
1　交通安全

種類 整理番号 作品名 世代 分類 時間 アニメ 内容

DVD D-180 ストップ！　自転車の危険運転 中学生 交通安全 20分
交通違反しない、事故に遭わないために、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、安全で安心できる交通社会をつくることを中学生たちに訴えます。

DVD D-211 できたかな？あんぜんかくにん 幼児 交通安全 13分 ○
ケンタと愛猫ニャンタや猫の仲間達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された内容。

DVD D-216 ヘルメットはかぶってね 幼児 交通安全 15分 ○
自転車をプレゼントされたサル太郎と姫子が、ヘルメットをきちんとか
ぶって街へ出て、色々な子供達と出会い、様々な場所で自転車走行の
交通ルールを学んでいく。

DVD D-217 クルマ大好き！ 幼児 交通安全 15分 ○

ケンタと愛猫ニャンタを主人公に、チャイルドシートを着用しない恐ろしさ
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遭う危
険があることを描き、正しい交通ルールを学んでいくことの大切さを子供
たちに訴えていきます。

DVD D-273 ヒヤリ・ハットに学ぶ高齢者の交通安全 高齢者 交通安全 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せっか
ちな行動、考え事など注意散漫な時にヒヤリハットした経験。それらを振
り返り、歩行・自転車・ドライバーそれぞれの立場での交通事故予防を
心がけます。

DVD D-339 自転車も車両ですー交通安全への意識改革ー 小学生 交通安全 21分

自転車に乗る人・ドライバー・歩行者に「自転車も車両」という意識と責
任感を持たせ、自転車安全利用５則に加え、「かもしれない運転」「車の
特性の理解」「思いやり運転」を具体的に紹介して事故防止を目指しま
す。

DVD D-340
誰もがいずれは高齢者ー高齢者の交通事故を
なくすためにー

高齢者 交通安全 24分
高齢者になると運転にどんな変化が現れるのか？高齢者と非高齢者が
それぞれ注意することは？などを事故映像・CG・実験・専門家の説明・
インタビューを使い解説する。

DVD D-353 無事故の法則 一般 交通安全 22分
人が自ら招く危険をドラマと事故映像（ドライブレコーダー）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「交通ルール・危険予
測・平常心・体調」をわかりやすく解説します。

DVD D-355 あっ危ない！必ずとまってみぎひだり 小学生 交通安全 16分

少年サッカークラブで活躍する小学生が見通しの悪い路地から飛び出し
車と接触、足を骨折する事故に遭う。今まであまりに無関心だった大人
達、サッカークラブの父兄達が中心となって地域の交通安全教育に取り
組み始める。

DVD D-441 一秒のミス　心のミス　-危険予測と安全確認- 一般 交通安全 19分

実際の事故を捉えたドライブレコーダーの映像や事故の再現映像を織り
交ぜながら検証する。また、B級ライセンス取得者の女性ドライバーが事
故の多発する様々な交通場面を走行しながらその場面に応じた安全運
転のポイントを検証する。

DVD D-477 冬道の危険を知る　安全に走行するために 一般 交通安全 18分
スリップ・雪による視界不良による事故はどのようにして起きているの
か、どんな場面が危ないのか、基本的な知識を具体的に紹介し解説し
ている

DVD D-562
高齢者のみなさん！
いつも安全確認していますか？

高齢者 交通安全 17分
交通事故における高齢者の死者の割合は増加傾向にあります。歩行
者・自転車利用者が事故に遭うケースでは、事故例を分析し防ぐポイン
トを考えます。ルールを厳守しマナーを再確認する必要を訴えます

DVD D-587 守ってますか？自転車のルールとマナー 一般 交通安全 20分
自転車が加害者となる交通事故を起こさないための、「安全に、楽しく、
スマートに乗る」広報、交通安全教材です。

DVD D-588
はなかっぱの交通安全
ケーキを求めて右・左・右

幼児 交通安全 13分 ○
はなかっぱが仲間たちと交通ルールを学んでいくアニメーションです。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内容になっています。

DVD D-654
スマホ・ケータイしながら大丈夫？
「ながら」の行動が交通事故へ

小学生 交通安全 17分
小学生向けに、なぜ歩きスマホや歩きゲームが危険なのか、実験をまじ
えながら科学的に検証します。そして、どうすれば事故を防げるか、方法
を詳しく紹介します。

DVD D-655
その自転車の運転危険です！
交通事故を検証する

中学生 交通安全 18分

自転車スマホの危険性を示し、自転車を安全に乗るためのルールや、
違反者への措置内容を詳しく紹介します。中高校生に、自転車スマホに
よる事故の恐ろしさと正しい自転車の乗り方を理解してもらい、自転車
事故の撲滅を目指します。

DVD D-656
危険！自動車運転中のスマホ
事故発生のメカニズム

一般 交通安全 15分
近年増加している、運転中のスマホ操作による交通事故。その危険性を
科学的に検証し、運転スマホの危険性と防止を訴えるとともに、安全運
転の大切さを呼びかけます。

DVD D-673 赤ずきんちゃんと学ぼう！交通ルール 幼児 交通安全 32分 ○
赤ずきんちゃんがおばあちゃんの家に行く途中で、道路の歩き方や、横
断歩道の渡り方などを学んでいきます。子供たちが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。

DVD D-682 三遊亭小遊三の高齢者の交通安全 高齢者 交通安全 17分
三遊亭小遊三師匠を案内役に、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ます。高齢者の皆さんに交通事故にあわな
い行動を、楽しくわかりやすくお伝えします。

DVD D-745 人生の達人！高齢者いきいき安全運転 高齢者 交通安全 25分
年々増加している高齢ドライバーによる交通事故には、身体機能の低
下が大きくかかわっています。事故事例を検証し、機能低下をどのよう
に補っていけばよいかを描いています。

DVD D-746
ズッコケ三人組の自転車教室
安全な乗り方を身に着けようの巻

幼児 交通安全 14分 ○
小さな子供向けに、｢ズッコケ三人組｣のキャラクターを主人公にし、自転
車の安全な乗り方、交通ルールやマナーを楽しく紹介しています。

DVD D-792
運転免許返上！　あなたは運転をいつやめます
か？

高齢者 交通安全 17分
近年高齢者の運転する自動車による事故が増加しています。返納者の
現状や返納者をサポートする様々な取組みを取り上げ運転免許証返納
制度について紹介します。

DVD D-855 冬道運転あなたは大丈夫？ 一般 交通安全 16分
雪や凍結した冬道でのスリップによる事故や吹雪などの視界不良による
事故を起こさないよう、冬道を安全に走行するための作品です。

DVD D-856 三太郎とかぐや姫の交通安全 幼児 交通安全 14分 ○
現代日本にタイムスリップした浦島太郎・桃太郎・金太郎・かぐや姫と
いっしょに交通ルールを守ることの大切さを楽しく学べる作品です。

DVD D-922
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

一般 交通安全 16分

社会問題となっている「あおり運転」をしないための心構えや遭遇した時
の対処法を解説します。そして相手の危険な運転が主な原因となる事
故事例を、ドライブレコーダーの映像を使って検証し、安全運転のポイン
トを紹介します。



種類 整理番号 作品名 世代 分類 時間 アニメ 内容

DVD D-934 あの時『ボク』は自転車で… 小学生 交通安全 26分

ある晩、ボクの部屋に突然現れたおじさん。なぜか二人で自転車の交通
ルールを勉強することに…。明日ボクが事故に遭うって、どういうこと？
自転車の正しい乗り方を示し、交通ルールを守ることの大切さを学ぶ教
材です。

DVD D-964
あおり運転 加害者にも被害者にもならないため
に

一般 交通安全 17分
近年あおり運転が社会問題となっています。加害者にも被害者にもなら
ないために私たちはどうすればよいのでしょうか。

DVD D-966 ハローキディとまなぼう！こうつうルール 幼児 交通安全 14分 〇
子供たちに大人気のハローキティと仲間たちと一緒に、交通ルールを守
ることのの大切さをわかりやすく学ぶことができる教材です。

16mm
フィルム

108 　世界のまちかど　－人とくるま－ 一般 交通安全 27分
交通安全に対する幼児教育、学童教育の現状をわが国より進んでいる
欧州諸国に訪ね取材したもの

16mm
フィルム

276 　サザエさんの交通安全 幼児 交通安全 12分
サザエさん一家を色々な事故・事件の当事者や目撃者として登場させ
交通安全の知識・ルールや日頃の心構えが身に付くよう構成しました

16mm
フィルム

277 　交通安全だよドラエモン 幼児 交通安全 16分
ドラえもんが交通安全の基本を幼児に親しみやすくわかりやすく教えま
す

16mm
フィルム

494 　オール阪神巨人のお年寄りの交通安全 高齢者 交通安全 25分
舞台やテレビで大人気のオール阪神・巨人の出演と解説で笑いの中か
らお年寄り自らが安全を考え行動することの大切さを訴える

16mm
フィルム

507
　交通安全だよドラえもん　パートⅡ－飛び出し
はやめよう－

幼児 交通安全 15分 ○
こどもたちの人気者「ドラえもん」が交通安全のきまりを正しく教えてくれ
ます

16mm
フィルム

579 　はれときどきぶた　のりやすくんの交通安全 幼児 交通安全 15分 ○
子供達に人気の「はれぶた」シリーズの則安君とその仲間達が登場し飛
び出しの怖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

16mm
フィルム

620 　しまじろうの交通安全 幼児 交通安全 15分 ○
テレビで子供達に人気のあるしましまとらのしまじろうとその仲間達が登
場し、交通ルールを守ることの大切さを教えてくれます

16mm
フィルム

621 　スーパーマリオの交通安全 幼児 交通安全 14分 ○
ファミコンで子供達に人気のあるスーパーマリオが登場し、正しい交通
安全について教えてくれます

16mm
フィルム

654 　忍たま乱太郎の交通安全 小学生 交通安全 15分 ○
戦国の中世から現代へタイムスリップした乱太郎たち三人組は、親切な
婦警さんから交通ルールを教わります

16mm
フィルム

667 　水戸黄門のお年寄りの交通安全 高齢者 交通安全 25分
お年寄りの交通事故が増えている中、テレビで大人気の「水戸黄門」を
楽しむ感覚で交通安全を再度考えていただきます

16mm
フィルム

669 　ちびまる子ちゃんの交通安全 小学生 交通安全 13分 ○
まるちゃんは友達との遊びや登校時など毎日の生活の中で一つずつ交
通安全の大切さに気が付いていきます

16mm
フィルム

684 　赤ずきんちゃん　ちゃんとチェック！ 幼児 交通安全 13分 ○
「赤ずきん」のお話をベースに犯罪者の接触に対しどう対処すれば危険
を最小に押さえ込めるのかをポイントに整理した

16mm
フィルム

685 　ちびまる子ちゃんのこんな乗りかたあぶないよ 小学生 交通安全 13分 ○
自転車の正しい乗り方知ってる？まる子と一緒に自転車の安全運転の
ポイントと自転車の点検ポイントを覚えよう！

16mm
フィルム

687 　一心太助と彦左のお年寄りの交通安全 高齢者 交通安全 30分
毎年交通事故で亡くなる人のうち３割はお年寄りが占めている　お年寄
りの方々に交通安全を楽しみながら認識してもらえるよう制作された作
品

16mm
フィルム

739 　カブタックの交通安全 小学生 交通安全 15分
テレビで大人気のビーロボカブタックとその仲間達が登場し、正しい交通
ルールとその大切さを学んでいく

16mm
フィルム

776 　おじゃる丸の交通安全 幼児 交通安全 15分 ○
本田先生の指導のもと交通ルールを学ぶ羽目になったおじゃる丸たち
は無事にトミーお爺ちゃんの所まで行き着けるのか


