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安全運転のための
テキスト・ビデオ・
安全運転のための
テキスト・ビデオ・

● 実際の交通事故ケースの分析から生まれた、
  交通場面問題・解説を備えたテキストブック、CD-ROM「問題編」「解説編」（四輪車用）
● 実際の路上の映像による、10交通場面のビデオテキスト（四輪車/二輪車用）
● 1枚のシートで問題・解説がわかる「問題編」「解説編」（二輪車用）

［四輪車用問題編］

¥2,000 ＋税（ 送料別）

［四輪車用解説編］

¥4,000＋税（ 送料別）

［二輪車用問題・解説編］

¥1,000＋税（ 送料別）

［四輪車/二輪車用］

¥2,000円＋税（送料別）
DVD　30分

＊ビデオVHSもございます

 

 CD-ROM

￥6,667＋税（ 送料別）

動作ソフト…インターネッ
CPU…ペンティアム III 1.2GHZ

●企業・団体・学校等の安全運転講習、交通安全啓発の補助教材として・・

●安全運転の能力を磨きたい方に役立つガイドとして・・

●運転に不安を持たれている方をお手伝いする安全運転のツールとして・・

●運転免許学科試験に出題される危険予測問題の補助教材として・・

こんな時、こんな方に・・こんな時、こんな方に・・

交通事故の多くは、ドライバー・ライダー
が実際の路上で出会う危険を予測する
能力や、危険に対する感受性の不足から
発生することが知られています。この危
険を予測する能力を磨くことは、安全で
快適な運転をする上で大きな意味を持っ
ています。
「交通状況を鋭く読む～危険予測トレー
ニング」はこのような能力や感受性を身
につけるトレーニング・ツールとして作
られました。安全で快適な運転のために、
ぜひご活用下さい。



4 2グループでの安全運転教育・啓発に、また個人でのトレーニングに・・・�グループでの安全運転教育・啓発に、また個人でのトレーニングに・・・�

●実際の交通事故ケースの分析に基づく様々な交通場面問題について、その中に潜む危険を予測し、対応のしかた
を学んでいくことで、安全・快適な運転に役立つ「危険予測能力」を磨くことが出来ます。�
●企業・団体・学校等の事故防止のための安全運転教育、小集団活動の補助教材として、また個人でのトレーニング
用として、幅広くご利用いただけます。�
●ビデオにより、危険を予測するトレーニングの基本を実際の路上の映像を通じて身に付け、その上でテキストブック
のイラスト交通場面ケーススタディにすすまれるとより効果的です。�

問題編�

解説編�

〈問題一覧画面〉�
【問題一覧】ボタンをクリックすると、まず、さまざまな交通場面を13に分類し
た問題カテゴリーの一覧が表示されます。右側のボタンをクリックすると、そ
れぞれPDFファイルで問題編と解決編が表示され、印刷することができます。�

問題カテゴリーごとに問題No.とタイトル、関連要素が表示されます。問題No.
とタイトルをクリックすると、その問題編に進むことができます。�

問題編の200の交通場面について、「解答」「解説・ポイント」「事例図」「どの
ように運転すればよいか」の解説を用意しています。�

問題/解説項目�１．歩行者編（19場面）�
２．自転車編（13場面）�

３．正面衝突編（7場面）�

４．追突編（22場面）�

５．出合頭編（18場面）�

６．左折編（13場面）�

７．右折編（32場面）�

８．道路編（16場面）�

９．高速道路編（21場面）�

１０．気象編（18場面）�

１１．転回・後退編（7場面）�

１２．接触編（9場面）�

１３．その他編（5場面）�

CD-ROMの内容�

【問題No.】�
各カテゴリーにある問題No.が全て表示されます。現在選択している問題のNo.
が白色で表示されます。No.をクリックすると、各問題に進むことができます。�

CD-ROM 
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テキストブック四輪車用 問題編� テキストブック四輪車用 解説編�

問題/解説項目�

200の交通場面をみて、（Ｑ１）どんな危険がありますか？�
（Ｑ２）どのような運転をしますか？について選択肢を選
んで答えます。�

問題編の200の交通場面について、「解答」
「解説・ポイント」「事例図」「どのように運
転すればよいか」の解説を用意しています。�

「（Ｑ１）、（Ｑ２）」�

１．歩行者編（19場面）�
２．自転車編（13場面）�
３．正面衝突編（7場面）�

４．追突編（22場面）�
５．出合頭編（18場面）�
６．左折編（13場面）�

７．右折編（32場面）�
８．道路編（16場面）�
９．高速道路編（21場面）�

１０．気象編（18場面）�
１１．転回・後退編（7場面）�
１２．接触編（9場面）�

１３．その他編（5場面）�

「危険の解説」�

「事故やヒヤリ�
ハットの原因�
の解説」�

「問題の解答」�

「どのように運転すればよいかの解説」�

「現実におきた事故、�
 また事故になりかけた事例の図」�

「解答選択肢」�
（３つ）�

テキストの内容�

テキストブック二輪車用 解説（裏面）�
裏面の解説ページでは、問題の50の交通場面について、�
次のような内容を解説しています。�

テキストブック二輪車用 問題（表面）�
50の交通場面について、場面を表現したイラストレーションと、�
その下にある場面の説明を見て（Q1）どのような危険が考えられますか？�
（Q2）どんな運転をすればいいでしょう？�
の2つの質問に対して考え、正しいと考えられる解答を選びます。�

●原付編�
問題/解説項目�

１．出合頭（10場面）�
２．右折（8場面）�
３．左折（4場面）�
４．追突（3場面）�
５．進路変更（2場面）�
６．正面（1場面）�
７．横断（1場面）�
８．転倒（1場面）�

●自動二輪編�
１．出合頭（6場面）�
２．右折（3場面）�
３．左折（1場面）�
４．追突（2場面）�
５．進路変更（1場面）�
６．正面衝突（2場面）�
７．横断（1場面）�
８．転倒（1場面）�
９．追越追抜（2場面）�
１０．工作物衝突（1場面）�

（表面）�

（裏面）�

質問�
正解は、1つの場合と2つの場合
があります。交通場面を見て考え
た後、（Q1）（Q2）とも3つの解
答選択肢の中から、正しいと考え
られるものを1つ、または2つ選ん
でください。�

この場面の中の�
危険は……�
問題の交通場面の中に、どんな
危険があったかの事実を紹介し
ています。主として実際の交通
事故のケース、および交通事故
になりかけたケースの分析をもと
にしています�

解説�
問題に潜んでいた危険の背景や、
その危険が生まれた原因、類似
する危険などを解説しています。�

問題の解答�
問題の（Q1）どのような危険が
考えられますか？（Q2）どんな運
転をすればいいでしょう？の正解
を示しています。�

危険が起きた場合�
現実に起こった事故の事例図、
または事故になりかけた事例の
解説図を示しています。問題の
交通場面にどんな危険があった
のかを、他者などとの関係を含め
て学ぶことができます。�

この場面での�
安全運転のポイント�
問題の交通場面で、危険を的確
に予測して安全に運転するため
のヒントを示しています。�
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問題/解説項目
●基本トレーニング
１歩行者編
２．交差点編（左折）
３．交差点編（右折）
４．出合頭編（信号交差点）

●応用トレーニング
１．危険が連続した場面編
２．複数のパートナーが関わる場面編+自分の心が危険を招く場面編

５．出合頭編（信号のない交差点）
６．道路編（カーブ）
７．気象編（夜間）
８．パートナー編（直前車）

四輪車用テキストブック問題編 × 5部 + 四輪車用テキストブック解説編 ×1部 + の巻１ × オデビ用車輪二/輪四
合計 ¥16,800のところ¥14,700 ＋税（送料別）とお得な「パッケージセット」をご用意しています。

●交通教育センターレインボー 浜名湖
  〒431-1305 静岡県浜松市細江町気賀5200-5
 ＴＥＬ 053-527-1131 FAX 053-527-2232
●鈴鹿サーキット交通教育センター
  〒510-0295三重県鈴鹿市稲生町7992
 ＴＥＬ 059-378-0387 FAX 059-378-1471
●交通教育センターレインボー 福岡
  〒811-0121 福岡県粕屋郡新宮町美咲1-5-53
 ＴＥＬ 092-963-1421 FAX 092-963-1424
●交通教育センターレインボー 熊本
  〒869-1231 熊本県菊池郡大津町平川1500
 ＴＥＬ 096-293-1370 FAX 096-293-1371

●アクティブセーフティトレーニングパークもてぎ
  〒321-3597 栃木県芳賀郡茂木町桧山120-1
 ＴＥＬ 0285-64-0100 FAX 0285-64-0101
●交通教育センターレインボー 和光
     〒351-0111 埼玉県和光市下新倉5-27-1
 ＴＥＬ 048-461-1101 FAX 048-461-1104
●交通教育センターレインボー 埼玉
  〒350-0141 埼玉県比企郡川島町出丸下郷53-1
 ＴＥＬ 049-297-4111 FAX 049-297-6273

下記の交通教育センターにTELでお問合せ下さい。

ビデオテキスト

お申込みは

ビデオの内容

＊DVDもございます

交通教育センター
レインボー 熊本

交通教育センター
レインボー 福岡

鈴鹿サーキット
交通教育センター

交通教育センター
レインボー 浜名湖

交通教育センター
レインボー 埼玉

アクティブセーフティ
トレーニングパーク もてぎ

交通教育センター
レインボー 和光


