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は じ め に 
 

 交通事故を防止するには、安全な環境づくりの推進とともに、人も車もお互いに思

いやりを持ち、交通ルールやマナーを守って行動することが大切です。そのためには、

交通安全に関する正しい知識が必要です。 

 大田区では、交通安全教育を充実させるために、交通安全教材の貸し出し制度を設

け、その活用を図っています。ぜひご利用ください。 

 

 【申込先】 大田区都市基盤整備部 

       都市基盤管理課交通安全・自転車総合計画担当 

       大田区役所７階 26 番窓口 

       住 所  〒144-8621 

大田区蒲田五丁目 13 番 14 号 

       電 話  5744-1315 

       F A X  5744-1527 

 

 

目 次 
 

交通安全教材貸し出しの手引・・・・ 1 

概要（DVD）・・・・・・・・・・・ 2 ～ ７ 

概要（ビデオ）・・・・・・・・・・・ ７ 

概要（CD-ROM）・・・・・・・・・ ８ 

概要（紙芝居）・・・・・・・・・・・ ８ ～ １０ 

概要（大型絵本）・・・・・・・・・・ 1０ 

 「交通安全教材等使用申込書」 

 「交通安全教材等返却届兼報告書」 

 

 

☆★インターネットからも交通安全資料コーナーの情報がご覧いただけます★☆ 

大田区ホームページ https://www.city.ota.tokyo.jp 

トップページ ≫ 生活情報 ≫ 住まい・まちなみ ≫ 交通安全  

本誌の最終ページにあります。 

コピーしてご使用ください。 

 

https://www.city.ota.tokyo.jp/
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交通安全教材等 貸し出しの手引 
 

（１）都市基盤管理課へ、貸し出しを希望する教材の貸し出し状況を確認する 

（２）巻末の「交通安全教材等使用申込書」を記入し、窓口で教材を借りる 

（３）返却の際は巻末の「交通安全教材等返却届兼報告書」を記入し、窓口で教材を返

却する 

※ 貸し出しは１回につき２本以内、期間は借りた日から３日間です。 

 

大田区交通安全教材等貸出要綱 
 
（目的） 

第１条 交通事故防止を強力に推進するためには、教育機関、各種団体、地域社会等
それぞれの分野においてあらゆる機会を捉え、交通安全意識の啓発及び適切な指導
が行われることが必要である。従ってそれらの活動に必要なビデオ、DVD、その他
の教材（以下「教材等」という。）を整備、管理し、積極的に広く区民に貸出し、交
通安全教育啓発指導の自主的活動の浸透を図る手助けをする。 

 
（対象） 
第2条 教材等の貸し出しを受けることが出来るものは、大田区内の幼稚園、保育園、
学校、官公庁およびその他の個人又は団体とする。 
２ 前項本文の規定にかかわらず、営利を目的として教材等の貸出しを受けようと
する者については、この限りでない。 

 
（申込） 
第３条 貸出しを受ける際は、交通安全教材等使用申込書（別記第１号様式）を提出

する。 
 
（貸出） 

第４条 教材等の貸出しは、１回につき２本以内とし、貸出し期間は、貸出しを受け
た日から３日以内とする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りではない。 

 ２ 教材等の貸出しは、無料とする。 
 ３ 教材等の運搬は、使用者が行う。ただし、特別の事情がある場合はこの限りで

ない。 
 
（返却） 
第５条 教材等を返却するときは、異状の有無を確認し、交通安全教材等返却届兼報
告書（別記第２号様式）を添付する。 

 ２ 使用者が教材等を甚だしく損傷し、又は紛失した場合は、これを原形に復させ、
又は、賠償させるものとする。ただし、特別の事情があると認めた場合は、この

限りでない。  
付則 
１  この要綱は、平成５年３月３日から施行する。 
２  平成１７年３月３日一部改正 
３  平成２１年４月１日一部改正 
４  平成２６年３月７日一部改正 
５  平成２９年６月９日一部改正 
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概 要 
 

 

番号 対象 
題名 

【時間・発行年】 
内容 

Ｂ-1 
幼児 

低学年 

うさぎとかめの交通安全 

【13分・2008年】 

うさぎくんとかめくんに、忍者の「安全丸」

が忍法を使って、「交通ルールは命を守る大切

なお約束だ」ということを教えていく楽しい

お話です。 

Ｂ-2 
幼児 

低学年 

グーパ王子の交通安全 

【12分・2008年】 

ウパニー星からやってきたグーパ王子は、

地球のお友達に正しい答えを聞きながら、大

切な交通のお約束を学んでいきます。現実感

を持たせる実写映像と、3Ｄアニメーション

で楽しく学べます。 

Ｂ-3 低学年 
あさりちゃんの交通安全 

【10分・2009年】 

教育映画祭2011年優秀作品賞受賞！テン

ポよく展開するあさりちゃんとタタミちゃん

の自転車教室です。 

Ｂ-4 
幼児 

低学年 

子てんぐこたろう 

守ろう！交通ルール 

【12分・2010年】 

元禄時代の絵巻物から飛び出した子天狗の

小太郎が繰り広げる、楽しく学べる交通安全

の教材です。日頃目にする現実の信号機や横

断歩道、交差点を背景に、アニメのキャラクタ

ーが交通安全のポイントを学んでいく構成と

なっています。 

また大切なポイントは、イラストで復習し、

知識の定着を図ります。 

Ｂ-5 
幼児 

低学年 

アラジンと魔法のランプの交通安全 

【12分・2011年】 

「アラジンと魔法のランプ」のキャラクタ

ーを使い、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切

の渡り方など楽しく学べる構成となっていま

す。 

子どもたちが交通事故に遭わない、起こさ

ないためにも、交通ルールを守ることの大切

さを示唆します。 

 

Ｂ-6 

 

幼児 

低学年 

はなかっぱの交通安全 

～ケーキを求めて右・左・右～ 

【13分・2013年】 

テレビで大人気の「はなかっぱ」が、仲間た

ちと交通ルールを学んでいくアニメーション

です。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。 

～ＤＶＤ～ 
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番号 対象 
題名 

【時間・発行年】 
内容 

Ｂ-7 低学年 

クイズ危険をさがせ 

自転車に乗るとき 

【17分・2013年】 

小学生向けの自転車交通安全・危険予測ト

レーニング教材です。より実感を伴った学習

ができるよう、危険予測の場面は全て、自転車

に乗る子どもの視点からの映像を使用してい

ます。 

車のドライバーから見た映像も交えて、な

ぜ危険なのかを視覚的に分かりやすく解説し

てあります。 

愉快なキャラクターたちが繰り広げるクイ

ズ形式の楽しい内容と明快な映像で、子ども

たちの危険予測能力を高めます。 

Ｂ-8 高学年 
道路にはどんな危険があるの？ 

【19分・2012年】 

親の目を離れて行動するようになる就学児

童には、自分の判断で適正な安全行動を取る

ことが要求されます。 

この DVD では「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、理解を深める方法を取ります。 

自分で考え理解することは、交通ルールの

遵守や、道路に潜む危険の予測能力を高め、交

通事故の防止につながります。 

Ｂ-9 
幼児 

低学年 

まめうしくんの交通安全 

～宝さがしの旅だっし～ 

【12分・2009年】 

絵本やテレビでおなじみの「まめうしくん」

が登場する、交通安全について楽しく学べる

アニメーションです。 

まめうしくんは仲間たちと宝探しに出かけ

ることになり、初めて町を歩きます。宝探しの

道中で、安全な道路の歩き方や渡り方、信号な

ど、交通ルールの基本を学んでいきます。 

Ｂ10 
幼児 

低学年 

忍者玉丸 

 ルールを守って交通安全!!の巻 

【12分・2015年】 

 現代の日本にタイムスリップした忍者玉丸

たちが、敵の忍者から「虎の巻」を取り返そう

とするストーリーの中で、道路の歩き方や横

断歩道の渡り方を学んでいきます。 

Ｂ11 
幼児 

低学年 

クイズでまなぶ 

ピノキオのこうつうあんぜん 

【15分・2016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、視聴者の子ども達の助けを借り

ながら（クイズ形式での視聴者参加）交通ルー

ルを学ぶことになります。また、人形のピノキ

オが人間の子どもになることで、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、子供たちに伝えます。 
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番号 対象 
題名 

【時間・発行年】 
内容 

Ｂ12 
幼児 

小学生 

ズッコケ三人組の自転車教室 

安全な乗り方を身につけようの巻 

【14分・2016年】 

 飛び出しの危険性を子ども達に伝え、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。 

B13 

 ※ 

幼児 

低学年 

三太郎とかぐや姫の交通安全 

【14分・2016年】 

幼児・小学生（低学年）向けの交通安全アニ

メーション教材です。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

途中で、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べる作品です。 

B14 
幼児 

低学年 

ズッコケ三人組のこうつうあんぜん 

【12分・２０１６年】 

ズッコケ三人組のキャラクターと一緒に交

通ルールの基本を楽しく学べるアニメーショ

ンです。交通ルールの中でも特に横断歩道の

渡り方が詳しく説明されています。 

B15 
幼児 

低学年 

 

三びきの子ぶたの交通安全 

【１４分・２０１８年】 

 

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

もたち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できる

作品です。 

Ｂ16 
幼児 

低学年 

とびだしはあぶないぞ！ 

むしむし村の交通安全 

【12分・２０１２年】 

子どもたちに馴染みの深い虫たちキャラク

ターになって登場する、明るく楽しいストー

リーの中で、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ます。 

Ｂ17 
幼児  

低学年   

＜NEW＞ 

できたかな？ あんぜんかくにん 

【１３分・２００７年】 

文部科学省選定。歌を歌いながら、交通ルール

を覚えよう。 

Ｇ-1 一般 

あなたの運転間違っていませんか 

―自転車はクルマの仲間― 

【21分・2012年】 

「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」ということを訴え、自転車

の正しい乗り方や、事故事例をもとに、どうす

れば事故を防ぐことができるのかを分かりや

すく解説します。 

Ｇ-2 一般 
その時あなたにできること 

【20分・2007年】 

交通事故現場における応急救護処置につい

て収録しています。 

Ｇ-3 一般 

事業者向け自転車安全利用 

研修用 DVD 

【43分・2014年】 

東京都が作成した、事業者での研修に適し

た DVDです。 
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番号 対象 
題名 

【時間・発行年】 
内容 

Ｇ-4 一般 
自転車は車のなかまです 

【23分・2012年】 

自転車は手軽で便利ですが、近年、ルール違

反による交通事故や歩行者とのトラブルが増

加しています。 

この DVD では、損害賠償に関するミニド

ラマや自転車事故の再現映像、統計グラフを

活用しながら、有識者のコメントを交えて、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ます。 

Ｇ-5 一般 

中学生・高校生のための 

自転車交通ルール 

【19分・2016年】 

・自転車運転講習制度とは？ 

・自転車はどこを走るのか？ 

・一時停止の必要性 

・交差点は要注意 

・他にもある、こんな危険・・・他 

G-6 一般 

来日外国人向け 

交通安全短編映像集＆防犯ドラマ 

【40分・2016年】 

Disc1：英語中国語韓国語 

Disc2：スペイン語タイ語ベトナム語    

Disc3：イタリア語フランス語ドイツ語 

日本の交通ルールの基本や来日外国人に守

ってもらいたいことを、日本語のセリフでド

ラマ仕立てにして分かり易く解説していま

す。 

G-7 

 

 

 

一般 

 

 

 

＜NEW＞ 

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～ 

【16分・2019年】 

近年、車間距離を極端に詰めて挑発する行為

や、走行中の幅寄せなど、いわゆる「あおり運

転」が社会問題化しています。本作品ではまず

「あおり運転」をしないための心構えや、「あ

おり運転」に遭遇した時の対処法を解説しま

す。 

 

G-8 

 

 

一般 

 

＜NEW＞ 

見直そう！ あなたの運転 

～事故を防ぐための運転操作～ 

【２０分・２０１８年】 

実際の事故事例に学びながら、今一度自身

の運転を見直していただくことを目的として

います。 

アクセルとブレーキペダルの踏み間違いによ

る事故を例にこのような事故がなぜ起きるか

専門家への取材を行い、対策を解説していき

ます。 

J-1 高齢者 

いつまでも安心して暮らすために 

～高齢者の交通安全～ 

【22分・2014年】 

ナビゲーターの舞の海さんが、運転者・自転

車・歩行者の交通安全に関する注 意点をわ

かりやすく紹介します。 
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番号 対象 
題名 

【時間・発行年】 
内容 

J-2 高齢者 
高齢者の自転車と歩行 

【21分・2010年】 

自転車と歩行者の二人をモデルに、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

動から検証して解説していきます。 

J-3 

 
高齢者 

孫と一緒に再確認！ 

高齢者の交通ルール 

【20分・2013年】 

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！ 

J-4 高齢者 

ケーシー高峰の交通事故を防ぐ 

高齢者のための処方箋 

【20分・2011年】 

高齢者に人気の医学漫談のケーシー高峰さ

んは、高齢者が交通事故に遭う大きな理由は

二つあり、一つは自分の身体の衰えを自覚し

ていないこと、もう一つは年と共に表れる性

格、「せっかち」「わがまま」「頑固」であると

いいます。この作品の中で、ケーシー高峰さん

が高齢者の事故防止対策のアドバイスをしま

す。 

J-5 高齢者 

只今、横断中 

事故に遭わない歩き方 

【11分・2014年】 

高齢者の歩行中の交通事故が後を絶ちませ

ん。高齢者側の主な事故原因をみると、横断を

禁止された場所での横断や信号無視によるも

のです。なぜ、無謀な行動をとってしまうので

しょうか。この DVD では、高齢者の心理と

行動に注目しながら、事故を未然に防ぐ方法

をわかりやすく紹介しています。 

 

Ｊ-6 

※ 

高齢者 
三遊亭小遊三の高齢者の交通安全 

【17分・2015年】 

 三遊亭小遊三師匠を案内役に、身体能力の

衰えを自覚した歩き方と自転車の運転ルール

を紹介していきます。 

小遊三師匠の小気味よい話術と、お笑い要素

を交えたストーリー展開で、高齢者のみなさ

んに交通事故に遭わない行動を楽しく分かり

やすく理解していただける内容となっていま

す。 
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番号 対象 
題名 

【時間・発行年】 
内容 

 

 

Ｊ-7 

 

 

高齢者 

シルバー世代のみなさん 

正しい道路の横断してますか？ 

【18分・2017年】 

交通事故で亡くなる方の中で、大きな割合

を占めているのは高齢の歩行者です。この

DVD では、道路を横断する際に気をつけなけ

ればならないポイントや反射材の活用につい

て分かりやすく説明しています。 

J-8 高齢者 

きずな町物語 

気づいていますか？ 交通事故の危

険性 

【２３分・２０１７年】 

歳を重ね、昔は危なげなかった車の運転に

も、少し危険を感じるようになった父の弘。い

つもなら気にならない夜の運転の際にも交通

事故の危険が…。 

 

J-9 

 

高齢者 

 

マギー司郎の 

お年寄りの交通安全 

【２０分・２０１８年】 

 

軽妙なマジックとトークでお年寄りにも人

気のマジシャン、マギー司郎氏が街に出かけ、

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）で、

交通事故のポイントを、得意のマジックと映

像で楽しくわかりやすく解説します。 

 

J-10 

 

高齢者 

大人の自転車交通安全 

事故映像から学ぶ自転車の 

安全な乗り方 

【２０分・２０１７年】 

交通ルールを守らないで自転車に乗るのは

事故のもと。本作品は成人の方を対象に、自転

車の交通ルールを 

ドライブレコーダーや実際の事故現場の映

像、最新のＣＧ映像も交えながら、基本からわ

かりやすく解説しています。 

 

 

 

 

 

 

番号 対象 
題名 

【時間・発行年】 
内容 

F-2 一般 
自転車も車両です（短縮版） 

【10分・2009年】 

自転車の安全な乗り方、特に子どもにヘル

メットをかぶらせる大切さを説きます。お豆

腐を脳に見立てた破壊の実験が、衝撃の度合

いを伝えます。特別に製作会社に依頼し、保

育園などの保護者会などに活用してもらう

ため、10分の短縮版となっています。 

 
 

※今年度は貸し出しをしておりません 

 

～ビデオテープ～ 
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番号 対象 
題名 

【発行年】 
内容 

C-1 小学生 
遊びながらまなべる交通安全ゲーム 

【2003年】 

主な内容として歩行、横断、危険な遊び場

所を取り上げ、パソコンの操作を通して、基

本的な交通ルールや安全な交通行動につい

て学ぶことができます。 

C-2 小学生 
小学生のための交通安全 CD-ROM 

【2002年】 

・交通安全シミュレーションゲーム 

・学ぼう！危険が潜む場所 

・挑戦しよう！交通安全クイズ 

・マナーを守ろう！自転車の正しい乗り方 

の四項目があり、楽しみながら交通安全につ

いて学ぶことができます。 

C-3 
中学生 

高校生 

自転車利用による交通安全・危険予測

シミュレーション 

【2004年】 

事故の起こりやすい場所での危険予測シ

ミュレーションを通して、事故防止のための

トレーニングを行うことができます。また交

通ルールや交通マナーを学べるコーナーも

あります。 

 

 

 

 

 

番号 対象 
題名 

【場面数・発行年】 
内容 

E-1 幼児 

ぼくとおねえちゃんの 

ひらくとわかる！こうつうルール 

（３～８歳） 

【８枚・2009年】 

開く前と開いた後で場面が変化し、次の展

開を予測することで危険感受性を高められ

るように新しい手法を取り入れています。 

加えて、それぞれの啓発ポイントで子ども

たちへの「問いかけ」を入れてありますので、

子どもたちと話し手がコミュニケーション

を図りながら子どもたち自らが参加・体験す

ることができるように工夫しています。 

E-2 幼児 

新・ぼくとおねえちゃんの 

ひらくとわかる！こうつうルール 

（９～12 歳） 

【７枚・2009年】 

対象年齢を引き上げ、自転車の安全な利用

についての内容を盛り込みました。また、「ナ

レーション例」と「啓発ポイント」には現役

の交通指導員からの意見を取り入れ、交通安

全教室で活用しやすいように配慮しました。 

～CD-ROM～ 

～紙芝居～ 
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番号 対象 
題名 

【場面数・発行年】 
内容 

E-3 幼児 
きえたしんごうくん 

【15枚】 

信号機の青君、黄色君、赤君は、みんなの

安全を守るために今日もはりきって仕事を

しています。でも歩行者や運転者は信号無視

ばかりしています。青君、黄色君、赤君は、

すっかり怒って、信号機から出て行ってしま

いました。さあ、大変！ 

E-4 幼児 
うさぎのとびだし 

【８枚・1974年】 

キリンちゃん、モグちゃん、ピョンちゃん

は、今日も広場へ。でも、大通りを渡るとき、

どうするのでしょう？ 

E-5 幼児 
おこりんぼのおーちゃん 

【12枚・1973年】 

お母さんに叱られてプンプンおこって飛

び出したおーちゃん。幼児のひとり歩きがい

かに危険かを伝えます。 

E-6 幼児 
ムーミンとおばけやしき 

【12枚】 

ムーミンたちが住んでいる平和な村で起

こる、様々な事件を通して交通ルールを教え

ています。 

E-7 幼児 
ムーミンと星の子 

【12枚】 

ムーミンたちが住んでいる平和な村で起

こる、様々な事件を通して交通ルールを教え

ています。 

E-8 幼児 
ムーミンと名カメラマン 

【12枚】 

ムーミンたちが住んでいる平和な村で起

こる、様々な事件を通して交通ルールを教え

ています。 

E-9 幼児 
ぴんちゃんのまり 

【８枚・1973年】 

あ！！ころがったマリを追ってぴんちゃ

んが表へとびだそうとしました。表の通りは

自動車が・・・！ 

E-10 幼児 
コンキチのいたずら 

【８枚・1978年】 

ピョン子のヒコーキをコンキチは「えい

っ。」トラックの荷台へのせてしまいました。

あぶない！トラックがバックして・・ 

E-11 幼児 
ポンちゃんのボール 

【12枚・1993年】 

たぬきのポンちゃんたちが公園であそん

でいました。ポンちゃんのけったボールがい

ぬのゴンタにあたってしまいました。おこっ

たゴンタからボールを渡されたきつねのコ

ンキチは道路へにげだして・・ 

E-12 幼児 
ぞうくん、あぶない！ 

【12枚・1993年】 

ぞうくんととらちゃんと 2 人で地面に絵

を描いて遊んでいます。おかあさんに道路で

はあそばないように言われたのですが、お絵

描きにすっかり夢中になった 2人は、いつの

まにか道路の方へ・・ 
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番号 対象 
題名 

【場面数・発行年】 
内容 

E-13 幼児 
あわてんぼうのうさぎくん 

【12枚・1993年】 

ぶたちゃんの誕生会にでかけたうさぎく

んは、プレゼントが雨にぬれることに気をと

られて、車にぶつかりそうになります。横断

歩道では、青信号がチカチカしているのに渡

ってしまい、さあ大変！ 

E-14 幼児 
おにいちゃんのわすれもの 

【12枚・1993年】 

ザリガニつりにでかけたさとし君は、忘れ

物をとりにいったおにいちゃんを待ちきれ

ずに道へ出て、自転車のおじさんとはちあわ

せ。おにいちゃんも左折の車にひかれそうに

なってしまいます。 

E-15 幼児 
りんごがころころすってんころりん 

【８枚・1978年】 

ねぼうをしたジュンちゃんは、おかあさん

に手を引かれ、大あわてで幼稚園へ。その途

中、公園の近くで・・。 

E-16 幼児 

しんごうきのおじさん 

なにしているの 

【８枚・1973年】 

子どもたちは信号機のおじさんに教えら

れて交通信号を知り、安全な道路の渡り方を

おぼえました。 

E-17 幼児 

ワイド紙芝居 

しんごうチカチカあぶないよ 

【12枚・1973年】 

村のどんぐり保育園に町のチューリップ

保育園から「クッキーを焼いたので食べに来

て下さい」という手紙が届きました。みんな

でさっそく出かけますが、町はくるまが走っ

ていて危険がいっぱい・・・。 

 

 

 

 

～大型絵本～ 

番号 対象 
題名 

【ページ数・発行年】 
内容 

D-1 幼児 
じゃんぼえほん わたる 

【33ページ・2007年】 

集会など大勢の子ども達に対し、道を歩く

とき、道路を横断するとき、外で遊ぶときな

どに注意することを楽しく知らせられる大

きな絵本です。 
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