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交通安全教育用
幼児から高齢者までの交通安全教育のために

自動車教習所は地域の交通安全センターとしての役割を担い、

初心運転者の育成だけでなく、ペーパードライバー教育、企業向け

安全運転教育、二輪車教育、高齢運転者教育、更に子ども達の

自転車・歩行安全教室など実施されて、成果をあげておられる

ことと思います。これら講習、教育用ビデオをご紹介します。

ビデオライブラリー
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題　　　　名 価格
制作年月／収録時間 内　　　   容

10分で学べる！！DVDドラマシリーズ
CINEMA Vol.01

飲酒運転根絶ドラマ
『アメアガリ』

飲酒運転に対する認識の甘さ
犯罪加害者となった家族

DVD 50,000円

2015.11／8分

この映画は、飲酒運転が幸せだった家族全員を犯罪者にし、その
原因が日常のふとした心のゆるみにあることを伝えます。
大手医薬品メーカーの営業に勤務する工藤隆也（34才）は、課長昇
進を間近に控え、仕事も家庭も順風満帆の日々を送っていた。
そんなある日、昇進のお祝いにと義父母が招かれホームパーティ
ーが開かれる。隆也はもう酔いはさめているはず・・・とふとした
気の緩みから、飲酒運転をし、死亡事故を起こしてしまう。
またそれを容認した家族も犯罪者となり、家族全員が飲酒運転の
代償の重さを知ることとなる。

10分で学べる！！DVDドラマシリーズ
COMIC MOVIE Vol.01

飲酒運転根絶マンガ
『償い』

～たった一度の過ち～

DVD 50,000円

2016.2／8分

ただ一度の判断の誤りにより、起こしてしまった飲酒運転事故。
車を運転することの責任と自覚、いのちの大切さを、臨場感のあ
る動く電子コミックで訴えます。
※サンプルは　　　　　 でご覧になれます

10分で学べる！！DVDドラマシリーズ
COMIC MOVIE  Vol.02

自動車盗難防止マンガ
『～決意～』

DVD 50,000円

2016.2／9分

多発する自動車盗難。ある事例に沿って、わかりやすい動く電子
コミックで「盗難防止対策」について解説します。

題　　　　名 価格
制作年月／収録時間 内　　　   容

全日本交通安全協会推薦

潜む危険を予測・回避せよ！
ある会社員の交通事故

DVD 70,000円

2015.7／22分

「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交通事故を起こした会社員が、思わず言
ってしまった言葉。はたして彼の事故は避けられないケースだった
のでしょうか。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ってき
ます。この作品では、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、解説していきます。

全日本交通安全協会推薦

子ども、高齢者、自転車
相手の動きを予測し
危険を回避する！

DVD 70,000円

2014.12／22分

車を運転していて、突然前方の子ども、高齢者、自転車などが、ドライ
くつび結に故事に際実、りたしと」リヤヒ「、しをき動の外定想のーバ

ケースも少なくありません。
しかし、これらの行動特性を事前に知っていたら、的確な危険予測が
可能となり、事故を回避することが出来るのです。
ここではドライバーが、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出来るよう、事故事例を検証、分析し、安
全運転のポイントを分かり易く解説しています。

日本交通安全協会推薦

従業員の交通事故と企業リスク
DVD 66,000円

2014.11／22分

ドライバーの義務として、業務で社用車を運転する場合には、会社
の代表としてハンドルを握っているという自覚と責任を持って、安
全運転に徹することが大切です。企業にとって、発生率も高く、影響
度も大きな交通事故は最大のリスクと言えます。
本作品では、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」について解説。更に事故によっ
ては、企業にも責任が及ぶ場合があり、そうした場合に問われる「社
会的・道義的責任と法的責任」や「企業の損失」についても、分かり易
く解説しています。 
飽きずに視聴できるように、ドラマの合間に解説を入れた構成にし
てあります。

冬道事故を防ぐ
─危険な路面の見分け方─

DVD 68,000円

2014.10／20分

この作品は、雪や凍結した冬道でのスリップによる事故や吹雪など
の視界不良による事故を起こさない様、冬道を「安全に走行する」た
めの映像です。

飲酒運転 SAFE TRAFFIC. VIDEO LIBRARY

題　　　　名 価格
制作年月／収録時間 内　　　   容

全日本交通安全協会推薦

飲酒運転
許されない犯罪

DVD　70,000円

2010.08／23分

ある会社員が、ふとした気の緩みから、飲酒運転をし、死亡事故
を起こしてしまう。会社の車を運転していたこと、被害者が近
所の住人ということもあり、地域、勤務先をも巻き込み波紋が
広がる。
このドラマでは、加害者のみならず、一緒に飲酒をした友人や飲
食店の店主など、多くの人を呑み込んでいった。

全日本交通安全協会推薦

飲酒運転  罪と罰
破滅への選択

─あなたならどうしますか─

DVD　50,000円

2009.02／16分

飲酒運転がいけないことと知りながら、なぜお酒を飲んでしまう
のでしょうか。ちょっとした気の緩み、その場の勢い・・・。少しぐ
らいなら大丈夫・・・。酔いはすぐにさめるから・・・。つきあいだ
から・・・。 事故さえ起こさなければ・・・。これらの言い訳がいか
に、無知と誤解と甘えに基づくものか。イエスかノー。どちらを選
択するか。設問に答えて線をたどっていくと、やがて、ひとつの答

破「 ぜながンマーリラサな凡平るいもでにこど。く着りどたにえ
滅への選択」をたどってしまったのか、ドラマ仕立て検証実験を
通して描きます。

字幕版

字幕版

字幕版

字幕版

字幕版

二輪車 SAFE TRAFFIC. VIDEO LIBRARY

題　　　　名 価格
制作年月／収録時間 内　　　   容

全日本交通安全協会推薦

原付・二輪車ライダーへ
防ごう！バイク事故

─事故に学ぶ安全運転のポイント─

DVD　60,000円

2013.03／23分

二輪ライダーが事故を防ぐ為の運転とは？
バイクは趣味からビジネスまで、幅広いニーズのある乗り物。し
かし、ひとたび事故を起こしてしまうと、生身のライダーは大き
なダメージをうける。
この作品では、その答えを実際に起きた二輪車の交通事故から探
ります。そこから浮かび上がる、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。また、生身の
ライダーを守るヘルメットやプロテクターの重要性を訴えていき
ます。

全日本交通安全協会推薦

原付ライダーのみなさんへ
危険を読め！ 死角を消せ！

DVD　65,000円

2010.11／18分

原付バイクの死亡事故が後を絶ちません。原付バイクは気軽に乗
れる便利な乗り物として人気があります。しかし、乗り方を誤る
と命を落としかねない重大事故へとつながるのです。
この作品では、原付バイクと四輪車の最も多い事故例を示しな
がら、女性ライダーレポーターに出演してもらい、原付バイクが
事故に遭わないためには、どのようなことに気をつければよいの
か、実際に様々な交通場面を走行しながら安全運転のポイントを
描いていく内容となっています。

字幕版

高齢者 SAFE TRAFFIC. VIDEO LIBRARY

題　　　　名 価格
制作年月／収録時間 内　　　   容

高齢者との事故を防ごう
─対高齢者事故防止のポイント─

DVD　40,000円

2014.06／17分

交通事故死者数に占める高齢者の割合は増加傾向にあります。
歩行中・自転車乗用中・自動車運転中の高齢者の行動や運転の特性
を検証するとともに、多発事故パターンを映像とCGによって再現
し、ドライバーの視点から事故防止の要点を分かりやすくまとめ
ています。

全日本交通安全協会推薦

いつまでも 安全運転を！
─高齢ドライバーに必要なこと─

DVD　65,000円

2013.11／15分

高齢ドライバーは、年々、増加の一途を辿っています。ところで、車
の運転は、いつまでも若々しく豊かな人生を満喫していくために、
できるだけ長く続けていたいものです。しかし、高齢者になると、身
体機能の低下や変化が事故につながることも少なくありません。
この作品では、高齢ドライバーに多い事故例を描きながら、どのよ
うなことに注意をしたら、交通事故を防ぐことができるのか、安全
運転の秘訣を示していきます。
高齢ドライバーにとって最も重要である「老いに気づき、いかに老
いを補うのか」をポイントに、高齢者独自の安全意識の必要性をナ
ビゲーター役の下條アトムさんが訴えていきます。

全日本交通安全協会推薦

孫と一緒に再確認！
 高齢者と交通ルール

DVD　70,000円

2012.10／20分

深刻な問題になっている高齢者の交通事故。みなさんは「自分は
事故になんかあわない」「まだまだ衰えていない」と思っていませ
んか？でも残念ながら、若いときに比べると身体機能は明らかに
衰え始めているのです。
この作品は、事故にあってしまったおばあちゃんと自分勝手に自
転車に乗っていたおじいちゃんがお孫さんに怒られ、交通ルール
の大切さを自覚していく様子を描いていきます。みなさんも、自
分自身のために、そして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！
※DVDは字幕選択式です。

字幕版

字幕版

コミックムービー

コミックムービー
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自転車 SAFE TRAFFIC. VIDEO LIBRARY

題　　　　名 価格
制作年月／収録時間 内　　　   容

全日本交通安全協会推薦

今すぐチェック！ 
 自転車の交通ルール

DVD　60,000円

2014.02／16分

平成25年、道路交通法が改正され、自転車利用者対策としては、(1)
左側の路側帯を通行、(2) ブレーキの検査などの規定の整備、(3) 悪
質自転車運転者に対する講習、が新たに定められました。
この作品は新しくなった自転車の交通ルールに加え、約9,500万円
にもなった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時、「ルールを知ら
なかった」では済まされません。正しい交通ルールを身につけ、守ら
なければならないのです。

自転車を楽しく安全に乗る為に 
─ 守ろう！自転車のルールとマナー ─

DVD　65,000円

2012.11／20分

3.11東日本大震災以降、自転車を通勤やビジネスの移動に利用す
る人たちが増加していますが、近年、自転車が加害者となる交通事
故が多発しています。「自転車」が関連する交通事故の全国年間発生
総件数は、平成16年のをピークに、年々減少傾向にあります。しか
し、その中で自転車が加害者となる事故、すなわち自転車対歩行者
の事故だけが年々増加傾向にあります。
そこで自転車が加害者となる交通事故を起こさない為の「安全に、
楽しく、スマートに乗る」交通安全教材作品です。
※道路交通法の改正に伴い、自転車は、原則車道左側走行です。

全日本交通安全協会推薦

忘れないで 5つのポイント 
─ 自転車の交通ルールとマナー ─

DVD　65,000円

2012.02／18分

小学生が起こす自転車事故は、大半が出会い頭の事故です。子ども
は、一時停止や安全確認を守ることが不十分なのです。
そこでこの作品では、「なぜ一時停止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させることを目指し
ています。
また、小学生にはヘルメットの着用がすすめられてはいるものの、着用
率は著しく低いのが現状です。そこで、ヘルメットを着用する重要性に
も触れ、ヘルメットを正しく着用することの大切さを訴えていきます。

小学 生向け

※価格は全て税抜です。
※カタログに記載されている作品以外にも「交通安全教育用映像教材」を豊富に取り揃えております。是非ホームページもご覧下さい。

視聴覚教材 制作・販売／視聴覚教室 設計・施工

〒153-0044 東京都目黒区大橋1-1-5
TEL.03-3770-4781　FAX.03-3780-3078
URL  http://www.technica-av.com/

お問合せ、ご注文は

2500S.2015.12

子ども SAFE TRAFFIC. VIDEO LIBRARY

題　　　　名 価格
制作年月／収録時間 内　　　   容

全日本交通安全協会推薦

ズッコケ三人組のこうつうあんぜん
 いつもあんぜんかくにんの巻

DVD　65,000円

2014.10／12分

道路への飛び出し－子供たちは、交通社会の中で、大人には思いもよ
らない行動をとってしまいます。子供の飛び出し事故の最大の原因
は、道路横断に関する危険予測能力が、子供には欠如している点にあ
ると言われています。
 最近の警察庁交通局の調査によると、飛び出しで交通事故に遭って
いる割合は、15歳までの子供が77.7％を占めています。16歳以上の
歩行者の22.3％と比べてみると、子供の飛び出しがいかに多いかが
わかります。
そこで、この作品では、子供たちに人気のあるズッコケ三人組のアニ
メーションで、飛び出しの危険性を子供たちに伝え、事故を防ぐため
に、交通ルールを身につけておくことの大切さを強く訴えていくも
のです。

文部科学省選定

のぶながくんの
自転車のルールを守るのじゃ

DVD　60,000円

2014.07／12分

ジパング国のどこかにある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。

文部科学省選定

桃太郎の交通安全教室
DVD　50,000円

2013.07／12分

桃太郎先生の交通安全教室が始まります。今日の生徒は青鬼くんと
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。
みんなも青鬼くん赤鬼ちゃんと一緒に、交通ルールをしっかり覚え
ましょう！

幼児・小学校低学年向け

幼児・小学校低学年向け

幼児・小学校低学年向け
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