交通安全教育ＤＶＤ一覧表
※交通安全教育に関するＤＶＤは、教育機関及び自治会等の各団体対象に貸し出しを行っています。（最大5日間）
ご利用を希望される方は、「交通事故をなくす運動」豊中市推進協議会（豊中市都市基盤部交通政策課）までご連絡ください。
【幼児用】
№

タイトル

内容

スケアード ドライブ
ストレート レコーダー

時間

取得年

D-01 まめうしくんの交通安全

まめうしくんと仲間たちが、宝探しに町へでかけます。そこで安全な道
路の歩き方や、横断歩道のわたり方、信号についてなど交通ルール
の基本を学んでいきます。

12分 2009年

D-02 うさぎと亀の交通安全

みんなが知っている民話「うさぎと亀」が楽しい交通アニメになりまし
た。交通ルールがわかるばかりでなく、なぜ交通ルールを守らなけれ
ばならないかがしっかりとわかる構成になっています。

13分 2008年

D-04 みんなで学ぼう！交通ルール

ネコくんと一緒に、交通少年団のお姉さんのお話を聞きながら、歩い
ていいところ、信号を守ろう、踏切は気を付けて、道路に飛び出さな
い、などの交通ルールを確認していきます。

13分 2009年

D-05

子てんぐこたろうの
守ろう！交通ルール

元禄時代の絵巻物から飛び出した子天狗小太郎が繰り広げる、楽し
く学べる交通安全の教材です。日頃、目にする信号機や横断歩道、
交差点を背景に交通安全のポイントを学んでいきます。

12分 2011年

D-25

はなかっぱの交通安全
ケーキを求めて右・左・右

はなかっぱが仲間たちと交通ルールを学んでいきます。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
いかを理解できる構成になっています。

13分 2014年

桃太郎先生の交通安全教室です。生徒は青鬼くんと赤鬼ちゃん！
桃太郎先生はクイズを出したり、お手本を見せたりして、二人にわかり
やすく交通ルールを教えていきます。

12分 2015年

好奇心いっぱいのピノキオは、交通ルールを知らないばかりに、何度
も危ない目にあいます。そこで、視聴者の子どもたちの助けを借りなが
ら、クイズ形式で交通ルールを学んでいきます。かけがえのない自分
の命は、自分で守らなければならないことを伝えます。

15分 2017年

お友達のダニエルのお誕生日会に呼ばれたキティとミミィ。ママから
交通ルールを教えてもらいながら、ダニエルのお家を目指します。可
愛らしいキャラクターたちの明るく楽しいストーリーを通して、交通ルー
ルを守ることの大切さを伝えていきます。

14分 2020年

「魔進戦隊キラメイジャー」がキラキラとカッコよく活躍する楽しい物語
を通じて、道路の歩き方や横断歩道の渡り方、そして交通ルールを
守ることの大切さを学べる作品です。

19分 2020年

D-28 桃太郎の交通安全教室

D-34

クイズでまなぶ
ピノキオのこうつうあんぜん

ハローキティとまなぼう！
D-45
こうつうルール

D-48

魔進戦隊キラメイジャーの
交通安全

【小学生歩行】
D-03

アラジンと魔法のランプの
交通安全

アラジンと魔法のランプのキャラクターたちと、道路の歩き方や信号
機のない横断歩道の渡り方、交通標識の意味や電車の踏み切りの
渡り方などを楽しく知って、学べる構成となっています。

12分 2011年

D-06

小学生の交通安全
道路にはどんな危険があるの？

なぜ交通ルールは守らなければ危険なのか、道路のどんなところに
危険が潜んでいるのか、どうすれば安全なのか、など その意味や理
由を子ども自身に考えさせ、気づかせ、理解を深める方法で学んで
いきます。

19分 2012年

D-26

クイズ！危険をさがせ
道路を歩くとき

交通安全の基本となる「道路の歩き方」に関して、クイズ形式で危険
予測を学んでいきます。道路にひそむ危険を探し、安全な道路の歩
き方をわかりやすく解説します。

15分 2014年

D-31

赤ずきんちゃんと学ぼう！
交通ルール

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。子どもたちが歩行者として守
るべき交通ルールの基本を、わかりやすく解説していきます。

14分 2016年

現代の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
が、乙姫様のいるレストラン竜宮に向かう道中で、道路の歩き方や横
断歩道の渡り方を学んでいきます。子どもたちが、交通ルールを守る
ことの大切さを楽しく学ぶことができます。

14分 2017年

宇宙から初めて地球にやってきたアランくんたちが、交通ルールを学
んでいきます。横断歩道の渡り方、歩行者用信号機の見方、車の陰
からの飛び出しの危険予知など、交通事故に遭わないよう交通ルー
ルを守る大切さをわかりやすく教えます。

12分 2018年

D-42 うしわかまるのこうつうあんぜん

タイムスリップして、現代に来た牛若丸とカラス天狗は元の時代に戻
るために、くらま山を目指します。しかし交通ルールを知らない牛若丸
にとって、車社会は危険がいっぱい。身を守るために、牛若丸と共に
交通ルールを学ぶことができます。

10分 2019年

D-46 三びきの子ぶたの交通安全

子ぶたの兄妹が、道路の歩き方や横断歩道の渡り方、道路標識の
意味などを、うさぎ先生に教えてもらいながら学んでいきます。子ども
達が可愛い子ぶたのキャラクター達と一緒に、交通ルールを楽しく学
ぶことが出来る作品です。

14分 2020年

ミヤモトムサシの
D-49
こうつうあんぜん五輪の書

ミヤモトムサシが書き残したとされる「こうつうあんぜん五輪の書」をも
とに、道路の歩き方や横断歩道の渡り方、信号の見方などを、タクア
ン和尚に教えてもらいながら学んでいきます。かわいいキャラクターと
一緒に、交通ルールの5つの基本を楽しく学ぶことができる作品です。

14分 2020年

D-35 三太郎とかぐや姫の交通安全

D-39

アランくんの
こうつうルールをまもろうね！

※スケアードストレート・・・スタントマンによる交通事故の実演映像あり

※ドライブレコーダー・・・交通事故のドライブレコーダー映像あり

【小学生自転車】
№

タイトル

内容

スケアード ドライブ
ストレート レコーダー

時間

取得年

D-07

サル太郎はとびださない！
歩行者・自転車の交通ルール

子どもたちに道路には様々な危険があることを理解させ、交通ルール
をきちんと身につけることの大切さを学んでいきます。

15分 2011年

D-08

クーニャンの交通安全
正しい自転車の乗り方

ネコのクーニャンとその仲間たちと一緒に、正しい自転車の乗り方を
学んでいきます。

15分 2011年

D-09

なぜ？どうして？から考える
自転車の安全な乗り方

自転車を安全に乗るためには、ただルールやマナーを覚えるだけで
は不十分で、なぜ危険なのか、どうしたら安全なのか、といった疑問
に対する理解が危機を予測する能力の向上につながります。

16分 2010年

D-10

新しい自転車の交通ルール
魔法国からの使者

自転車利用者が増える一方で、関連する交通事故が増加傾向にあ
ります。交通ルールを子どもたちにわかりやすく解説し、安全な自転
車の利用方法を学びます。

15分 2011年

D-11 あさりちゃんの自転車安全教室

テンポよく展開するあさりちゃんとタタミちゃんの自転車安全教室！

10分 2011年

D-12 真剣に考えよう自転車のこと

自転車が歩行者と衝突する事故が発生し、大きな社会問題となって
います。自転車事故の被害者だけでなく、加害者にならないために
も、もう一度、自転車は車両であるということを認識し、交通ルールの
大切さを真剣に考えていきます。

16分 2011年

正しい自転車の乗り方を、基本から分かりやすく解説していきます。自
こんなときが危ない！
転車事故を再現したスタントシーンをポイントごとに効果的に挿入し、
D-13
小学生のための自転車安全教室 子どもたちに事故の恐ろしさを深く印象付け、交通安全への意識を高
めます。

○

17分 2012年

ドライブレコーダーは見た！
D-27 自転車の交通ルールを覚えよう
小学生の交通安全

交通事故を防ぐために重要なのが交通ルールです。自分勝手な自
転車の乗り方は交通事故の原因となり、重大な事故につながる恐れ
があります。正しい乗り方が何故大切なのか、ドライブレコーダーの映
像も見ながら自転車の交通安全ルールを学びます。

忘れないで ５つのポイント
D-29
自転車の交通ルールとマナー

子どもは、一時停止や安全確認を守ることが不十分です。なぜ一時
停止をしなければならないのか、なぜ安全確認が必要なのかを考え
させて、自転車安全利用五則を軸に、自転車の正しい交通ルールや
マナーを身につけることを目指します。

18分 2015年

サヤカと自転車との約束
守ろう！自転車の交通ルール

サヤカちゃんは明日届く新しい自転車を心待ちにしています。その
夜、夢の中にピカピカの新しい自転車が現れ、サヤカちゃんに自転車
の交通ルールを教えていきます。正しい例と悪い例を示し、わかりや
すく交通ルールを説明しています。

18分 2016年

のぶながくんの
D-36
自転車のルールを守るのじゃ

戦国小学校に通うのぶなが君、ひでよし君、いえやす君。自転車を
買ってもらったのぶなが君は、早速街へ出かけます。ひでよし君とい
えやす君は何かあっては一大事と、自転車の交通ルールを知らない
のぶなが君に一生懸命にルールを教えていきます。

12分 2017年

D-37 ズッコケロボの自転車の交通安全

自転車は便利な乗り物ですが、安全に運転しないと重大な事故を起
こす危険があります。ルールを無視した時にどのような危険があるか
を、３DCGキャラクターのズッコケロボが再現することによって、子ども
たちに自転車の交通ルールをわかりやすく伝えます。

16分 2017年

D-40 あの時『ボク』は自転車で…

ある晩、ボクの部屋に突然現れた黒ずくめのおじさん。明日ボクが事
故に遭うって、どういうこと？おじさん、ホントは誰なの…？ちょっぴりミ
ステリアスなドラマを通して、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訴えかける、心に響く作品です。

20分 2018年

知ってる？守ってる？
D-43
自転車の交通ルール

お調子者のユウトとしっかり者のカケルが“ルールの神様”から交通
ルールを守ることの大切さを学びます。“ルールの神様”が出題する
クイズを主人公たちと一緒に考え、理由を知ることで理解が深まり、
楽しみながら自転車の交通ルールを学べます。

１９分 2019年

D-44 うしわかまるの自転車交通安全

タイムスリップして、現代に来た牛若丸は、初めて自転車に乗ることに
なりました。しかし、自転車の交通ルールをまったく知らない牛若丸に
とって、道路は危険がいっぱい。子どもたちは牛若丸と共に自転車の
交通ルールを学ぶことができます。

12分 2019年

小学生の自転車教室
D-50 交通ルールを学んで
事故にあわない おこさない

子どもたちにとって楽しくて便利な自転車。しかし自転車は車の仲間
で、決められた交通ルールを必ず守る必要があります。小学生のユ
ウマ君とレナさんが、優しいお姉さんの問いかけと解説を通して、自転
車の安全で正しい乗り方を学んでいきます。

17分 2020年

D-32

※スケアードストレート・・・スタントマンによる交通事故の実演映像あり

○

15分 2014年

※ドライブレコーダー・・・交通事故のドライブレコーダー映像あり

【中学生・高校生・大人】
№

タイトル

内容

自転車は「軽車両」として道路交通法を守らなければならないことを
D-14 あなたの運転間違っていませんか 訴え、自転車の正しい乗り方、事故事例をもとにどうすれば事故は防
げるのかを分かりやすく学べます。
D-16 新しい自転車の交通ルール

スケアード ドライブ
ストレート レコーダー

○

時間

取得年

21分 2010年

道路交通法上、自転車は「車両」の一種です。自転車の基本的な
ルールとして「自転車安全利用五則」を学びます。

15分 2011年

24分 2012年

D-18

自転車は車のなかまです
自転車を安全に乗るために

手軽で便利な自転車。しかし、ルール違反による交通事故や歩行者
とのトラブルなどの問題も増加していることから、自転車の基本ルール
や乗る前に気をつけることなどについて紹介しています。

D-30

オトナのための自転車教室
ルールの基本を再チェック！

「自転車安全利用五則」をベースに、自転車の通行区分や交差点で
の注意点といった基本的かつ重要な内容を、スタント映像を交えなが
ら、わかりやすく解説しています。

○

16分 2015年

今すぐチェック！
D-33
自転車の交通ルール

平成25年の道路交通法改正など新しくなった自転車の交通ルール
に加え、自転車事故の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。万が一事故が起きたとき、「ルールを知
らなかった」では済まされません。

D-38 自転車の交通安全ガイド

自転車はとても便利な乗り物です。その反面、一時停止違反、信号
無視、歩道での乱暴な運転など、交通ルール違反が多く見られ、交
通事故が多数発生しています。自転車を安全に楽しく乗るために、正
しい交通ルールと知っておくべき知識を説明します。

○

18分 2017年

D-41 大人の自転車交通安全

自転車で事故に遭わないためにはどうしたらよいのでしょうか?自転車
と車が衝突したドライブレコーダーの映像や自転車事故現場の映像、
自転車利用者へのインタビューから、交通ルールで定められた自転
車の正しい乗り方への意識づけを図っていきます。

○

20分 2018年

16分 2016年

【幼児の保護者】
№
D-20

タイトル
かぶろう自転車ヘルメット
保護者のみなさんへ

内容

スケアード ドライブ
ストレート レコーダー

この作品は、保護者のみなさんが、子どもを自転車に乗せる時にヘ
ルメットをかぶらせることの重要性を解説しています。

時間

取得年

10分 2011年

【高齢者】
№

タイトル

内容

スケアード ドライブ
ストレート レコーダー

人気マジシャンのマギー司郎氏が街に出かけ、お年寄りの事故が多
D-21 マギー司朗のお年寄りの交通安全 い場所で、交通安全のポイントを得意のマジックと映像のマジックで楽
しくわかりやすく解説します。

ヒヤり・ハットに学ぶ
D-22
高齢者の交通安全

いつまでも安心して暮らすために 元大関舞の海さんが、「運転者編」「自転車編」「歩行者編」の構成
高齢者の交通安全
で、それぞれの注意点を紹介していきます。

D-24

孫と一緒に再確認！
高齢者と交通ルール

自分勝手に自転車に乗っていたおじいちゃんが、お孫さんと一緒に交
通ルールの大切さを学んでいきます。自分自身のために、大切な家
族のために、正しい交通ルールを再確認していきましょう。

D-47

さらなる交通事故の削減を目指
して

高齢運転者の交通事故防止、運転免許返納後も利用可能な移動
手段の適切な利用方法、先端技術の適切な活用方法について学び
ます。チャプターごとの視聴も可能です。

※スケアードストレート・・・スタントマンによる交通事故の実演映像あり

取得年

20分 2009年

高齢化社会と共に高齢者の交通事故が増え続けています。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、注意散漫なときにヒヤリハットした経験は誰もがあると思いま
す。こうした経験を振り返りながら交通事故予防を学びます。

D-23

時間

19分 2011年

○

22分 2009年

○

20分 2012年

42分 2020年

※ドライブレコーダー・・・交通事故のドライブレコーダー映像あり

