが危ない！
高齢ドライバー安全運転のポイント

高齢者 全般

加齢に伴う心身機能の低下は、運転にどん
な影響をもたらすのか、「有効視野の低下」と
「ペダルの誤操作」をテーマに解説していま
す。

２０分 R2.1

B-10
シニアドライバーの安全運転
～楽しく安全運転を続けるための
車との付き合い方～ （字幕選択式）

高齢者 全般

高齢ドライバーの数は年々増加し、交通事故
も重大化につながるリスクが高いため、楽しく
安全に運転を続けていくためにはどうしたら
いいか、は大きな課題です。

２１分 有 R4.2

B-11

日々是安全
加齢による変化と上手に付き合う
～高齢ドライバー向け交通安全ケース
スタディ～ （字幕選択式）

高齢者 全般

誰しも加齢に伴って生じる身体機能などの衰
えは、避けて通ることはできません。それを補
うため、余裕のある行動や慎重な運転を３つ
の事例を基に考えていきます。

１８分 有 R4.2

B-12
はなちゃんとやじきたの交通安全
～高齢歩行者・自転車向け交通安全
ケーススタディ～ （字幕選択式）

高齢者 全般

やじさんきたさんのおじいちゃんコンビと、孫
娘のようなはなちゃんが登場し、ドラマ形式で
交通ルールを学ぶことができます。　高齢者
の方に注意してほしい、いくつかの場面を見
ていきます。

２０分 有 R4.2



【幼児・小・中・高】

NO タイトル 対象 カテゴリー 概要 時間 字幕 購入年

A-1
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
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。

１５分
H20

(製作)

A-2
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

歩行
安全な道路の歩き方や、横断歩道のわたり
方、信号についてなど交通ル―ルの基本を
学んでいきます。

１２分
H21

(製作)

A-3
みんなで学ぼう！
交通ルール

幼児
小学校低学年

歩行
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。

１３分
H21

(製作)

A-4
自転車も車両です
～交通安全への意識改革～

小学校
一般

自転車

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。

２１分 有
H21

(製作)

A-5
のぶながくんの
自転車のルールを守るのじゃ

幼児
小学校低学年

自転車
自転車の通行場所、横断歩道のわたり方な
ど、のぶなが君とひでよし君といえやす君と
一緒に学びましょう。

１２分 H27.4

A-6
サヤカと自転車との約束
～守ろう！自転車の交通ルール～

小学校 自転車

自転車の走るところ、歩道の走り方、歩行者
との事故など、正しい例と悪い例を示し、小
学生にも分かりやすく交通ルールを説明して
います。

１８分 H29.2

A-7 三太郎とかぐや姫の交通安全
幼児

小学校低学年
歩行

浦島太郎、桃太郎、金太郎、かぐや姫ととも
に、道路の歩き方や横断歩道の渡り方を学
びます。

１４分 H30.1

A-8 自転車の交通安全ガイド 中学生以上 自転車

多数発生している「一時停止違反」や「信号
無視」「歩道での乱暴な運転」などの交通
ルール違反を理解し、安全に正しく乗るため
の交通ルールを紹介しています。

１８分 H30.1

A-9
知ってる？守ってる？
自転車の交通ルール

小　学　生 自転車
いつも自転車に乗っているけど、よくわからな
いルールもある…〝ルールの神様″が出題
するクイズを主人公と一緒に学びましょう。

１９分 H31.1

A-10
ハローキティとまなぼう！
こうつうルール

幼児
小学校低学年

歩行
キティとミミィがママに教えてもらいながら、基
本的な交通ルールを学びます。可愛いキャラ
クターと一緒に学習しましょう。

１４分 R2.1

A-11
うしわかまるのこうつうあんぜん
　　　　　　　　　　　（字幕選択式）

幼児
小学校低学年

歩行
現代にタイムスリップしたルールを知らない
牛若丸に、カラス天狗が交通ルールを教えな
がら、くらま山を目指します。

１０分 有 R2.1

A-12
うしわかまるの自転車交通安全
　　　　　　　　　　　（字幕選択式）

幼児
小学生

自転車

現代にタイムスリップした牛若丸は初めて自
転車に乗ることに…。しかし道路には危険が
いっぱい！点検や標識、信号交差点での右
折など、自転車の交通ルールを学ぶことがで
きます。

１２分 有 R2.1



A-13
一瞬の過ち　失われた未来
女子大学生 ある自転車死亡事故より

中学生以上 自転車

ある女子大生が自転車で死亡事故を起こし
たことにより、順風満帆だった人生が一変し
てしまいます。自転車も乗り方を誤れば凶器
となり得ることを強く訴えます。

２１分 R2.1

A-14

小学生の自転車教室
～交通ルールを学んで事故に あわな
い おこさない～
　　　　　　　　　　　（字幕選択式）

小　学　生 自転車

子ども達にとって楽しく便利な自転車。しかし
自転車は車の仲間であり、決められた交通
ルールを必ず守る必要があります。２人の小
学生が考えながら正しい乗り方を学ぶ姿をみ
て、一緒に学習しましょう。

１７分 有 R2.12

A-15
ミヤモトムサシのこうつうあんぜん
五輪の書

幼児
小学生

歩行

「こうつうあんぜん五輪の書」をもとに、道路
の歩き方や横断歩道の渡り方、信号の見方
などをかわいいキャラクターと一緒に学ぶこ
とができます。

１４分 R2.12

A-16
知ってほしい、自転車加害事故の現実
～自転車通学をする生徒・学生のみなさん
へ～

中学生以上 自転車

実際に事故にあった裁判記録をもとに、加害
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します。自転車通学を
する全ての方に見ていただきたい教材です。

１８分 R3.1


	研修センターDVDリスト

