
埼玉県防災学習センター

※手話通訳付きビデオ
（）ビデオ保有数

ビデオ�【子供編】

1

ﾋﾞﾃﾞｵ№ ビ�デ�オ�タ�イ�ト�ル 内����容 時間 制作・企画 備�考

4 Dr．スランプ�アラレちゃん
アラレちゃんとその仲間たちが、消防隊員になり、
火遊びの恐ろしさや防災の大切さを教える。

10 東映㈱ 防災知識（3）

18
はたらくしょうぼうじどうしゃ�①������−幼稚園・小学

校低学年用−
消防自動車と消防隊員の訓練を通して、火災防止
の理解と協力を求める。

26 ㈱教配 防災知識

19
はたらくしょうぼうじどうしゃ�②�������−小学校高学

年・一般用−
ヘリコプターとはしご車による消火訓練を通して、
火災防止の理解と協力を求める。

26 ㈱教配 防災知識

39 スーパーマリオの消防隊
マリオとルイジが消防隊員になり、火災の恐ろしさ
など防災の大切さを教える。

10 東映教育テレビ 防災知識

44 →地震編にあり

45 ケンちゃんと防災家族（アニメ） ケンちゃん一家の防災予防対策とは？ 18 （財）日本防炎協会 防災知識

60 キャプテン翼の消火作戦
キャプテン翼とその仲間たちが登場し、防災の大切
さについて考える。

10 東映㈱ 防災知識

61 ドラゴンボール�悟空の消防隊
ドラゴンボールの仲間たちが登場し、火遊びの恐ろ
しさなどを通して、防災の大切さについて考える。

11 東映㈱ 防災知識

62 タイムスリップ1923�������������守ミラクル地震体験
1923年9月1日、関東大震災その日の東京にタイ
ムスリップしてしまった守が、体験したものとは・・・？

15
東京消防庁���������日本シネ

セル㈱
地震対策

63 しましまとらのしまじろうの消防隊
しましまとらのしまじろうとその仲間たちが登場し、消防
隊の活動を通して火遊びの恐さや、防災の大切さを考え
る。

10 東映㈱ 防災知識（2）

65 レッツゴーなかまたち
消防少年のメンバー姉弟と、火に恐怖心をもつ少年との出会いや

お年寄りたちとの交流を描く。勇気を持って行動する大切さ・防災

の大切さなどを訴えている。

15
東京消防庁���������テレビ朝

日映像㈱
防災知識

68
消防ロボ�ゼレウス����������������−ファイアドラゴンを

たおせ！−
消防ロボ、ゼレウスの活躍で、ファイアドラゴンが大
暴れをしている東京を救う。

15
東京消防庁�������毎日映画

社
防災知識

80 その時きみは？ピカリの消防防災学
学校の登下校中、授業中、家にいるときなどに地震が起こった場

合の対応について、主人公ピカリと小学生の良太が学んでいく様

子を描く。

19 （社）日本損害保険協会 地震対策

82 忍たま乱太郎の地震用心、火の用心
忍たま乱太郎と仲間たちが、火遊びの恐さや防災
の大切さを楽しくわかりやすく解説。

11 東映㈱ 防災知識（2）

83 ちびまる子ちゃんの火の用心
ちびまる子ちゃんの家の火の用心を通して日頃の
火災予防の大切さを解説する。

14 ㈱教配 火災対策（2）

84 火事をふせぐしごと 消防署の仕事を紹介。 15 東映㈱ 防災知識（2）

97

101
僕は、あの日を忘れない������������いまできること、す

ぐできること
阪神・淡路大震災を教訓に地震の恐ろしさ、悲しさ
を身近にする。

24 東映㈱ 防災知識

102 忍たま乱太郎の消防隊
忍たま乱太郎と仲間たちとともに、火の用心の7つ
のポイントを楽しく学ぶ。

11 東映㈱ 防災知識（2）

103 ゴマちゃん大ピンチ！！
ゴマちゃんたちが火事にあってしまい、火事の本当
の怖さを知る。

14 ㈱教配 防災知識（2）

104 ドナルド・ダックの防火訓練
家や学校で火事にあったときにどうすればよいか、日頃
の心構えといろいろな防火訓練をドナルド・ダックが楽し
く教える。

12 日映㈱ 防災知識（3）

105 カワセミ・カンちゃんの��������������防砂ダム探検記
防砂ダムが、土砂くずれなどに有効だということを
カワセミのカンちゃんが教える。

15 砂防広報センター 防災知識

127 ちびまる子ちゃんの地震を考える����わが家の防災
まるちゃんの家庭の防災を例に、どこの家でも考えてお
かなくてはいけない地震の時の備えについてわかりやす
く描く。

13 ㈱教配 地震対策（3）

128
はれときどきぶた������������������のりやすくんの火の

用心
のりやすくんとその仲間たちに登場してもらい、花火など火遊びの

怖さと正しい119番通報の仕方、防災の大切さを一緒に考える。
10 東映㈱ 防災知識（2）
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【子供�編】:幼児・小学生向けの防災対策．アニメなど 事務所に有
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【子供�編】:幼児・小学生向けの防災対策．アニメなど 事務所に有

129
小学生の安全シリーズ��������������地震と安全

−阪神大震災に学ぶ−
阪神淡路大震災の映像から、普段からどういう準備をしたらよい

かなど、地震が起きたときの安全な行動の仕方を考える。
15 学研 防災知識（2）

135 はれときどきぶた������������������の地震用心日記
のりやすくんとその仲間たちが登場し、日頃の防災訓練の大切さ

や災害時の行動について、わかりやすく学ぶ。
11 東映㈱ 防災知識（2）

136 ﾔﾝﾎﾞｳ･ﾆﾝﾎﾞｳ･ﾄﾝﾎﾞｳの消防隊
元気な白猿3兄弟が登場し、子供たちに火遊びの恐ろしさや地震

の際の火の用心を楽しくわかりやすく紹介。旅を続けながら防災

の大切さを経験していく。

11 東映㈱ 防災知識（2）

148 キョロちゃんの地震用心・火の用心
青い海と緑のエンゼル島でキョロちゃんをはじめ、元気な仲間た

ちと地震が起きたときの身の安全、火の用心の大切さを楽しく学

ぶ。

11 東映㈱ 防災知識�（3）

151 負けへんで！6年3組の阪神大震災
西宮市樋ノ口小学校6年3組は、阪神大震災でクラスメイトを失った。悲しみの中でも

学級通信「ばこちん」を書くことで、少しずつ癒される生徒たち。地震から卒業までの6

年3組「心」の記録が紹介されている。
23

（有）ｱﾆﾒｰｼｮﾝ工房���わ組

㈱ｼﾞｬﾊﾟﾝﾎｰﾑﾋﾞﾃﾞｵ
地震対策�（2）

179 こぎつねの消防隊
3匹のこぎつねたちが、タバコやストーブなどを例に
あげて、火の恐ろしさを教えてくれる。

18 共和教育映画社 防災知識（2）

180 ロロとモモのじしんとかじのはなし
幼児に対し、災害が発生した時の避難方法を学び、正し
い避難の仕方を身に付けてもらうことができるように紹介
する。

18 ㈱教配 防災知識（2）

182 ごめんね�チッチ
前の飼い主を震災で亡くした柴犬チッチ。地震への
備え、火事の恐ろしさ、注意点をなど教えてくれる。

11
東京消防庁����������中日映

画社
防災知識�（2）

183 みらいしょうぼうし�キュータ
未来から21世紀の東京にやってきたキュータ。消防少年団と一

緒に東京を火の海にしようとする敵から守るため、消防少年団と

一緒に東京を守っていく。

12
東京消防庁����������中日映

画社
火災対策�（2）

188 とっとこハム太郎のとっとこ大事だ！！������防災訓練
ハム太郎たちが登場し、火の恐ろしさや地震の際の防災の大切さ

をわかりやすく楽しく学べるように紹介。
13 東映㈱ 防災知識�（2）

190 アザラシタマちゃんの火の用心��������（DVDあり）
主人公のアザラシタマちゃんが、子供たちに火の怖さ・扱
い方など、正しい知識を身につけることができるよう、紹
介。

11
不二映画㈱�����������㈱映学

社
防災知識�（2）

204
少年少女のためのサバイバルレッスン��������������まさかその時！！

自分のちからで生きのびられるように
災害に遭遇したとき、どうやって生き延びていけば
よいか教えてくれる、子供たちのためのビデオ。

36 ジャパンホームビデオ㈱ 防災知識（2）

206 火事からみんなを守る
①こわい火事②消防署を訪ねて③消防署の仕事といろいろな工

夫④火事が起きたら��������⑤みんなで防ぐ火事の5編から構成。
15 学研 防災知識（2）

215 カルガモ親子の火の用心
2〜6歳児までの幼児に、火の恐ろしさを理解させ、
自然に防火の知恵を学べるように紹介。

13 ㈱教配 防災知識（2）

216
じしんだ！���������������������������ミーちゃんのぼうさいく

んれん
地震が起きたらどうすればよいか、避難するときの
注意事項など、細かく紹介してくれる。

12 東映㈱ 防災知識（2）

217 染井家の火の用心
防火の手引きでおなじみ染井家が、日常生活を舞
台に防火のポイントを解説。

16
アニメーション画防わ組����������ジャパンホームビ

デオ㈱
防災知識（2）

218 稲むらの火
1854年11月に紀州有田郡広村を襲った、大津波
と浜口儀兵衛の実話に基づいてつくられたアニメ。

21 ㈱教配 防災知識（2）


