
貸出
番号

タイトル 時間 種類 内　　　容

運転中自然災害が…②高速道路編

地震・雨・雪道での危険回避　

運転中自然災害が…①一般道路編

地震・雨・雪道での危険回避　

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～

「自分ルール」を見直す　

～初心に返って　安全運転～

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

あおり運転　

加害者にも被害者にもならないために

事故への警告　

ヒヤリ・ハット　(2020講習用）

貸出
番号

タイトル 時間 種類 内　　　容

見直そう！あなたの運転

～事故を防ぐための運転操作～

切り裂かれた未来 ＤＶＤ

～飲酒運転の代償～

ハイウェイでまさか？ ＤＶＤ

高速道路に潜む危険

冬道運転あなたは大丈夫？ ＤＶＤ

～冬道事故防止のポイント～

安全運転のための条件 ＤＶＤ

危険予測で事故を防ぐ

業務運転中の事故を防げ(2019講習用）

～交通事故を起こす４つのケース～

危ない！そこに歩行者が！　

横断歩行者事故を防ぐ危険予測

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

高齢者との事故を防ごう

～対高齢者事故防止のポイント～

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～

交通事故ゼロへの決意！

あなたと会社を守る　　（2018講習用）　　　　　　　　　　

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

業務運転中に起きた事故では会社も刑事・民事・行政
上の責任を負い経営に大きな打撃を受けます。様々
なケースをドラマで再現し防止策を解説。

218

222 ながらスマホはとっても危険 約20分 ＤＶＤ

221 20

26

ＤＶＤ
もう一度自身の運転を見直すことを目的に事故の現
場映像やドライブレコーダーの映像をCGを交えて検
証し、安全運転のポイントを学んでいきます。

ながらスマホの危険性を「自転車編」と「自動車編」と
に分けて説明しています。
愛知県防災安全局県民安全課　車両運転中の「ながらスマホ」対
策事業　2019.9

2019年度購入

216 22 ＤＶＤ

220
飲酒運転により死亡事故を起こした加害者及びその
家族、被害者家族、加害者の勤務する会社の社会的
責任（CSR）まで描きます。ドラマ形式。

217

冬道事故の要因や冬型事故を防ぐために気象と路面
変化による状況判断、暴風雪、悪天候への備えにつ
いて紹介しています。

219
高速道路で発生する様々な「まさか」の事態。模範ド
ライバーが常に心がけている安全運転のポイントを図
解や実験映像などでわかりやすく示します。

交通事故を防止するためには常に変化する交通状況
の中で注意力を高め十分な安全確認と適切な運転操
作が重要です。危険予測の具体例あり。

211 24 ＤＶＤ
交通事故は企業にとって高いリスクです。事故を起こ
した営業マンが、同僚たちと事故防止に取り組む姿を
ドラマ形式で描いています。

210 20 ＤＶＤ
ドライブレコーダーに記録された５つの事故事例から、
安全確認の方法と危険に備えた運転の方法を説明し
ています。

213 17 ＤＶＤ
高齢者の行動や運転の特性を検証し、多発事故パ
ターンを映像とCGによって再現。ドライバーの視点か
ら事故防止の要点をまとめています。

212 20 ＤＶＤ
自動車と子供や高齢者との事故で注意するべきポイ
ントを紹介し、夜間の歩行者との事故のリスクと対策
について学びます。

215 19 ＤＶＤ
ドライブ中の若いカップルの前に突然ダミー人形が出
現！ミニチュア空間で、ダミー人形のコーチにより二
人の危険予測トレーニングが始まります。

214 18 ＤＶＤ
交通事故の現場映像、ドライブレコーダーが捉えた事
故の瞬間の映像などを交えて、追突・出会い頭・右左
折の事故について解説していきます。

貸し出し用ビデオ・ＤＶＤ一覧

2018年度購入

番号 タイトル 時間(分） 種類 内容

20

16

19

一般道路で走行中に自然災害に遭遇したらどのよう
に対処すべきか、運転時の地震、雨天時や雪道の走
行について見ていきます。

227 16 ＤＶＤ
「あおり運転」をしない心構えや遭遇した時の対処法
を解説、また、相手の危険な運転が原因の事故事例
をドライブレコーダーの映像を使って検証します。

226 20 ＤＶＤ
日頃の運転が自分に都合のいい「自分ルール」になっ
ていませんか。危険運転についてその危険性や防止
策を取上げます。

18 ＤＶＤ
自分が原因の事故を回避することに加え、もらい事故
に巻き込まれる確率を減らし、自らと周りの人を守る
ためのポイントを確認していきます。

229 20 ＤＶＤ
高速道路で走行中に自然災害に遭遇したらどのよう
に対処すべきか、地震や雨天、雪道の走行について
見ていきます。

228 22 ＤＶＤ

2020年度購入

223 22 ＤＶＤ
一般ドライバーのヒヤリ・ハット体験に注目し、その原
因を検証しながら安全運転のポイントを解説します。

224 18 ＤＶＤ
「あおり運転」を廻る事件が近年立て続けに起こり、社
会問題になっています。「あおり運転」の被害者にも加
害者にもならないための対処法を考えます。

225



見逃すな！危険予測のポイント

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2017講習用）　　

2015年度購入

貸し出し用ビデオ・ＤＶＤ一覧

タイトル

番号 時間(分） 内容種類

197

2016年度購入

タイトル

番号 タイトル 時間(分） 種類 内容

番号 種類 内容

207

2017年度購入

危険を予測・回避するポイント
命はひとつ！

25（15） ＤＶＤ

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します。また
事故にあわれた方、支える家族の姿を通して事故の
恐ろしさと命の大切さを訴えます

196
子ども、高齢者、自転車　（2015講習用）
 相手の動きを予測し危険を回避する！

22 ＤＶＤ
子ども、高齢者、自転車の行動特性を学び交通事故
を未然に防ぐことができるよう、事故を検証分析し、安
全運転のポイントをわかり易く解説

199 従業員の交通事故と企業リスク 22 ＤＶＤ
交通事故を起こした従業員本人が負わなくてはいけ
ない責任、また企業に及ぶ責任と損失についてを分
かりやすく解説

198
飲酒運転の果てに
終わりなき悔恨

28 ＤＶＤ

ハンドルを握ったら絶対の安全はありません。事故を
きっかけに幸福な日常は一瞬にして消え去り、終わり
なき悔恨がいつまでも続く。主演千原せいじ、ドラマ形
式の教材です。

201
注意一秒怪我一生
後悔先に立たず！（2016講習用）

26（15） ＤＶＤ
実際に交通事故を起こしてしまった四人のドライバー
が語る事故体験から、かれらが起こした事故を検証し
事故防止に役立つﾎﾟｲﾝﾄを学びます。

200
事故映像と実験に学ぶ
安全運転講座

27 ＤＶＤ
救急隊とともに２４時間態勢で事故現場を取材し、実
際の事故の様子を通してその原因を探ります。また未
然に防ぐにはどうすればよいか実証的に考えます。

203
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？

25 ＤＶＤ
「自分は安全運転だから大丈夫」一般ドライバーの協
力によりその運転を記録。本人の気づかない危険をド
ライブレコーダーの映像で説明します。

202
潜む危険を予測・回避せよ！
ある会社員の交通事故

22 ＤＶＤ
「誰だってよけられずに事故を起こしますよ」一時停止
を無視した少年と会社員の交通事故。様々なケース
に潜む危険をクイズ形式で出題し解説します。

205
歩行者事故を起こさない運転
ドライバーのためのチェックポイント

17 ＤＶＤ

交通事故を減らすには歩行者事故を防ぐことが重要
です。歩行者の死亡事故に多い典型的な例をもとにド
ライバーの立場から安全運転のポイントを探っていき
ます。

204
危険！自動車運転中のスマホ
事故発生のメカニズム

19（15） ＤＶＤ
事故の再現映像や実験映像などで運転中のスマホ
の危険性を科学的に検証し、運転スマホの危険性と
防止を強く訴えます。

23 ＤＶＤ

自動車運転中の視線の動きに着目した検証を行い、
プロドライバーの視線の動きと比較しながら、見逃し
てはいけない危険予測のポイントを説明していきま
す。

206 STOP！高齢者事故 11分16秒 ＤＶＤ

高齢者の気持ちを知り、止まって道を譲ることの大切
さを伝える「思いやり編」とハイビームの活用方法に
ついて説明する「ハイビーム活用編」。
企画：トヨタ自動車（株）、協力：愛知県警察

時間(分）

209
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

15 ＤＶＤ
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ります。

208
絶対にダメ！飲酒運転
 「しない！」「させない！」「許さない！」

21 ＤＶＤ

アルコールが運転に与える影響と危険性を再現ドラマ
を交えて明らかにします。「酒気残り」に注目し、体内
のアルコール残量とドライバー本人の酔いの感覚との
ズレを検証し、注意を促します。



セルフコントロールで事故防止！

　－運転適性と交通事故－　

DVD

ビデオ

DVD

ビデオ

DVD

ビデオ

貸し出し用ビデオ・ＤＶＤ一覧

2012年度購入

2014年度購入

番号 タイトル 時間(分）

番号 タイトル

番号

2013年度購入

188

種類 内容

タイトル 時間(分） 内容

種類 内容

種類

時間(分）

181 パパは風になった 30 ＤＶＤ

突然大黒柱を失い幼子を抱えて生きる母親を小林綾
子が熱演。ハンドルを握る全国のドライバーへ、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。

183
ドライブレコーダーの証言
-危険予測を学ぶ-

23
ドライブレコーダーの映像をもとに、事故の原因を探
り、問題点を明らかにし、正しい運転の方法を再現。

182
ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰのための安全運転の基礎知識
（2012講習用）

60(22) ＤＶＤ
基本をおさえた１３テーマ。２２分版としても使用できま
す。また、講習の内容に沿って必要なテーマ映像だけ
を上映することができます。

185
ドキュメント交通事故
衝突安全への過信　（2013講習用）

24

交通ルール違反による追突事故、交差点事故、自転
車、二輪車、歩行者との事故を取り上げ、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
訴えます

184 交通事故の悲劇は続く 22 ビデオ

辛うじて一命を取り留めたものの、重い後遺症を一生
背負うことになる人も大勢います。交通事故の悲惨な
実態を明らかにしドライバーに強く安全運転を促しま
す。

21 ＤＶＤ
事故を起こしやすい性格のタイプを明らかにし、どの
ようにしたら自分の癖や性格の欠点を補い未然に防
ぐことが出来るかわかりやすく解説していきます。

186 どう防ぐ交差点事故  事故現場に学ぶ 21
実際に発生した交差点事故の貴重な映像を基に、事
故原因を探り、交差点事故を防ぐ為に注意すべきポ
イントを紹介します。

もしやりなおせるなら
グッドドライバーへの道

22 ＤＶＤ

事故発生時の救急救護、危険予測運転と事故の原
因、高齢ドライバーの特性、環境に優しい運転と自転
車の最新技術等、安全運転の大切さを強く印象付け
るドラマ形式の教材です。

187
防ごう！バイク事故
事故に学ぶ安全運転のポイント

23 ＤＶＤ
二輪車ならではの特性や、注意点をもとに、安全運転
のポイントを解説していきます。

189

191
あなたの運転再チェック
～危険です、してるつもりの安全運転

25（15） ＤＶＤ

「自分の運転は大丈夫」そう思い込んでいるドライ
バーほど危険と言えます。安全運転を心掛けていると
いうドライバーの運転を、５台の小型カメラで記録し運
転指導のプロが分析します。

190
死角に潜む危険　（2014講習用）
事故事例に学ぶ危険予測・危険回避

24 ＤＶＤ
どのような死角があるのか、死角が誘発する事故と
はどんな事故か、事故事例を検証し危険予測と回避
の方法を具体的に描き安全運転を訴えます。

193
舞の海秀平と
危険予測の技を磨く！

24 ＤＶＤ
元力士の舞の海秀平さんが実際にハンドルをにぎり、
タクシー会社の教育担当責任者から危険予測と安全
運転のポイントを教わっていきます。

192 償いの十字架 27 ＤＶＤ
この映画では交通ルールを守り、安全運転を心掛け
なければ誰もが加害者,被害者のどちらにもなりえるこ
とを警告しています。出演　野村宏伸

195
今すぐチェック！
自転車の交通ルール

16 ＤＶＤ
平成２５年道路交通法改正版。新しくなった自転車の
交通ルールに加え、損害賠償事例を紹介し、事故の
怖さと交通ルールの大切さを訴えます。

194
無事故でGO！
セイフティ・ドライブのポイント

19 ＤＶＤ
３人の登場人物が、交代で車を運転しながら目的地
到着するまでをロードムービー風に描き、ヒヤリハット
場面をもとに正しい交通ルールを示していきます。



DVD

ビデオ

DVD

ビデオ

DVD

ビデオ

DVD

ビデオ

DVD

ビデオ

DVD

ビデオ

DVD

ビデオ

DVD

ビデオ

DVD

ビデオ

貸し出し用ビデオ・ＤＶＤ一覧

2011年度購入

2010年度購入

無事故の法則
車を凶器にしないために

177 交通安全への意識と行動

179
奪われた夢
 -危険への想像力で事故を防ぐ-　2011講習用

番号

180
見落とすな！
 路上の危険・心の危険

2009年度購入

「自転車も車輌」と意識し交通ルールを守ることが大
切。自転車、ドライバー、歩行者相互の安全につなげ
る事を考える。

169
夜間・雨天時に潜む危険
         その特性と安全運転のﾎﾟｲﾝﾄ

21

種類

誰もがいずれは高齢者
高齢者の事故をなくすために

24
高齢になると運転にどんな変化が起こるのか。「高齢
者を守る」運転をする事の大切さを訴えます。

172

タイトル

番号

内容

170
自転車も車輌です
-安全運転への意識改革-

21

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、どうしたら事故が防げるかを考えます。

173

175

タイトル 時間(分） 内容

タイトル 時間(分） 種類

161
奪われた命
-交通事故､余りに重い代償-

26
漫然運転が招いた事故、崩壊していく二つの家庭。河相
我聞がドラマで演じます。

160
生きていればこそ
-事故をおこさないために-2009年講習用

25
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ま
す。

164
飲酒運転罪と罰　破滅への選択
             ～あなたならどうしますか～

16 ビデオ
飲酒運転がいけないと知りながら、なぜお酒を飲むの
か。「飲酒運転は犯罪である」を見る人の心に強く働きか
けます。

162 安全への道　危険回避の知恵 25 ＤＶＤ
ドライブレコーダーが捉えた８件の事故例を、「孫子の兵
法」の教えを通して、安全運転の極意を学びます。

166 あなたも今日からベストドライバー 24 ビデオ
悲惨な事故を減少させ、安全で快適な交通社会を実現
させるため、運転手が守るべきルールとマナーを解りや
すく解説。

165
ドライブレコーダーは見た！
        -危険予測で大切な命を守る-

26 DVD
ドライブレコーダーに記録された事故の様子を検証しな
がら、気をつけなければいけない注意点や心構えを考
えます。

168
こころが大切安全運転
-交通事故ゼロへの願い-　2010講習用

25
現実に起きた事故の生々しい映像を織り込み、走行
中は「こころ」を安全運転に集中しｺﾝﾄﾛｰﾙする事の大
切さを訴えます。

167
運転者の心得と義務
           -人に優しい安全運転-

25
ドライバーが常識として知っておかなければならない
義務と責任、安全運転の知識を分かり易く解説しま
す。

番号

疾走の迷宮
                -飲酒運転の悲劇-

30 ＤＶＤ
飲酒運転の悲劇の連鎖が起こる模様を客観的な視点
から啓示、罪深さを訴えます。ナビゲーターは江守
徹。

22 ＤＶＤ
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ます。

174
ドライブレコーダーから学ぶ
事故防止のポイント

18 ＤＶＤ
就業中の事故は勤務先の企業にまで大きく影響が及
びます。この作品では、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びます。

23 ＤＶＤ
交通事故体験者の取材を通し、事故発生状況と事故
後の安全運転への意識と行動を紹介しています。

176
一秒のミス　心のミス
危険予測と安全確認

19 ＤＶＤ
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していきます。

24
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もらい、安全
運転の重要性を訴えます。

178
飲酒運転
許されない犯罪

23 ＤＶＤ
順風満帆な人生を送っていた会社員（布川敏和）が、
飲酒運転をし死亡事故を起こしてしまう。加害者、周
辺者の責任も描きます。

時間(分） 種類 内容

25
本作品では実際の事故現場を見て、原因や事故防止
を考え、必ず守らなければならないルールとマナー向
上を十分に認識させます。
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ビデオ

DVD

ビデオ

DVD

ﾋﾞﾃﾞｵ

DVD

ビデオ
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ビデオ

DVD

ビデオ

DVD

ビデオ

貸し出し用ビデオ・ＤＶＤ一覧

番号 内容

2008年度購入

2007年度以前購入

137 高齢ドライバー　事故防止のポイント 25

133 一瞬の死角　　隠れた危険を読む 18 ビデオ

タイトル 時間(分） 種類

26 ビデオ

ビデオ

134
交通事故を科学せよ！
〖200７年講習用映画〗

　交通事故の原因は、認知、判断ミスが９割弱を占めて
いる現状から、事故を４パターンに分析して説明します。

ドキュメント事故現場　悲劇の瞬間 26 ビデオ
　私達の心に潜む危険、いかり、あせり、おごりといった
感情を「平常心」でいかにふせぐかを事故事例を通して
訴える。

交通事故は、単なる偶然の産物ではなく、科学的な理由
が潜んでいる…徹底的に、事故を科学し、原因を解明！

135 検証！二輪車事故 20 ビデオ
　早朝の国道でおきた二輪車事故を背景に二輪車事故
の特性を再認識し、原因と対策を考える。

　高齢ドライバーを対象にさける事のできない「心身機能
の低下」をどう補えばいいのかを、分かり易く描きます。

136
安全運転、こころが決めて
         －運転適正と交通事故－

24 ビデオ
　事故に結び付きやすい性格のタイプを５つの例に分け
て、具体的な事例を通して、安全運転を訴えます。

139 ヒヤリ・ハットは事故の兆し 15 ビデオ
　ヒヤリ・ハット例を再現実写、３DCG、実験などを分析
し、警察官や医師らのアドバイスで事故防止を紹介しま
す。

138 ドキュメント　油断が死を招く！ 25 ビデオ
  本編では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「原因」を検証、「事故防止のポイント」も…

141 路上の危険を読め！ 16 ビデオ
複雑な道路環境の中、ドライバーは常に様々な危険にさ
らされている過酷な状況下で危険を読むポイントを描き
ます。

140 事故多発✓不注意運転 16 ビデオ
  ドライバーの「不注意」にスポットを当て、事故事例、日
常のエピソードを交え、「注意力の上手な働かせ方」を描
く。

143
検証！！若者の交通事故
スピード・不注意・携帯電話

18 ビデオ
　すべての運転者がハンドルをにぎる時に、初心者の頃
の慎重な運転を心がけるよう訴えます。

142 交差点*信号機は怒っている 18 ビデオ
　コミカルなキャラクターを登場させ「交差点に同じもの
は無い」を念頭におき、交差点の危険性をアピールしま
す。

145
中島悟が教える運転の極意
安全運転の３原則

28
自動車は楽しい乗り物、安全で快適なカーﾗｲﾌを送って
頂く為に３原則を守って運転して頂けたら……中嶋　悟

144
残された家族の悲しみ
                －交通事故のかげで－

27 ビデオ
　お酒を飲んで運転するなんて…運転者、被害者の家
族に焦点をあて、交通事故がもたらす悲劇をドラマで描
きます。

147 安全運転あなたが主役！ 20 ﾋﾞﾃﾞｵ
ハンドルを握ったら必ず「安全運転５則」を守りましょう。
ゴールド免許ドライバー山口さんの出発～帰宅を追いま
す。

146 検証 不注意、思い込み運転が事故を呼ぶ 16 ﾋﾞﾃﾞｵ
交通事故の大半は、不注意や思い込みが原因でおきて
います。４つの事故事例から検証します。

149 ある死亡事故の報告 24
ある昼下がり、その死亡事故は起きた。交通捜査官渡
辺いっけいが家族を破滅に追込んだ事故の調査を･･･

148 明日はあなたかもしれない 23 ﾋﾞﾃﾞｵ
本ﾋﾞﾃﾞｵは、交通事故の「社会的・道義的責任」「法的責
任」また、企業が被る「直接的・副次的損失」を説明！

151 飲酒運転　ひき逃げ事故 25
この作品は、「飲酒・ひき逃げ事故」の撲滅を切に願う被
害者家族を取材し製作されたドキュメンタリーです。

150
二つの崩れた家族…
                     飲酒が車を凶器に変えた

30
「どうして飲酒運転なんかしたのよ！｣妻の悲鳴…順風
満帆だった谷崎を宮川一朗太が熱演します。

153
追突事故交差点事故
                 ―事故から学ぶ安全運転―

21 ﾋﾞﾃﾞｵ
多くの事故現場をカメラに収め、事故原因、防止を検
証。安全運転のポイントをわかりやすく解説します。

152 警告！ヒヤリ・ハットの教訓 25
２４時間態勢で交通事故をドキュメント。ヒヤリ・ハットと
事故の連鎖、違反との関係を強調します。

155 歩行者・自転車・バイク事故 17 ﾋﾞﾃﾞｵ
歩行者、自転車、バイクとの事故を起こさないために、ど
んなことに注意しなければいけないかを具体的に描きま
す。

154 思いやり運転のすすめ 26 ﾋﾞﾃﾞｵ
「思いやる心ひとつで事故はゼロ」代表的な思いやり運
転と、事故に結びつく思いやりのない運転の例を紹介。

番号 タイトル 時間(分） 種類 内容

157 飲酒運転根絶宣言 22
飲酒運転防止に取り組む企業を取り上げ、責任の重さ
を全ての企業に理解してもらえるよう訴えます。

156
飲酒運転の禁止
                    周辺者にも厳しくなった罰則

15 ﾋﾞﾃﾞｵ
飲酒運転や周辺者への厳しくなった罰則を簡潔に説明。
飲酒運転によって起きた悲劇を再現していきます。

159
優良運転者の条件

18 ﾋﾞﾃﾞｵ
必ず守ろう６ヶ条･･･ドライバーが必ず守らなければいけ
ないルールとマナーをわかりやすく解説。

158
飲酒運転　悲劇の連環
〖2008年講習用映画〗

27
飲酒運転による事故が、波紋のように周囲を悲しみと苦
しみの日々に突き落とす様子を宅麻伸がドラマで演じま
す。

131 あなたの運転なくて七癖 27 ビデオ
　運転にもそれなりの癖がある…運転中の心の癖や判
断の癖を危険な癖にならない様、日頃を振り帰って頂き
ます。

132

130
カメラは見た！なぜ起こる交差点事故
〖2006年講習用映画〗

25 ビデオ
  ある町に２４時間体制で３週間、交通事故の取材を敢
行。ビデオカメラで撮影した衝撃の瞬間を検証、分析。



内容

貸し出し用ビデオ・ＤＶＤ一覧

111 交通死・癒されぬ悲しみ 25 ビデオ

種類

117 まよい運転　思いこみ運転が事故を呼ぶ 19

108
断て!!思い込み運転
〖2004年講習用映画〗

24 ビデオ
  伊東仙三(59)と妻梨代(51)は、良太(24)と３人暮らし。
映像と家族のｺﾐｶﾙなやりとりで交通安全を考えます。

トラックの視界特性や運転者の心理面から、ドライバ
イーが遭遇しやすい危険を取上げ、ポイントを解説。

運転者の誰もがもつ「心に潜む危険」をｷｰﾜｰﾄﾞに２つの
街、２４時間体制で４週間、交通事故をドキュメント。

110 夜間走行のポイント 25 ビデオ

109 油断!　出合い頭の恐怖 25 ビデオ

ビデオ
高齢ドライバーの証言と事故シーン、思いこみ運転、運
転適正診断等々高齢者の安全運転を訴えます。

ある日突然、前触れもなく家族を奪われたら…残された
３つの交通遺族の心の傷は癒される事はないのです。

115 悲惨!無謀運転の代償 25 ビデオ
  「無謀運転」が引き起こした、交差点事故・追突事故・
カーブ事故･飲酒が原因の事故を検証し、追及！

114 なくそう!　原付事故

119
視覚が死角
〖2005年講習用映画〗

25 ビデオ
  「見て」「判断して」「操作する」車の運転はその繰返し
ですが、最初の「見る」を誤らないために……

118 ベストドライバーの条件 25 ビデオ
 ①右折車と直進車②出会い頭③飲酒運転④違法駐車
⑤携帯電話等々必ず守る１０ヵ条とは…

121 赤いランドセル 15 ビデオ
「もう運転中に携帯電話をかけないで」我が子を奪われ
た両親の悲痛な叫びを訴えます。

120
 悔恨！不注意運転の教訓
〖2005年講習用映画〗

25 ビデオ
  主な事故事例６件から、再現場面をドキュメントし、「不
注意事故」がなぜ起こるのかを明らかにします。

123 飲酒運転の報い　　　破滅への道 27 ビデオ
里見浩太朗主演の交通ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄが、飲酒運転で事故
を犯し、家族崩壊した主人公を追います。

122 危ない！運転中の携帯電話 17 ビデオ
　運転中の携帯電話使用や、カーナビ操作のながら運
転を、事故事例の検証を踏まえ、ＯＧで判り易く解説

125 検証!　混合交通２４時間 25 ビデオ
　２４時間態勢で４週間、２１件もの交通事故を取材し、７
事例から危険予測の大切さを強く訴える。

124
検証！
認知・判断ミスが事故を呼ぶ

15 ビデオ
　何故「認知ミス」をおこすのか。肝心なものを「見落とさ
ない」テクニック。なくせ！「認知ミス」に分けて解説。

127
なぜ起きる
命かかわる交通事故

29 ビデオ
  ドライバーの人的過誤、いわゆる「ヒューマンエラー」を
ナビゲーター小林綾子で、検証して行きます。

126 道路はルールのあるグラウンド 25 ビデオ
　二輪ライダー、若者ライダーを対象に元サッカー日本
代表選手の井原正巳氏がルールとマナーを訴えます。

129
交通事故被害者の抱える
問題とその精神的影響

25 ビデオ
  単に交通事故被害者精神的ダメージに終わるのでな
く、後遺症を抱えた家族にもドキュメントしています。

128
プロに学ぶ危険回避
片山右京の運転力！

25 ビデオ
　F１レーサーであった片山右京が、一般ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰの運転
に潜む危険性を指摘。安全運転ポイントをアドバイス。

番号 タイトル 時間(分）

116 圧雪路と凍結路 16 ビデオ
北海道から東北４県をまわり、圧雪、凍結、吹雪が重な
り、複合的に危険が増幅する状況をロケしました。

18 ビデオ
手軽で便利な乗り物－バイク「原付」を混合交通の中で
いかに危険かをアップテンポで若者に分かり易く!

113 多発する　交差点事故 15 ビデオ
交通事故発生件数の６割を占める交差点及び交差点付
近での事故に的を絞り、事故分析、事故防止を…

112
ママ、帰ってこないの
－交通事故の隠れた悲劇－

32 ビデオ
妻の恵子が交通事故で亡くなり、途方に暮れる残された
子供と夫・隆一(国広富之)そして家族崩壊が…


