
ＮＯ 題　　　　名 対　象 視聴時間 内　　　　　　　　容

母親

1 24分

（ＶＨＳ）

2 ドライバー 25分

（ＶＨＳ）

3 20分

（ＶＨＳ）

中・高校生

4 一般 20分

（ＶＨＳ）

高齢者

5 ドライバー 22分

（ＶＨＳ）

6 18分

（ＶＨＳ）

7 ドライバー 28分

（ＶＨＳ）

8 ドライバー 37分

（ＶＨＳ）

9 ドライバー 22分

（ＶＨＳ）

幼児

10 低学年 11分

（ＶＨＳ）

11 ドライバー 22分

（ＶＨＳ）

12 ドライバー 21分

（ＶＨＳ）

13 20分

（ＶＨＳ）

幼児

14 低学年 14分

（ＶＨＳ）

幼児

15 低学年 14分

（ＶＨＳ）

16 21分

（ＶＨＳ）

17 一般 13分

（ＶＨＳ）

18 25分

（ＶＨＳ）

幼児 　

19 低学年 15分

（ＶＨＳ）

 

20 一般 20分

（ＶＨＳ）

なぎら健壱のHAVE A NICE DRIVING

ＯＨ！ナイスドライブ

危険を予測する原付の安全運転

第二次交通戦争と防衛運転

子どもは大人と違うことを様々な実験を通して実証的に描き、子ども
の行動特性の上に立った幼児の交通訓練の実際を示します。

様々な実験を通して車の動きを具体的に知ることから、若者が起こす
事故への科学的なアプローチを行い、安全運転のためには、マシン
コントロールとヒューマンコントロールの２つが必要なことを訴える内
容です。

高齢者
日常の高齢者の交通行動に潜む危険性について、高齢者の心理・
身体特性及び自動車の特性を織り交ぜながら実証的に説明し、安全
な交通行動の仕方を具体的な映像で訴える内容です。

高校生などの自転車の危険な乗り方のシーンを見せながら、安全走
行のためのルールとマナーを解説しています。

ベテランドライバーであるタレントの荒井注さんが、シルバードライ
バーの安全運転について考えていきます。

　愛知県では、交通安全教育用として、ＤＶＤ・ビデオを貸出しています。幼稚園・保育園・学校・職場・地域の会合や研修等
において、ご活用ください。
　ビデオテ－プ・ＤＶＤをご希望の方は、愛知県防災安全局県民安全課までご連絡ください。
　電話０５２－９５４－６１７７（ダイヤルイン）

交通安全ビデオ　貸出リスト

幼児教育に携
る者

みんな知らない僕たちの世界
　～幼児の交通安全教育～

２つのコントロール
　～ハイセンスドライバーをめざして～

お元気ですか

若者
車の快適な運転（安全運転）とは何かを、若者の心理にフィットする
ゲーム感覚、ＣＧ（コンピューターグラフィックス）を駆使した画像で興
味深く描く内容です。

第二次交通戦争の背景にはモラルの低下があげられる。酒酔運転、
赤信号なのに交差点へ入るトラック等から身を守る運転を解説しま
す。

ダミー人形の実験映像により、シートベルト非着用時の「衝撃力」、
「人体の挙動」を体験し、シートベルトの重要性を訴える作品です。

ダミー人形の実験映像により、後席のシートベルト非着用時の怖さ、
特に小さい子どもへの安全の配慮の重要性を訴える作品です。

かわいい動物たちの登場する楽しいアニメを通して、飛び出し事故を
中心とする交通ルールの大切さをわかりやすく訴える作品です。

テレビ等で活躍中のなぎら健壱が出演し、安全で快適に運転できる
よう、わかりやすくドライブマナーを解説した作品です。

スタジオにＯＬ１００人を集め、トレンディ情報番組のスタイルでドライ
バーのための最新情報を提供する作品です。タレントの渡辺正行、
細川ふみえ等が出演しています。

原付事故原因の大半を占める前方不注意に焦点を合わせた作品
で、視聴者の視野にたって考えるように構成されています。

かわいいパンダのトントンとユウユウや守君に登場してもらい、飛び
出しの怖さや、交通ルールをまもることの大切さを一緒に考える作品
です。

テレビでおなじみのマリーベルとその仲間に登場してもらい飛び出し
の怖さや信号を守ることの大切さ、道路であそぶ危険性について子
供達と一緒に考える作品です。

小学生
小学生の事故原因の大半を占める飛び出し、横断中の事故につい
て、事例に基づき特徴や防止方法をＱ＆Ａ方式でわかりやすく描い
た作品です。

夜の交通安全は見えることから…反射材があなたを守ります。

高齢者
教える方も落語家なら、教わる方も落語家。交通ルールやマナーを
面白おかしく指導します。

今、子どもたちに大変人気のある「はれぶた」シリーズの則安君とそ
の仲間たちに登場してもらい、飛び出しの恐さや、交通ルールを守る
ことの大切さなどを一緒に考えます。

シートベルトの着用がなぜ必要なのかを科学的に分析し、さらに、実
際に大事故に遭いながら、シートベルトを着用していたために命をと
りとめた事故体験者の話を交え、シートベルト着用の必要性を訴えま
す。

はれときどきぶた
　～のりやすくんの交通安全～

ストップ・ザ・自転車事故

安心ドライブ広がる世界
　～豊かなシルバーエイジのために～

クルマは友だち
　～若者たちへのメッセージ～

ザ・シートベルト
ダミーからのメッセージ

ザ・シートベルト２
　～シートベルトをしなくてもよい席は
　　　　　　　　　　　　　　　　どこにもない～

ナンちゃんの交通安全

トントン・ユウユウの交通安全

マリーベルの交通安全

バット大王の交通安全Ｑ＆Ａ

夜間の交通安全

落語長屋のお年寄りの交通安全

カチッとしてからスタートを
　～あなたを守るシートベルト～



ＮＯ 題　　　　名 対　象 視聴時間 内　　　　　　　　容

21 一般 20分

（ＶＨＳ）

22 ドライバー 20分

（ＶＨＳ）

高齢者

23 ドライバー 20分

（ＶＨＳ）

24 高齢者 20分

（ＶＨＳ）

一般

25 自転車利用者 10分

（ＶＨＳ）

26 一般 25分

（ＶＨＳ）

27 13分

（ＶＨＳ）

28 一般 10分

（ＶＨＳ）

29 30分

（ＶＨＳ）

30 34分

（ＶＨＳ）

31 一般 20分

（ＶＨＳ）

32 一般 25分

（ＶＨＳ）

33 一般 27分

（ＶＨＳ）

34 一般 25分

（ＶＨＳ）

35 22分

（ＶＨＳ）

36 一般 18分

（ＶＨＳ）

37 一般 29分

（ＶＨＳ）

中年者

38 高齢者 27分

（ＶＨＳ）

幼児  

40 低学年 15分

（ＶＨＳ）

幼児

41 低学年 17分

（ＶＨＳ）

42 25分

（ＶＨＳ）

一般

43 ドライバー 29分

（ＶＨＳ）

走行中の車の性能・コントロールの限界と、実際に事故の起こりやす
い地点や状況を解説しながら、危険に近づかない運転テクニックの
必要性を訴えかける内容です。

交通事故を起こした場合、加害者には刑事責任、行政上の責任、民
事上の責任を負わなければなりません。高校生でも責任を逃れるこ
とはできません。

高齢ドライバーは、自分では若いと思っているが、体の機能（判断能
力、視力等）は衰えているという実態を、一般道路及び高速道路を使
用し、朝から夜までのドライブをドラマ風に仕立てた内容です。

街にやさしいテクニック
　～危険に近づかない運転法～

事故
　～問われる責任と保証～

お元気ですか（４）
　～豊かな経験を安全運転へ～

自転車に乗っていて事故に遭った高齢者が、自分の非を認めようと
しないが、走る車の中から自分と同じような行動をしている高齢者を
見て、自分の危険な行動を反省する内容です。

自転車利用者自身が気がついている日常の危険を具体的に指摘
し、安全で正しい自転車の乗り方を指導します。

高校生
バイク通学を認めている高校の生徒が登場し、「スピードを出さな
い」、「信号を守っている」など、実際に運転している立場から、安全
運転について語りかける内容です。

大切な子どもたちを交通事故から守るのは、子どもの体にあったチャ
イルドシートを使用することであるということを、ダミー人形を用いた
実験で実態を見聞する内容です。

高校生
ドライバーの立場から見ると高校生の行動がいかに危険かを実際の
事故例で示しながら、みんなで考えてみようと疑問を投げ掛けなが
ら、高校生自身に訴えかける内容です。

・高速運転の心得
・自動車の安全対策
・先端のカーテクノロジー（４ＷＳ等）ほか

中学生

交通事故に遭わないためには、きちんと交通ルールを守る、ちょっと
した注意を怠らない、交通マナーを忘れないなど、歩行者や自転車
の立場から、道路や交差点などの横断や通行の基本と具体的な注
意事項を示しています。

主人公は２台の車に分乗してドライブに出かけるが、ガソリンがない
のに気付きスタンドへ。仲間から遅れてしまった主人公は、早く追い
つこうと強引な追越しをかけて、ついに…。

スポーツタレントの渡辺絵美さんが自らの体験を踏まえ、「事故・特に
シートベルト非着用による悲しみを誰にも味わって欲しくない」という
願いからキャスターとして出演しています。

追突から身を守るために必要な知識やテクニックを、現実の交通実
態の観察や各種のテスト、実験映像を交えて紹介する内容です。

小学校５年生の目で交差点での事故、直進オートバイと右折乗用車
の事故や出合頭の事故を検証し、事故の問題点を探る内容です。

一般（母親、母
の会等）

幼い子ども、幼児の交通安全を実践するのは母親です。こうしたこと
から、母親として子どもとの接触の仕方をはじめとして、幼児の交通
安全教育を考える内容です。

・正しいドライビングポジション・シートベルトの正しい装着
・シートベルトの正しい装着
・オートマチック車の正しい操作
・カーブでの車の特性       など

身近なシチュエーションを例とした実験を通じて、チャイルドシートの
使用・不使用、正しく装着・着用できているのかどうかによって、事故
に遭ってしまった場合にどのような違いが生じるのかを検証する内容
です。

お年寄りの交通安全に、現職のお巡りさんが、学生時代の落語体験
を、教育指導に生かし、落語でお年寄りたちとの交流を深めることに
より、お年寄りたちが積極的に学習し、実践するようになった実話に
基づいた、明るい愉快な交通安全映画です。

ＮＨＫテレビ「母の子のテレビ絵本」で放映され、熱い感動の大反響を
よんだ、女優秋野暢子原作の「あいしているよマクリー」です。勇気と
強さとやさしさを持った魔法が使えるマクリーが、子どもたちに交通安
全のルールと大切さを、楽しく教える内容です。

交通安全の基礎は楽しみながら。スーパーヒーロー「桃太郎」とイヌ、
サル、キジの名脇役が、それぞれの持味を活かして基本を確認。
ユーモアとリズムで覚え、交通標識もプラスした内容です。

一般家庭
家族（両親、９才男児、６才女児）そろって、家のまわりや通学路の危
険をチェックするなど、大人自らが交通ルールやマナーを守り、子ど
もの手本になり、交通ルールの大切さを教えます。

事故事例を検証しながら、夜間運転の怖さを訴えるとともに、夜間の
交通事故はどんなところで、どのようなかたちで、なぜ発生し、それを
防ぐにはどうしたらよいかを描き、夜間の交通安全を訴える内容で
す。

お元気ですか（３）
　～安全なシルバーライフを願って～

好きです自転車
　～自転車の安全な乗り方～

高速道路の安全運転
　～SAFETY ON HIGHWAY～

車社会の一員として

子どもにもチャイルドシートベルトを
　～わが子を守るために～

心のすきまに忍び寄る危険
　～高校生の交通安全～
　（県教委作成）

なくさないで！笑顔
　～中学生の交通安全～
　（県教委作成）

見なおしませんか。あなたの運転
　～満点運転をめざして～

シートベルト 誰のため 自分のため

追突
　～混合交通の落とし穴～

交差点  交響曲

ある母の会の幼児交通安全教室

セーフティドライブのすすめ
　～車の特性と正しい操作～

ザ・チャイルドシート
子供たちを守るために

お年寄りの愉快な交通安全

マクリーの交通安全

あっぱれ桃太郎の交通安全

家族そろって安全ウォッチング
　～子どもを交通事故から守る～

夜は危険がいっぱい
　～夜間の交通安全～



ＮＯ 題　　　　名 対　象 視聴時間 内　　　　　　　　容

44 21分

（ＶＨＳ）

45 16分

（ＶＨＳ）

46 35分

（ＶＨＳ）

47 21分

（ＶＨＳ）

48 18分

（ＶＨＳ）

49 12分

（ＶＨＳ）

50 25分

（ＶＨＳ）

51 32分

（ＶＨＳ）

12分

52

（ＶＨＳ）

53 32分

（ＶＨＳ）

幼児

54 低学年 14分

（ＶＨＳ）

幼児

55 低学年 15分

（ＶＨＳ）

幼児

56 低学年 13分

（ＶＨＳ）

 16分

57 一般 （ＶＨＳ）

ドライバー 手話入り版

 

58 一般 23分

ドライバー （ＶＨＳ）

59 25分

（ＶＨＳ）

字幕版

一般

60 ドライバー 18分

（ＶＨＳ）

幼児

61 低学年 12分

（ＶＨＳ）

62 ドライバー 25分

（ＶＨＳ）

 

63 ドライバー 24分

（ＶＨＳ）

高齢者
三笑亭夢楽の出演により、何故、高齢者の事故が増えているのかを
探りながら、高齢者自らが、交通安全について考え、行動することの
大切さを訴える内容です。

チャイルドシートは安全のルール

いつもの道にひそむ事故
　～家族で考える高齢者の交通安全～

低学年
自転車の安全な乗り方をアニメで、分かりやすく楽しく学びます。 自
転車の交通安全は、道路の左側を通ること。二人乗りをしない。信号
を守る。交通ル－ルを守ることも学びます。

高齢者
釣り仲間の１人が交通事故で命を落としてしまいました。高齢化によ
る身体機能の低下が事故の原因？高齢者ドライバ－が安全運転を
するための注意点とは？

一般
信号無視で自動車と衝突、一時不停止で歩行者と衝突、安全不確認
で自動車と衝突と事故事例をあげて交通安全について考えていきま
す。

一般
ダミー人形の自転車と自動車の衝突実験映像により、「衝撃力」の怖
さ、夜間の安全対策を訴える作品。

一般
チャイルドシートの固定方法を紹介するとともに、取りつけのポイント
を説明していく。また、チャイルドシートの選び方の８大原則として８つ
の観点からポイントを紹介していく内容です。

高齢者

高齢者のいる家庭を舞台に、劇構成でストーリーを展開。指導者と参
加者との質疑応答の中でそれぞれの交通場面に潜む危険とその安
全な対応の仕方を参加者自らが考え、話し合える「参加・討論型」の
内容です。

高齢者

道路を横断する時、夜道を歩く時などと、各事例に１話が完結するオ
ムニバス形式のビデオ。指導者と参加者との質疑応答の中で、それ
ぞれの交通場面に潜む危険とそこでの安全な交通行動の仕方を参
加者自らが考え、話し合えるよう、要点箇所において画面左上に赤
いストップサインが点滅します。視聴者参加型ビデオです。

一般 1976年に世界ではじめてチャイルドシートの着用を法制化したオース
トラリアの「チャイルドシート事情」をまとめた内容です。

高齢者

高齢者の日常の暮らしの中で起こりやすい交通事故の事例を取り上
げ、指導者と参加者の質疑応答の中で、それぞれの交通場面に潜
む危険を予測し、そこでの望ましい交通行動の仕方を参加者自らが
考え、話し合える「参加型・討論型」ビデオです。

「おジャ魔女どれみ」が登場し、歩行者として気をつけなけなければ
ならない交通ル－ルを楽しく学べます。

｢キョロちゃん｣が登場し、エンゼル島の愉快な仲間たちと活躍しま
す。交通安全マンの不思議な願いを聞いて、仲間と一緒に交通ルー
ルを勉強する内容です。

交通ルールを知らないと大変！ひょんなことから、近代的な街「ワイ
ルドキャットタウン」へ行ってしまう一同。生まれてはじめて見る信号
や車・車道等に右往左往。そんな一同に｢ニャンダーかめん｣がその
場その場で交通ルールを教えます。

交差点とその付近で多発している事故事例を取り上げ、危険予測と
ドライバー自身の心の問題に触れながら、安全走行ポイントを描き、
事故防止への一層の努力を強く訴える内容です。レポーター役は愛
川欽也。

チャイルドシートの基本的な種類と取り付け方法のチェックポイントを
確認できます。取付け講習会等における指導用教材として、また、一
般家庭でも手軽に活用できます。

高齢者

お年寄りが歩行中、自転車運転中に交通事故に遭わないよう、「道
路に潜む危険」「加齢に伴う身体機能の変化」「交通ルールとマナー」
について、ナビゲーターの宍戸錠さんの実体験を通して、分かりやす
く楽しく描いています。

携帯電話の普及から、わき見運転の危険性を強調し、安全確認の重
要性と事故防止の心構えを描いています。

作文をもとに子どもの視点から、通学路にある車が通って危ないとこ
ろや、道路の横断方法、踏み切りについて学べるとともに、交通安全
と家族の気持ちを描いています。

「心に潜む危険」をキーワードに、２つの街の交通事故を24時間体制
で4週間取材し、心の状態やコンディションが運転にどう影響を及ぼ
すか、交通事故を起こさないためには、どうしたらよいのかについて
描いています。

運転に伴う道徳上、法律上の責任について考えるとともに、危険運
転致死傷罪及び改正道路交通法による悪質危険運転に対する厳罰
化の意味について学べます。

交通犯罪
車を凶器にかえるな！
悪質・危険運転に対する罰則課の意味

微笑みを、いつまでも
　～高齢者の交通事故の特性を考える
～

忍たま乱太郎の自転車安全教室

シニアドライバ－
　～急増する高齢ドライバーの事故～

守っていますか？正しい乗り方
　～自転車の交通事故を防止するため
に～

「自転車事故」
　～自転車に乗ったダミーと
                   車の衝突実験～

危険な瞬間
　～高齢者の交通安全～

チャイルドシート先進国オーストラリア

事故から身を守る
　～危険の予測～

おジャ魔女どれみの交通安全

キョロちゃんの交通安全

ニャンダーかめんの交通安全

危険を読む
　～交差点での安全な運転方法～

チャイルドシートの取り付け方

道路には危険がいっぱい
　～お年寄りの交通安全～

一瞬にひそむ危険
　～わき見運転による
　　　　　事故を起こさないために～

いってきます。

ドキュメント　交通事故
油断！出会い頭の恐怖
　～心に潜む危険～



ＮＯ 題　　　　名 対　象 視聴時間 内　　　　　　　　容

64 ドライバー 24分

（ＶＨＳ）

セイフティ博士の『日本の交通ルール、
知ってますか？』

日本の交通ルールやマナーを分かりやすく説明するとともに、交通事
故の悲惨さを呼びかけます。

65 ・日本語版 （目次）

66 ・英語版 1.歩行者の場合

67 ・ポルトガル語版 2.自転車について

68 ・スペイン語版 16分 3.運転免許証について

69 ・中国語（北京語）版 （ＶＨＳ） 4.自動車の運転

70 ・韓国語版 5.交通事故を起こした場合

6.自動車保険

71 ドライバー 17分

（ＶＨＳ）

72 19分

（ＶＨＳ）

 

73 ドライバー 18分

（ＶＨＳ）

74 　20分

（ＶＨＳ）

76 ドライバー 17分

（ＶＨＳ）

幼児

77 小学生（低学年） 13分

（ＶＨＳ）

幼児

78
小学生（低学

年）
18分

（ＶＨＳ）

『見通しの良い通りでの死角・心の状態が作る死角・夜の道での死
角・飲酒運転の悲劇・信号のない交差点での危険・スピードと心理・
優良ドライバーからの提言』という構成で、事故への心の動きを探り
ます。

事故とドライバー心理
心の死角を検証する

運転中の携帯電話の着信応答時、発信時、通話をしながらの運転の
危険性や、運転中の携帯電話使用に対する罰則について解説する
とともに、運転中のカーナビゲーション等の操作の危険性についても
触れています。

テレビで大人気の「おジャ魔女どれみ」ちゃんが登場。自転車に乗る
ときに気をつけなければならない交通ルールを楽しく学べます。

自転車事故が増え続けています。免許が無くても自転車には乗れま
すが、自転車免許制度取得を通じて、交通ルールや運転技術を学
び、事故防止に役立てます。

外国人

フロントガラスの装飾板は、死角を広げてしまうことになること、ダンプ
カ－に乗って死角を検証する他、車の構造上の死角、駐車車両の死
角、見通しの悪い道路の死角を意識して運転することを呼びかける
内容です。

幼児
「スプー」が登場し、歌のお姉さんとともに、お芝居やクイズなどを通
して、信号の見方、飛び出しの危険や遊んでいい場所・悪い場所な
ど、交通ルールの基本を楽しく身に付けられます。

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を字幕
入りで分かりやすく解説し、交通事故の防止に役立つ内容です。

高齢者
夜間、道路を歩行するときの注意点、自転車に乗るときの注意点、自
動車を運転するときの注意点を分かりやすく解説しています。

見えない危険
～ダンプカ－の死角～

優良運転者の条件
　～必ず守ろう６ヶ条～

毒蝮三太夫と
今日も元気で交通安全！
　～高齢者のための交通安全～

危ない！運転中の携帯電話

おジャ魔女どれみの自転車安全教室

ポンカンマンの自転車免許教室

スプーといっしょにまもろうね
こうつうルール


