交通安全 DVD 貸出リスト【一般向け】
番号

製作年

A-1 平成26年

時間

16分

タイトル

内容・解説

光と闇の危険！！

10月から12月に多発する歩行者事故。日没により、急激に暗くなった
場合、目の機能が順応するまで時間を要する現象、歩行者が見えにく
くなる現象、自車と対向車の前照灯が交錯すると道路中央付近の横
断歩行者が見えなくなる現象などについて、映像やアニメーションで解
説し、運転時の注意事項をまとめた。 本編（16分）と、短縮版（6分）を
収録。

６分

高齢者による乱横断や信号無視等の危険な行動を、取材映像やアニ
メーションにより分かりやすく解説し、視聴者にその危険性を実感させ
15分 高齢歩行者を交通事故から守るために
A-2 平成25年
るとともに、ドライバーに対しても、車の前照灯の照射範囲、夜間の運
～高齢歩行者の行動実態～
転に伴う注意点などを詳細に解説。高齢歩行者編（15分）とドライバー
19分
編（19分）を収録。

A-3 平成25年

25分
15分

安全運転を心掛けているドライバーの方々に、改めて自身の運転を見
あなたの運転 再チェック！

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う 本編（25
分）と、短縮版（15分）を収録。

A-5 平成20年 24分

あなたも今日からベストドライバー

A-6 平成25年 14分

平成25年 改訂版
あなたも今日からベストドライバー

A-7 平成18年 24分

交通捜査官 三浦哲夫

A-9 平成17年 24分

安全運転 こころが決め手
～運転適性と交通事故～

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解りやすく解
説。
交通事故防止のために、6項目の事故事例を見せ、なぜ起こったかを
解説、それぞれの項目における防止策を簡潔に紹介。
ある死亡事故の報告 ある昼下がり、その死亡事故は起きた。正面衝
突のあった現場は見通しの良い緩やかなカーブ。なぜこんな場所で事
故が・・・。交通捜査官三浦は事故原因の調査を進める。幼い我が子
を失った両親、そして愛する夫を失った妻。両者の悲しみと憎しみが
加速していく中、やがて事故原因が判明する。ふたつの家族の幸せを
永遠に奪い去った交通事故。それは、ほんの一瞬の油断がもたらした
ものだった・・・。
事故防止のカギはドライバーのこころ次第と言える。事故を起こしやす
い人とはどんな性格か、車を運転する上で注意すべき点は何か、具体
的な事例を通して、分かり易く描き、安全運転を訴える。
新しいコンセプトの交通安全教材！基本を押さえた13テーマ、使いや

A-10 平成23年 60分

安全運転の基礎知識

すいコンパクトな映像。必要な映像だけを、活用できる。22分版として
上映も可能。

A-12 平成23年 19分

A-15 平成20年 26分

一秒のミス 心のミス
危険予測と安全確認

奪われた命
－交通事故、余りにも重い代償－

Ｂ級ライセンス取得者でもある女性ドライバーに出演してもらい、交通
事故が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していく。
慣れと油断が招いた死亡事故、車を運転する誰もが日常の中で起こ
しうる事故である。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、すべてのドライバーにハンドルの重さ、安全運転の大切さを訴え
る。

交通安全 DVD 貸出リスト【一般向け】
番号

製作年

時間

タイトル

内容・解説

A-16 平成23年 24分

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る。さら
に、ドライブレコーダーが捉えた事故映像をもとに、事故を防ぐための
ポイントを解説。

A-17 平成21年 25分

運転者の心得と義務
－人にやさしい安全運転－

A-19 平成20年 23分

A-20 平成26年 22分

A-21 平成26年 22分

A-22 平成26年

25分

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－

従業員の交通事故と企業リスク

A-24 平成27年 22分

A-25 平成17年 25分

A-30 平成17年 18分

次第では人命を脅かす凶器になる。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やすく解説。
なくならない交通事故。法令違反別の死亡事故件数では、依然として
漫然運転、わき見運転、安全不確認など安全運転義務違反によるも
の上位を占めている。誰にでもある危険な心をもう一度、見つめ直して
もらうことを目指す。
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」および事故により企業にも責任が及ぶ場合に
問われる「社会的・道義的責任と法的責任」や企業の損失について、
ドラマを混じえて分かり易く解説。

車を運転していて、子ども、高齢者、自転車が想定外の動きをし、事故
に至る事も少なくない。しかし、相手の行動特性を知っていたら、的確
子供、高齢者、自転車
な危険予測が可能となり、事故を回避できる。ここでは、ドライバーが
相手の動きを予測し危険を回避する！
事故を未然に防ぐ事が出来るよう、事例を検証しながら安全運転のポ
イントを解説する。

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く。 一見当たり前と思われる運転の基
本をしっかり守ることが事故防止には欠かせないことを強調。 また交
通事故で重度の後遺障害を負った方、それを支える家族の懸命な姿
を通して、事故の恐ろしさと命の大切さも訴える。 本編（25分）と短縮
版（15分）を収録。

衝突！安全への過信
～油断・不注意・思い込み～

ある都市での交通事故密着取材を行い、多くの事故現場をカメラに収
録。交通ルール違反による事故を取り上げ、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強く訴える。

潜む危険を予測・回避せよ！
ある会社員の交通事故

事故を起こさないためには、交通ルールの遵守はさることながら、危
険を事前にどれだけ予測できるかが重要になる。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、解説していく。

検証！混合交通24時！
～たった一瞬の怖さ～

交通社会は眠らない・・・24時間、さまざまな車が路上を行き交う。21
件の交通事故を取材したドキュメント。朝・昼・夜と24時間にわたって
展開した交通事故それぞれの原因を再現映像とCGで徹底分析し、交
通事故を防ぐためにはどうしたらよいか、混合交通の中で危険予測の
大切さを強く訴える。

15分

A-23 平成26年 14分

多発する交通事故。車は便利で快適な乗り物であると同時に、使い方

交差点 ～信号機は怒っている～

交差点のどこに事故がつながる危険性があるのかを、実証的に、多
角的に解き明かす。交差点の多様性の実証、実際の事故映像、ＣＧに
よる事故再現等を組み合わせることによって、あらゆる角度から、交
差点での事故の危険性を訴える。

交通安全 DVD 貸出リスト【一般向け】
番号

製作年

時間

タイトル

内容・解説
交通事故体験者の取材を通し、事故発生状況と事故後の安全運転へ

A-33 平成22年 23分

交通安全への意識と行動

の意識と行動を紹介している。また、高齢ドライバーを守る義務、後部
座席シートベルトの着用義務も説明している。

A-34 平成20年 25分

A-38 平成19年 17分

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－

ここに注意！
歩行者・自転車・バイク事故

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る。
全交通事故死者のおよそ6割が歩行者や自転車、バイクの利用者で
占められ、車の乗車中の死者が減少傾向にある一方で、その比率は
増加傾向にある。車が衝突した瞬間、車は凶器と化す。ドライバーは、
そのことを十分に意識し、歩行者や自転車、バイクに対しては、より慎
重な運転をすることが強く求められる。
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

A-39 平成21年 25分

こころが大切 安全運転
～交通事故ゼロへの願い～

「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
技術の過信などをコントロールすることの大切さを訴える。さらに9歳
の息子を交通事故で奪われた母親の、命への切なる思いと事故ゼロ
への願いを描く。

A-40 平成20年 22分

A-41 平成20年

－

A-50 平成20年 13分

心に刻め！命にスペアはないことを
－事故現場は語る－

今一度初心にかえり、「きちんと前を見る」大切さを訴える。あわせて、

JAF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！～

・後席シートベルト非着用の危険性 ・チャイルドシート不使用の危険

時速100㎞の衝撃！

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く。

性・車内に潜む子どもへの危険性
後部座席シートベルト非着用の危険

どの様な死角があるのか、死角が誘発する事故とはどの様な事故
A-51 平成25年 15分

死角に潜む危険

か、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易く
描き、安全運転を訴える。

A-54 平成20年 25分

孫子の兵法に学ぶ安全への道
危険回避の知恵

ドライブレコーダーが映し出す「事故の瞬間」・現代によみがえる「孫子
の兵法」とは・危険回避の知恵と工夫・思わず聞き入る講談師の語り。
自らが一度は交通事故の被害者の側に立ちながら、その教訓を生か

A-60 平成25年 27分

償いの十字架

せず今度は自分自身が交通死亡事故を引き起こしてしまう主人公。事
故の波紋は大きく、やがて双方の家庭は崩壊していく。

A-62 平成22年 25分

ドキュメント交通事故
見落とすな！路上の危険・心の危険

近年、交通事故は減少しているものの、ドライバーの不注意や交通
ルール、マナーに対する心の意識の低さがもたらす事故は絶えない。
本作品では、実際の事故現場を見て、その原因や事故防止を考え、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向上を十分
に認識させ、違反や事故を起こさせない事を目的にした作品。

交通安全 DVD 貸出リスト【一般向け】
番号

製作年

時間

A-66 平成19年 21分

タイトル
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～

内容・解説
追突事故と交差点事故を取り上げ、どうして事故が起きたのか、事故
を防ぐためにはどうしたら良いのかを検証、安全運転のポイントをＣＧ
を交え、分かりやすく解説。

A-68 平成17年 25分

ドキュメント油断が死を招く！
～交通事故の恐怖～

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。さらにどうすれば事故は回避できるか、事故事例を大きく5つ
の項目に分け、各項目の末尾に「事故防止のポイント」をＣＧ等を加
え、分かり易く解説。

A-70 平成23年 18分

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教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
んでいく。

A-71 平成23年 23分

ドライブレコーダーの証言
－危険予測を学ぶ－

A-72 平成29年 15分

ドライブレコーダーは見た！
ドライバー心理から考える安全運転

A-73 平成21年 56分

ドライブレコーダー映像を用いた
「危険予測トレーニング」

A-75 平成27年 25分

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？

A-76 平成19年 28分

中嶋悟が教える運転の極意
～安全運転3原則～

ドライブレコーダーの映像をもとに、事故原因を探り、問題点を明らか
にし、正しい運転の方法を再現。事故を未然に防ぐ、危険予測の方法
を学べるように構成し、安全運転を訴える。
様々な事故の状況が刻み込まれたドライブレコーダーの映像と、その
再現映像をもとに、ドライバーの心理に着目しつつ危険回避の方法を
探る。
バス・タクシー・トラックの3業種それぞれに、7事例の映像を収録。

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く。
左折/右折/一時停止と交差点/自転車の動きに注意/駐車車両のあ
る道路
安全運転3原則！をドライブレコーダーで収録された瞬間事故映像の
原因分析と対策を自ら解説し、中嶋語録！と称される名言を交え、事
故を起こさない、起こさせない運転の極意を教える。

なぜ起きる 命にかかわる交通事故
～なくせヒューマン・エラー

ヒューマン・エラーとは、人間のちょっとした認識や行動の誤りによって
大事故に繋がること言う。ヒューマン・エラーを起こす背景にスポットを
当て、ドライバーの怒り、焦り、急ぎ、慣れ、甘えがどうして事故に結び
つくか事例を紹介しながら検証していく。小さなエラーやミスが命にか
かわる交通事故に繋がらないよう訴える。

無事故でGO！
セイフティ・ドライブのポイント

写真クラブの仲間3人が、１台の車に同乗して、温泉旅行に出かける。
しかし温泉に到着するまでの道中、次々と危険な目にあう。3人の運転
のどこがいけなかったのか？安全な運転をするためにはDr．ドライブ
がポイントを解説していく。

A-86 平成22年 22分

無事故の法則
－車を凶器にしないために－

多発する交通事故。その多くはドライバーが防ぐことができたものだ。
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。交
通事故の恐ろしさを伝える。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する。

A-87 平成22年 23分

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、交通事故をさらに減らす一助になるこ
とを目指す。字幕付き映像も収録。

A-77 平成16年 29分

A-84 平成25年 19分

交通安全 DVD 貸出リスト【一般向け】
番号

製作年

時間

タイトル

内容・解説

A-88 平成22年 21分

夜間・雨天時に潜む危険
－その特性と安全運転のポイント－

夜間・雨天など悪条件下での事故は、視界が悪く情報が取りにくいう
えに、夜間や雨天特有の危険要因が加わり、重大事故になりやすい。
本ビデオでは、夜間・雨天時など悪条件下特有の危険要因を明らかに
しながら、どうしたら事故は防げるかを考える。

A-90 平成17年 24分

路上の危険を読め！
～検証 危険予測～

危険予測の方法について、様々な「危険」の事故事例を検証し、CGを
随所に用いながら、危険を読むポイントを具体的に分かり易く描いて
いる。

