
令和４年度購入

対話形式でわかる！

交通事故における企業・ドライバーの責任

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～

できていますか？歩行者を守る運転

ー横断道の交通ルールと事故事例から学ぶー

ながら運転　ながらスマホ

一瞬が事故を招く

ベテランドライバーこそ要注意！

安全確認を怠っていませんか？

止まれ！

一時停止で防げる交通事故

漫然運転を防ぐ

コメンタリー運転の効果とポイント

いのちを守る！(2021年講習用） ＤＶＤ

運転者（ドライバー）の責任

めざそうZERO ＤＶＤ

～従業員の交通事故を防ぐ心得～

あおり運転、厳罰化！ ＤＶＤ

道路交通法改正と「あおられない運転」

アルコールについての正しい知識を！ ＤＶＤ

～本当にわかっていますか？飲酒運転の危険性～

夢を奪ったハンドル ＤＶＤ

～飲酒・居眠り・ながら運転の悲劇～

番号 タイトル 時間（分） 種類 内　　　容

242 19 ＤＶＤ
安全運転の基本、何より確実な危険回避方法は「止まること」です。事
故を防ぐための正しい一時停止をあらためて確認していきましょう。

ＤＶＤ

243 16 ＤＶＤ
漫然運転による事故を防ぐためにはどうしたらよいのか。刻々と移り変
わる交通状況を声に出しながら運転する「コメンタリー運転」やその他
の対策を解説します。

240 16 ＤＶＤ
ながら運転の中で道路交通法違反となるのは?赤信号停車時や緊急時
ハンズフリー通話は？注視とは何秒？など、ながら運転を防ぐ対策を
含めて解説しています。

241 18分
忘れがちな安全運転のポイントをもう一度確認し、ベテランドライバーと
して周りの見本となる運転とはどういうものかを再確認できる教材で
す。

業務中に事故を起こした場合、ドライバーと企業にどんな責任が生じる
のか、民事上・刑事上・行政上の３つの責任について、詳しく学びます。

238 20 ＤＶＤ
見える危険・見えない危険・自分自身に潜む危険について、いかに注
意力を高め、事故を起こさないようにするか。ドライブレコーダーの映像
から学びます。

239 19 ＤＶＤ
歩行者との事故事例を「信号機のある交差点」、「突然現れる歩行
者」、「夜間の事故」、「高齢者との事故」の４つの事例をもとに、徐行義
務と停止義務について学びます。

貸し出し用ビデオ・ＤＶＤ一覧

令和３年度購入

番号 タイトル 時間（分） 種類 内　　　容

237 23 ＤＶＤ

230 20
「保育園児ら１６人を巻き込んだ死傷事故やながらスマホによる死亡事
故を通じて、ドライバーが負う法的・社会的責任について学びます。

231 23
勤務中・出退勤時に車を運転する従業員の一日の運転行動をドラマ化
し、管理上のポイントや事故防止のポイントを解説しています。

232 17
「あおり運転」の要件や罰則などを分かりやすく解説し、あおり運転に遭
わないためのポイントを示します。

233 23
自分は大丈夫」と思い込みがちなケースについて専門家の解説を交え
ながらアルコールが及ぼす影響について説明します。

234 26
交通死亡事故の加害者と被害者双方のインタビューをもとに、私たち
は加害者にも被害者にもなってはいけないということを訴えます。



3つの危険を絶て！ ＤＶＤ

～宮本武蔵　観　の目に学ぶ～

ストップながら運転 ＤＶＤ

最愛なる家族を失った被害者遺族の今

事故への警告　

ヒヤリ・ハット　(2020講習用）

あおり運転　

加害者にも被害者にもならないために

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

「自分ルール」を見直す　

～初心に返って　安全運転～

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～

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　

運転中自然災害が…②高速道路編

地震・雨・雪道での危険回避　

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～

安全運転のための条件 ＤＶＤ

危険予測で事故を防ぐ

冬道運転あなたは大丈夫？ ＤＶＤ

～冬道事故防止のポイント～

235 17
講談師が「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」について説明します。全編ドライブレコーダー映像12例を使
用。

236 19
２０１６年に発生したポケモンGOの「ながらスマホ」運転により最愛の息
子を失った父の「ながらスマホ」の危険性を訴え続けるインタビューを収
録しています。

令和２年度購入

番号 タイトル 時間（分） 種類 内　　　容

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
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します。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。

225 18 ＤＶＤ
自分が原因の事故を回避することに加え、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。

224 18 ＤＶＤ
「あおり運転」を廻る事件が近年立て続けに起き、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。

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。

令和元年度購入

番号 タイトル 時間（分） 種類 内　　　容

218 16
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。

217 20
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。

216 22 ＤＶＤ
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。



ハイウェイでまさか？ ＤＶＤ

高速道路に潜む危険

切り裂かれた未来 ＤＶＤ

～飲酒運転の代償～

見直そう！あなたの運転

～事故を防ぐための運転操作～

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

交通事故ゼロへの決意！

あなたと会社を守る　　（2018講習用）　　　　　　　　　　

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～

高齢者との事故を防ごう

～対高齢者事故防止のポイント～

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

危ない！そこに歩行者が！　

横断歩行者事故を防ぐ危険予測

見逃すな！危険予測のポイント

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2017講習用）　　

222 ながらスマホはとっても危険 約20分 ＤＶＤ
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

221 20 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。

220 26
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。

219 19
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。

平成30年度購入

番号 タイトル 時間(分） 種類 内容

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。

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

種類 内容

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。

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

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。

貸し出し用ビデオ・ＤＶＤ一覧

平成29年度購入

番号 タイトル 時間(分）

207 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。

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。


