
DVD・VHS 

 

 

「＊」印は、官公庁、企業等から寄贈された教材です。                             ( )は購入年度、[ ]は制作または公開年です。 

「＋」印は、岡山市、岡山県等が制作した郷土教材です。                            VHS とシリーズは色を変えています。 

  安     全     教     育 

番 号 題   名 (受入年度) 時間（分） 対 象 

（交  通  安  全） 
VHS    

 V631 たけし君の交通安全日記 (H3) 20 小(低･中) 

 V632 こうつうじことんでいけ! (H3) 18 幼･小(低) 

 V633 交通事故にあわないために (H3) 18 小(中･高) 

 V644 ミラクル太郎の自転車安全教室 (H4) 20 小(中･高) 

 V645 安全な自転車通学のために (H4) 20 中 

 くらしの中の交通マナーシリーズ (H4)   

 V681 (1) 歩行者のみなさんへ 20 小(中･高)･ 

中・高・一般 

 V712 どうしてとびだしたの (H5) 16 小(低) 

 V730 自転車の安全ウォッチング (H5) 20 小(中･高) 

 V780 トントン･ユウユウの交通安全 (アニメ)(H5) 14 幼･小(低) 

 V781 バット大王の交通安全Ｑ＆Ａ (H5) 21 小(中･高) 

 V782 危険を読む自転車の乗り方 (H5) 18 中･高 

 V1028 のりやすくんの交通安全 

- はれときどきぶた -  (アニメ)(H6) 

15 小 

 V1029 コアラちゃんの交通安全 (H6) 14 幼･小(低) 

 V1043 中学生期に多い交通事故 (H6) 

- 原因を探る - 

10 中 

 V1049 しっかりにぎろう子どもの手 (H6) 

- 母と幼児の交通安全 - 

20 保護者 

 交通安全シリーズ （低学年） (H6)   

 V1050 学校へかようみち 10 小(低) 

 V1051 どうろのあるきかた・わたりかた 10 小(低) 

 V1052 はじめての自てん車 10 小(低) 

 V1053 車はこわいよ 10 小(低) 

  交通安全シリーズ （中学年） (H6)   

 V1054 わたしたちの通学路 10 小(中) 

 V1055 あぶないとび出し 10 小(中) 

 V1056 自転車大好き 10 小(中) 

 V1057 遠足のとき･見学のとき 10 小(中) 

 交通安全シリーズ （高学年） (H6)   

 V1058 みんなで学校へ行くとき 10 小(高) 

 V1059 飛び出し事故が起こるとき 10 小(高) 

 V1060 自転車の安全な乗り方 10 小(高) 

 V1061 自動車をもっとよく知ろう 10 小(高) 

 V1229 ドクターXの自転車安全セミナー (H8) 21 小 

 V1230 自転車事故を防ぐ (H8) 

- 我が町は交通戦争最前線 - 

21 中･一般 

V1256 忍たま乱太郎の交通安全 (アニメ)(H9) 15 保･幼･小(低) 

 ビデオで交通安全 全 6巻 (H9)   

 V1261 1.歩くとき 15 保･幼･小(低) 

 V1262 2.信号とふみきり 15 保･幼･小(低) 

 V1263 3.横断歩道 15 保･幼･小(低) 

 V1264 4.あぶないとび出し 15 保･幼･小(低) 

 V1265 5.自転車とくるま 15 保･幼･小(低) 

 V1266 6.道路の危険 15 保･幼･小(低) 

 にこにこぷんのこうつうあんぜん (H9)   

 V1267 1.あぶないよ まがりかどからのとびだし 12 保･幼･小(低) 

 V1268 2.きをつけよう くるまのかげからのとびだし 11 保･幼･小(低) 

 V1509 ちびまる子ちゃんのこんな乗りかたあぶない

よ 

13 小 

 - 安心して自転車に乗るために - (アニメ)(H13)  

 V1510 しつけで守る幼児のいのち (H13) 

- お母さんと学ぶ交通安全 - 

21 幼・保護者 

 V1517 自転車通学のための交通法規と安全な乗り

方 [H9](H13) 

20 中・高 

 V1555 ズッコケ三人組 自転車の安全教室 

[H13](H14) 

20 小 

V1582 小さな命を守ろう! (H15) 

- みーちゃんとゆうすけの交通安全 - 

15 幼・小(低) 

 V1603 中学生の自転車事故を考える  (H15) 21 中 

V1604 とっとこハム太郎のとっとこ大切! 交通ルー

ル (アニメ)(H15) 

15 幼・小(低) 

 V1615 お先にどうぞ ありがとう (アニメ)(H16) 14 小(低) 

 V1623 安全な自転車のルール (H16) 

～ 事故の加害者にならないために ～ 

20 小(高)･中･高 

 V1638 孫悟空の交通ルール (アニメ)[H17](H17) 13 幼・小(低) 

 V1639 ポンカンマンの自転車免許教室 

 [H17](H17) 

18 小 

 V1653 カルガモ親子の交通安全 [H17](H18) 13 幼・小(低) 

 V1690 父との約束 

－ 我が家の交通安全 － (アニメ)(H19) 

14 小(中) 

DVD    

 D40 自分で守ろう自分の命 (H15) 

 防ごう自転車事故 

16 小(高)・中・高 

*D80 いのちを大切に [S60](H18) 

－ 高等学校交通安全指導教材 － 

30 中･高 

D116 テツ and トモの自転車なんでだろう? 

 [H16](H18) 

24 中・一般 

 D117 皆伝! 角田信郎の自転車道 虎の巻 (H18) 24 中・高・一般 

 D122 ママチャリ・ブギ 

～ 家族みんなの交通安全 ～ [H18](H18) 

28 一般 

(幼・保護者) 

 D148 人に優しい自転車の乗り方 

- なくそう!! 暴走運転 -  (H19) 

27 中・高・一般 

 D176 できたかな? あんぜんかくにん 13 幼・小(低) 

 ケンタとニャンタのこうつうあんぜん (アニメ)(H20)  

 D213 楽しく街にでましょう [H18](H20) 23 一般 

 高齢者だからこそ知っておきたい交通ルール  

 D245 サル太郎 ヘルメットはかぶってね 15 幼・小(低) 

 - 自転車にのるときのやくそく -  (アニメ)(H21](H21)  

 D273 ストップ! 自転車の危険運転 

 中学生の事故を防ぐ [H21](H21) 

20 小(高)･中 

 D282 みんなで学ぼう! 交通ルール [H22](H22) 13 幼・小 

 D302 自転車も車両です 

交通安全への意識改革 [H20](H22) 

21 小・中 

 D510 今すぐチェック! 自転車の交通ルール 

 [H26](H27) 

16 一般 

D581 はなかっぱの交通安全 13 幼･小(低) 

 ケーキを求めて右・左・右 (アニメ)［H25］(H29)  

D582 スマホ・ケータイしながら大丈夫？ 17 小 

 「ながら」の行動が交通事故へ [H28](H29)   

D583 その自転車の運転危険です！ 18 中･高 

 交通事故を検証する [H28](H29)   

D608 あの時『ボク』は自転車で・・・ [H29](H30) 本編 20 
動画コン

テンツ６ 

小(高) 

    

 


