
貸出用ビデオテープ・ＤＶＤ（一般向け） 

 

整理

番号 
題  名 あ ら す じ 

時間 

(分) 
区分 

G-1 
おじいちゃん おばあちゃ

ん気をつけて 

4つの事例をあげ、高齢者が事故にあいやすい場面

についてドラマ形式で再現しています。 
18 Ｖ 

G-2 
チャイルドシートの正しい

取り付け方 

チャイルドシートの正しい取り付け方を解説 
ー Ｖ 

G-3 電動車いす安全利用ビデオ 
電動車いすの安全な利用方法について解説 

ー Ｖ 

G-4 

クイズオンザロード 

交通の科学 

高等学校編  

原付免許の取得が許されるなど、交通の面では一人

前とみなされる年代です。クイズ的な問いかけで交

通社会の一員として自転車の安全ルールを守るこ

と、安全性に注意した交通生活を営むことの必要性

を理解させます。 

25 Ｖ 

G-5 
デーモン小暮の悪夢へよう

こそ 

不気味な笑い声を響かせながら、デーモン小暮閣下

が登場。ドライバーを交通事故に誘発する奥の手を

特別公開するという前置きでアニメドラマが始ま

る。 

17 Ｖ 

G-6 

危険をヨム知恵 

 （歩行者からドライバーま

で） 

若者なら防げるミスも身体機能の衰えた高齢者は

大事故になることもまれではない。「老化」は避け

られないが、脳の場合は使えば進歩する可能性のあ

ることが最近の研究でわかった。「危険をヨム知恵」

は運動機能の衰えた高齢者に打って付けの事故予防

法です。 

24 Ｖ 

G-7 

自転車の乗り方・迷惑物語 

～自分勝手な人っているよ

ね！～ 

最近ルールやマナーに無頓着な自転車を街のいた

るところで見かけます。その結果として自転車事故

が増加しています。危険で迷惑なパターンを取り上

げるとともに、テーマごとにルールとマナーに基づ

いた正しい乗り方を明示し、楽しみながら見てもら

うためにコミカルタッチで構成し、大人からこども

まで自転車安全教育の媒体として活用できる。 

24 Ｖ 

G-8 

夜間の交通事故防止  

ピカッと光って身を守る、見

えたらご用心！！ 

反射材をつけた歩行者や自転車、犬の首輪につけた

反射材がよく目立つことをそれぞれの立場で検証

し、反射材の効果を証明します。 
15 Ｖ 

G-9 
The Third Road 

～自転車道路を走る～ 

自転車の安全教育ビデオ 
10 Ｖ 

G-10 

おじいちゃんは僕の先生 

～自転車を安全に利用する

ために～ 

本格的な高齢化社会を迎え増加しているのが高齢

者の交通事故です。事故を起こさない、事故に遭わ

ないためにはどうすればよいか。自転車を利用する

多くの高齢者に自覚をうながし事故防止の手だてと

なることを願って作成されたものです。 

30 Ｖ 

G-11 
ダチョウ倶楽部のお年寄り

の交通安全 

高齢者社会の到来とともに高齢者の交通事故が増

加しています。お年寄りが交通事故の披害者になら

ないためには、心理的、身体的特性をよく理解した

上でお年寄り自身が交通ルールを知り、守り、安全

に行動することが大切です。 

21 Ｖ 



G-12 
安全で快適な交通社会を目

指して 

高齢者交通安全教育用ビデオ 

ゆとり・きくばり・おもいやり 「りりり」で良く

なる香川県の運転マナーを紹介するビデオ 

香川県警察本部交通部 企画・制作 

ー Ｖ 

G-13 高齢歩行者事故ゼロの心得 

老化はいたし方ないが高齢者には豊かな体験があ

り、この体験と「衰えた体力の自覚」、更には「車

の弱点」「ルール破りの存在」を知ることで事故予

防の知恵・危険に対するヨミが生まれ、事故とは無

縁になる。以上を分かりやすく解説した。 

22 Ｖ 

G-14 
水戸黄門のお年寄りの交通

安全 

高齢化社会の到来とともにお年寄りの交通事故が

増え、中でも歩行者や自転車走行中のものが多く、

死亡率も高いのです。こうした事故を防ぐには、お

年寄り自身が自分の心理及び身体的特性を理解した

上で交通ルールを守って安全に行動しなければなり

ません。水戸黄門を楽しむ感覚で再度考えていただ

きます。 

25 Ｖ 

G-15 
「自転車事故」  

～実験内容～ 

自転車事故を各形態別に衝突実験で検証したもの

で、自動車との正面・側面衝突、出会い頭、追突、

反射材効果など 

18 Ｖ 

G-16 

Precious Cargo 

チャイルドシートの装着の

仕方 

チャイルドセーフティシートが、大切なお子様を守

ります。 ー Ｖ 

G-17 
まなとかなのおじいちゃん

おばあちゃん気をつけて！ 

年々増え続ける高齢者の交通事故。自分だけは大丈

夫と思っていませんか？事故から身を守る正しい交

通ルールをあの“ふたりっこの莉菜ちゃん佳奈ちゃ

んと一緒に楽しく身につけましょう。 

21 Ｖ 

G-18 
全面反射のリフレックスラ

イト 

夜間の交通事故防止ビデオ 
15 Ｖ 

G-19 

あなたの安全・みんなの安心 

～高齢者のための交通安全

～ 

高齢者事故のデータに基づき、高齢者事故の原因を

さぐり、その防止方策を解説 

香川県警察本部交通部 企画・制作 - Ｖ 

G-20 
弥次・喜多のお年寄りの交通

安全 

お年寄りの心理特徴である「急ぐ」・「慌てる」・

「面倒くさがる」という行為は他人事でなく、自分

もついやっていること。江戸時代の出来事を末裔た

ちが検証、交通安全を再認識していく物語 

30 Ｖ 

G-21 
高齢ドライバー こうすれ

ば交通事故は防げる！ 

高齢ドライバーに多い事故事例を分析し、ドライビ

ングシュミレーションや実験等を通し、身体機能の

低下がどのような交通場面で危険をもたらすのか自

覚を促すとともに、生涯現役であるために弱点をカ

バーする為の日頃の運転の心がけを紹介 

21 Ｖ 

G-22 
大岡越前のお年寄りの交通

安全 

お年寄りの交通事故には自身の心がけによって防

げるものも少なくありません。お年寄りの特徴の紹

介やどのような交通安全を守っていたら良いのか、

楽しみながら学べる作品 

30 Ｖ 

G-23 
かげろうお銀のお年寄りの

交通安全 

お年寄りはどんな所で交通事故にあっているかを

かげろうお銀の活躍を楽しみながら、ルールを守る

ことの大切さ、明るい服装で車から見やすくする
29 Ｖ 



等々を紹介 

G-24 
危険予測トレーニング 

～自転車編～ 

自転車運転中の危険への対処をうまく行うための

トレーニングで、交差点、無灯火、商店街、狭い道

路、コンビニの周辺、ヘッドホン、夜間、二人乗り、

傘さし、携帯電話及び飛び出しについて、問題形式

で危険予測トレーニングを行います。 

企画・制作 香川県警察本部交通部 

 DVD 

G-25 ザ・チャイルドシート 

身近なシチュエーションを例とした実験を通じて、

チャイルドシートの使用・不使用、正しく装着・着

用できているかどうかによって、事故にあってしま

った場合にどのような違いが生じるのかを検証す

る。 

29 Ｖ 

G-26 
鞍馬天狗のお年寄りの交通

安全 

お馴染み鞍馬天狗、近藤勇が登場し、お年寄りの

方々に交通安全を再確認していただくよう構成して

います。 

30 Ｖ 

G-27 
一心太助と彦左のお年寄り

の交通安全 

時代は３代目将軍家光の治世、魚屋の源じいさんが

交通事故に遭った。危険な当たり屋一味の仕業であ

ったが、源じいも老いの自覚が足りなかったようだ。

お年寄りに特徴的な危険を解説し、事故を防ぐため

の方法を示します。 

30 Ｖ 

G-28 
自分で守ろう自分の命 防

ごう自転車事故 

小学校高学年の児童・高校の生徒を対象。自転車の

交通ルールやマナーを身につけることが運転者自身

の安全を確保するとともに、歩行者の安全を守るこ

とにつながります。自転車が加害者になる事故も急

増。事故のパターンと原因を究明します。 

16 Ｖ 

G-29 
半七捕物帳異聞お年寄りの

交通安全 

時代劇でおなじみの半七親分が登場、お年寄りの交

通事故で特に多い「車の陰からの飛び出し」「夕暮

れ時や夜間の横断」「交差点での横断」などの注意

点を現代の３代目半七探偵所長が解説 

25 Ｖ 

G-30 安全へのキャッチボール 

体力を過信せず、加齢に伴う身体的機能低下が及ぼ

す影響を認識し、交通ルールと歩行者の心得、自転

車利用時のナマーをわかりやすく紹介するもの 
25 Ｖ 

G-31 
宮本武蔵のお年寄りの交通

安全 

生涯六十余度に渡って試合をし、一度も負けたこと

のない武蔵、当時試合に負けることが即、死を意味

していました。死と生の狭間で武蔵が会得した兵法

の極意を代表的な試合から学び、交通安全に取り入

れます。 

30 Ｖ 

G-32 
毎日通る道だけど 自転車

も止まる習慣、見る習慣 

65 歳以上の高齢者が約半数を占める自転車乗車中

の事故死。毒鰻三太夫や犬塚弘がユーモアに事故の

特徴を捉え、事故防止のポイントをドラマで解説 
25 Ｖ 

G-33 安全な自転車のルール 

あなたは自転車に乗る時に、危険な乗り方をした

り、人に迷惑をかけていませんか？ 事故の加害者

にならないために。 

20 Ｖ 



G-34 

安全な乗り方しています

か！ 

－孫と学ぶ高齢者の自転車

ライフ－ 

自転車を利用する高齢者に事故に遭わないための

注意を呼び掛けるとともに、ドライバーに対しても

高齢者の特性を利用し、いたわる運転を呼びかける

ために製作したもの。対象を問わず幅広く活用でき

る作品 

19 Ｖ 

G-35 交通安全レインボー体操 
この体操は、高齢者の加齢に伴う身体的機能の低下

を和らげ、かつ改善することを視点に開発しました。 27 Ｖ 

G-36 
道路には危険がいっぱい－

お年寄りの交通安全－ 

実際の体験を通じて「道路に潜む危険」「加齢に伴

う身体機能の変化」「交通ルールとマナー」につい

て分かりやすく楽しく描かれています。歩行中・自

転車運転中の事故防止のための作品。案内役は俳優

の宍戸錠 

25 Ｖ 

G-37 
テツ and トモの自転車なん

でだろう？ 

自転車事故のほとんどは、交通ルールを守っていな

いことにあります。正しい交通ルールを教えながら

安全に自転車に乗ることの大切さを訴えます。今風

のアニメーションとテツ and トモ恒例のパフォーマ

ンスを合成した作品 

15 Ｖ 

G-38 
ママチャリブギ 

家族みんなの交通安全 

ドラマ形式で正しい自転車の運転について学びま

す。 
 Ｖ 

G-39 

われら交通安全ボランティ

ア 

～お年寄りの交通安全～ 

年をとると、コミュニケーション能力が落ちていく

ため、自己中心的な行動が多くなり、安全にも無関

心になる傾向がある。そうならないためには、仲間

をつくったり、地域活動に参加し、安心・安全の意

識を高めることが重要である。お年寄りが積極的に

生きる大切さ、交通安全の大切さを訴えます。 

22 Ｖ 

G-40 
皆伝！角田信朗の自転車道

虎の巻 

武道家角田悟朗氏が礼を重んじ、心を鍛え、弱きを

助ける武道の精神を正しい自転車の乗り方の心得

（自転車道虎の巻）として指南しています。 
24 Ｖ 

G-41 
危険予測トレーニング 

～高齢歩行者編～ 

高齢歩行者の危険への対処をうまく行うためのト

レーニングで、危険予測問題では日常生活の中で事

故にあいやすい場面を想定した問題が出題されま

す。トレーニングゲームでは、車のスピードを当て

るゲーム、画面に合わせて手拍子をするゲーム、画

面を流れる文字や標識を当てるゲームを収録してい

ます。 

企画・制作 香川県警察本部交通部 

 DVD 

G-42 
林家木久蔵師匠の高齢者交

通安全物語 

高齢者はなぜ事故に遭いやすいのでしょうか。高齢

者の身体的、心理的特性を具体的に取り上げながら、

ラーメン屋の店主に扮した木久蔵師匠が登場し、楽

しく交通ルールを学んでいきます。 

20 Ｖ 

G-43 まさかの未来 自転車事故の恐ろしさをドラマ形式で再現 30 Ｖ 

G-44 まさかの未来 自転車事故の恐ろしさをドラマ形式で再現 30 DVD 

G-45 
安全で楽しい暮らしを 

～高齢者の交通安全～ 

高齢者の交通死亡事故原因、歩く人、自転車に乗る

ときの注意点を重点に解説 20 Ｖ 

G-46 

楽しく街にでましょう 

～高齢者だからこそ知って

おきたい交通ルール～ 

高齢者の歩行速度の衰え、運転者として「視力・聴

力」の衰え、その老人的特性を自覚するには街に出

ることです。 

23 Ｖ 



G-47 

交通安全いろはカルタ 

～高齢者の交通事故を防止

するため～ 

高齢者が事故に遭遇しやすい歩行中及び自転車乗

用中の問題点について、事例や実験、体力テストな

どを交えて説明するとともに、講談師の語りやドラ

マ、「いろはカルタ」など、誰もが興味を持って学

べる工夫を盛り込むことにより、交通事故にあわな

いようにするための注意点をわかりやすく解説 

23 V 

G-48 時間はもどらない 

自転車の二人乗り、無謀な運転が引き起こした悲惨

な自転車事故。事故後の高校生の心の葛藤を描きつ

つ自転車の正しい乗り方や交通ルールを考えます。 
18 Ｖ 

G-49 
知っておこう自転車のルー

ル 

ナビゲーターの植松おさみ氏が、自転車の安全な乗

り方やルールを解説 

企画・制作 香川県警察本部交通部  

32 Ｖ 

G-50 自転車事故を防ぐ 

自転車事故の実際の記録画面をもとに、思いやりの

精神に支えられた危険のヨミと注意で生かすルール

に重点をしぼり、自転車の安全な乗り方を描いたも

ので、対象は中学生以上高齢者まで 

21 Ｖ 

G-51 

自転車交通事故を防ぐため

に 

～スタントマンによる自転

車交通事故再現～ 

携帯電話を利用しながらの通航、見通しに悪い交差

点、左折するトラック、駐車している車両、渋滞し

ている道路などの場面における自転車事故を再現、 
20 DVD 

G-52 

自転車の安全な乗り方 

～守ろうルール・減らそう自

転車事故～ 

自転車の正しい乗り方や様々な道路環境での安全

な通行方法、基本的な交通ルールなど、自転車に乗

る人が必ず知っておかなければならないことを正し

く理解し、実践していただく。 

ー DVD 

G-53 

高齢者の自転車と歩行 

～立場かわれば気も変わる

～ 

二人をモデルに、日頃よく見受けられる高齢者の行

動をいくつか例に挙げ、交通ルールやマナーを考え

ず、いかに自分勝手な振る舞いをしているかを、両

者の行動から検証し解説したもの 

22 Ｖ 

G-54 
チャイルドシートで守って

ね！ 

リアルな衝突実験や横転事故でチャイルド氏０と

の効果を実証、更に、発育に応じた適正な種類と正

しい使用方法も丁寧に解説。 

15 DVD 

G-55 
交通ルールを守る。大切な命

を守る。 

シートベルト、自転車、高齢者、歩行者、飲酒運転

根絶、二輪車、子供などの交通ルール遵守のための

映像（１５秒）を１５タイトル収容。 

企画・制作 香川県警察本部交通部 

ー DVD 

G-56 
ヒヤリ・ハットに学ぶ高齢者

の交通安全 

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など、歩行・自転車・ド

ライバーそれぞれの立場での行動で交通事故予防を

心がけます。 

19 DVD 

G-57 
マギー司郎のお年寄りの交

通安全 

お年寄りの事故が多い場所（車の後ろからの飛び出

し、横断歩道のない場所での横断など）で、交通安

全のポイントをマジックと映像で楽しくわかりやす

く解説します。 

20 DVD 

G-58 
見落とさない！ 「衰え」の

信号 

高齢ドライバーの事故の特徴を「水戸黄門」ハ兵衛

役・高橋元太郎が、実際の事故事例をレポートしな

がら、「年と共に衰える自分の身体能力を自覚する

ことが大事」と訴えていきます。 

23 DVD 



G-59 
自転車も車両です 

～交通安全への意識改革～ 

「自転車も車両」これを意識すると、自転車に乗る

人はもちろんドライバーや歩行者の、交通ルールや

マナーに対する考え方と行動が変わります。 
21 DVD 

G-60 
真剣に考えよう自転車のこ

と 

この作品の主人公、小学生の拓也くんは、自らの乱

暴な運転により、歩行中のおばあさんとぶつかり、

おばあさんが意識不明になってしまいます。拓也く

んはいったいどうなってしまうのでしょうか。実際

に起きた自転車事故の裁判例をあげ、交通事故の責

任の重大さを訴えます。 

16 DVD 

G-61 
なぜ、自転車事故は起こった

か 

自転車が関連する交通事故は、全事故の２割を占め

ています。また、自転車は「車の仲間」なので、原

則として車道を走らなければなりません。 

24 DVD 

G-62 
なぜ、自転車事故は起こった

か 

自転車が関連する交通事故は、全事故の２割を占め

ています。また、自転車は「車の仲間」なので、原

則として車道を走らなければなりません。 

24 ﾌﾞﾙｰ 

 

 


