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1◇
どーん！ガバチョ

－激震災害に学ぶ－

災害に関するわが国最初のシュミレーショ
ンゲームソフト。地震や津波に出会ったと
同じ体験をすることができる。

埼玉県立南教育センター

2◇
震災に強いまちづくり

点検マップ

埼玉県の大規模な地震災害によ
る災害の危険度に関する地図情
報を見ることができる。

埼玉県消防防災課
日本建設情報
総合センター

 地震対策　(9)

3◇
震災対策　ＣＤ－ＲＯＭ
地震・・・その時に備えて

（津波対策編）

日頃から津波に対する正しい知
識を身につけることができるように
紹介している。

消防科学総合センター
㈱ぎょうせい

津波対策
(English版あ　No.17)

4◇
震災対策　ＣＤ－ＲＯＭ
地震・・・その時に備えて

（住宅耐震化編）

住宅を耐震化する重要性、耐震
化するにあたり、知っておきたい
知識を説明している。

消防科学総合センター 耐震対策   (6)

5◆ ２０世紀　日本の地震災害
過去の災害から学んだ教訓を伝
え、日頃からどう備え、対処したら
良いかを、探る。

ＮＨＫ
（財）日本気象協会

地震対策　４０分
（ビデオあり）

6◆
２０世紀日本　大災害の記録

地震・火災編

２０世紀に起きた主な地震・火災
の映像を収録。地震に伴って、発
生した津波災害も収録。

ＮＨＫ
（財）日本気象協会

記録　１２１分４０秒
（２）

7◆
２０世紀日本　大災害の記録

台風・異常気象編
２０世紀に起きた台風や土砂災害
などが収録。（全４４災害収録）

ＮＨＫ
（財）日本気象協会

記録　１３５分５秒
（２）

8◇
２０世紀日本　大災害の記録
付属　気象データCD-ROM

20世紀日本大災害の記録の全事
例がＤＶＤで見られる。また、ﾃﾞｰ
ﾀｰ･ｸﾞﾗﾌも収録されている。

ＮＨＫ
（財）日本気象協会

記録　（２）

９◇
自主防災組織の結成に向けて

～地域で災害への備えを
確立しよう～

自主防災組織の結成を促進する
ためのもの。結成の動機や手続
き、活動内容などをわかりやすく
紹介。

総務省消防庁 自主防災組織

10◆
火災の悲劇を防ぐ

－防火管理者の役割と責任－

防火管理者の役割をわかりやす
く紹介。心構え、消防計画の作成
方法、設備点検の注意点など細
かく紹介。

不二映画
映学社

防火管理
２２分　（２）
ビデオあり

11◆
火災・煙・有毒ガス

検証新宿歌舞伎町ビル火災

煙の流動実験、専門家のアドバイス、火
災事例の分析などもおりまぜながら紹介。
火災時の煙からどう我が身を守ったら良
いか。

不二映画
映学社

２２分
（２）

ビデオあり

12◆
放火を防ぐ・住民の手で・・・
－安全で安心なまちづくり－

 実際に放火事件が起きた場所をたずね
て、どこが狙われたか検証、放火対策の
ポイント・取組方について紹介。

不二映画
映学社

２２分
（２）

ビデオあり

13◆※
住宅火災から命を守る

火災発生　その時あなたは？

何を備えたり、心がければよいか紹介。火
災被害者の声や消火活動の実際、さらに
アメリカの映像など交え、防災機器につい
ても紹介。

不二映画
映学社

１枚手話付き
２１分（３）
ビデオあり

14◇ 地震・・・その時に備えて

地震に対する正しい知識と適切な行
動がとれるように紹介。「地震ってな
あに？」「ふだんの対策」「あなたを守
る行動」「地震対策クイズ」

（財）消防科学総合センター

総務省消防庁震災対策室
３０分
（3）

15◆
住宅用火災警報器のいろは

方法と取扱い

住宅用火災警報器の設置の拡大を図ると
ともに、住宅火災による死亡者減少をさせ
るために作成。警報器の購入・効果・設置
方法など紹介。

不二映画社
１９分

ビデオあり

防災ライブラリー　CD - ROＭ・ＤＶＤ 目録

【　CD-ROM／DVD　】ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤの防災対策など

※手話通訳付き
◇ＣＤ－ＲＯＭ
◆ＤＶＤ
()保有数 CD-ROM／DVD
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16◇
地震・・・その時に備えて
避難編

地震に対しての備え、被災した時
にどのような行動をとるべきかな
ど、収録されている。

（財）消防科学総合センター
Ｅｎｇｌｉｓｈ対応

（５）

17◇

How to prepare for when an
earthquake
coping with tsunami

津波の仕組み、津波への対策や
対処法をわかりやすく紹介。

消防科学総合センター
㈱ぎょうせい

№３のＥｎｇｌｉｓｈ版

18◇
地震・・・その時に備えて
Be Prepared For Earthquakes

地震の基礎知識、対処法や
普段の対策をわかりやすく紹
介している。

消防科学総合センター
㈱ぎょうせい

地震対策　English

19

20◇
地震…その時に備えて
家庭防災編

地震に備え、日頃から家族で話し合って
おきたい、準備しておきたい内容や地震
に関する色々な知識が収録されていま
す。

（財）消防科学総合セン
ター

㈱カジマビジョン
地震対策（5）

21◆ HERO－わがまちの消防団－
近年の災害と消防団、消防団の現状と課
題、これからの消防団など消防団の活動
状況などを収録。

（財）消防科学総合セン
ター　　　　　　　㈱電通・電

通テック

24分
消防団（2）

22◆
地域で減災！-あなたが力
みんなが力-

自然現象は防げなくても被害を減らすこと
は出来る。それが「減災」と言う考え方で
す。その基盤となる「自助」と「共助」を映
像で分かりやすく伝えます。

（財）市民防災研究所
東映㈱教育映像部

24分
地震対策（2）

23◆
大地震発生！-大切な命を守
るために-

最新の研究データや能登半島地震、新
潟県中越地震、阪神・淡路大震災の映像
や体験談を教訓に、迫り来る大地震に備
えよう

東映㈱教育映像部
テレビ朝日映像㈱

22分
地震対策

24◆
地震に備えて　　我が家の危機管理
第1巻　日頃の対策と心構え

いつどこで起こるか分からない大地震。普
段からの備えが命を守ることに直結しま
す。映像は「日頃の対策と心構え」を実例
を通して分かりやすく解説。

㈱教配
15分

地震対策

25◆
地震に備えて　　我が家の危機管理
第2巻　被害者の体験から学ぶ

新潟県中越地震の被害者の体験をとおし
て「災害時とその後」の重要な対策をみち
びきだしてゆきます。

㈱教配
15分

地震対策

26◆
火災から高齢者を守る
検証長崎・グループホーム火災

平成18年1月に長崎の高齢者グループ
ホームで発生した火災はなぜ、どのように
しておきたのか…詳しく検証していく。

㈱ニチボウ
㈱映学社

21分
防火管理

27◆
思わぬ火もと
高齢社会・増え続けている電気火災

「電気火災」の多くは、どのようにして起
こっているのでしょうか。様々な映像などを
通してあきらかにします。

㈱映学社
20分

防火管理

28◆
火災警報機に学ぶ
-住宅火災から命を守る-

住宅用火災警報器の普及が急がれてい
ます。この作品では火災警報器の必要
性・種類・設置の仕方など、詳しく解説し
ています。

㈱教配
17分

防火管理

29◆
問われる防火管理者の責任
-職場の中での防火対策-

近年防火管理者の責任が一段と厳しく問
われています。今ここで防火管理者のあり
方、職場での防火災策を見直しましょう。

㈱教配
23分

防火管理

30◆ 職場の中の消防用設備

過去の大火災では消火設備の不備が被
害を大きくしました。企業での防火管理の
あり方、消防用設備の重要性について解
説します。

㈱教配
15分

防火管理

31◆
火あそびは火事のもと
-ケンタとニャンタの火の用心-

ケンタとニャンタを主人公にして、楽しみ
ながら、火に対する知識を身につけてもら
う幼児・小学校低学年向けアニメーション

㈱映学社
（有）リバティシップ
全国消防長会推薦

13分
幼児向けアニメ（2）

※手話通訳付き
◇ＣＤ－ＲＯＭ
◆ＤＶＤ
()保有数 CD-ROM／DVD
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32◆
地震だ！その時どうする？
自分を守り、みんなで助け合おう

「大地震の被災地から」「地震はなぜおこ
るの？」など、地震について6つのキャプ
ターに分けて詳しく解説します。小学生向
け

企画　（財）消防科学総合
センター

監修　総務省消防庁

18分
地震対策（2）
小学生向け

33◆

平成20年度　消防団員のための
健康促進ビデオ
みんなで守る！みんなの健康

健康づくりに取り組んでいる徳島市消防
団と東京都東久留米市消防団の活動を
取り上げ、具体的に紹介しています。

企画　（財）日本消防協会
26分

消防団（2）

34◆
ベータくん・エスカちゃんと学ぶ
エレベーターとエスカレーターの安全
な乗り方とマナー

エレベーター･エスカレーターの安全な乗
り方について、エレベーター編・エスカ
レーター編・日本エレベーター協会編に
わけ、分かりやすく説明しています。

企画・製作・著作
（社）日本エレベーター協

会

27分
その他

35◆
自治体消防制度60周年記念事業
消防士･消防団員を主人公としたビ
デオ受賞作品集

収録内容：ビデオ大賞「消防団は町
の元気応援団」・佳作「消防戦隊ヒガ
デンジャーその2」等2作品

自治体消防制度60周
年記念事業実行委員

会

34分
消防団（2）

36◆
今すぐできる！家庭防災
ふせごう　-家具等の転倒防止対策-

家具の転倒防止対策はすぐできることで
す。家具を便利な道具にするのか、地震
のときの凶器にするのか、それはあなた次
第です。

企画　（財）消防科学総合
センター

監修　総務省消防庁

21分
地震対策（10)

37◆
貸出不可

サル太郎　地震には負けない
ぞ！　-地震への備え大作戦-

子供の大好きな動物たちを主人公にし
て、子供たちが地震に対して自分の命を
守る方法を身につけられるよう分かりやす
く教えます。

株式会社映学社
15分

幼児向けアニメ(2）

38◆

地震に備えて今、やるべきこ
と。　　　　　　　-緊急地震速報が
流れたら､どうする？－

緊急地震速報という新しいシステムや、
「高層難民」「帰宅困難者」といった新しい
問題をふまえつつ、いかに命を守り、被害
を減らすかを分かりやすく解説します。

株式会社映学社
23分

地震対策

39◆
危険な場所から逃げろ！
-山・川・海には危険がいっぱい！自分の
身を自分で守るためにー

自然災害の危険がどのようなところに潜ん
でいるのか、どんな時に逃げればいいの
かを映像で勉強します。

企画・製作・著作　ビデオ・
アート

19分
その他災害

40◆
地震への備えが命を守る
-緊急地震速報の音声が流れたら…
-

大地震が起きたとき子供が自分の身を守
る方法をクイズ形式で分かりやすく説明
し、どうしたら良いかを考えさせます。ま
た、緊急地震速報への対応も解説してい
ます。

株式会社映学社
21分

小学生向け

41◆ あなたの街を襲う大地震

東海地震の危険地帯と言われる静岡県で
の防災対策や、巨大地震が発生したとき
のシュミレーション映像を通して、災害時
への備えを考えます。

株式会社映学社
22分

地震対策

42◆
貸出不可 あさりちゃんの火の用心

学習雑誌で連載中のあさりちゃんが登場
し、火遊びや煙の怖さ、大切なものが一
瞬にしてなくなってしまう悲しさを子どもた
ちに訴えます。

（株）教配
10分

小学生向けアニメ
（低学年）

43

44◆ がんばってます！自主防災

自主防災組織のあり方を問いながら、活
動内容の充実している地域を取り上げ、
その日常の活動を具に捉えて災害に強い
街づくりの必要性を訴えます。

株式会社映学社
25分

自主防災組織(2)

45◆ 心肺蘇生とAEDの使い方

心肺停止状態の時重要なのは、救急患
者のそばに居合わせた人による一時救命
処置、そのうち「心肺蘇生」と「AED使用
法」を分かりやすく解説します。

（株）教配
15分
救急

46◆
住宅用火災警報器と消火器
の重要性

火災の早期発見に有効な住宅用火災警
報器と、初期消火に最も適している消火
器を取り上げ、その重要性を訴えていま
す。

（株）教配
16分

防火管理

47◆
孫悟空の火の用心
－まだまだ修行中－

孫悟空たちが使い捨てライターによる火
遊びの怖さ、煙の危険性や花火をすると
きの注意点などをクイズを交えながら勉強
します。

東映㈱教育映像部
12分

小学生向けアニメ

48◆
津波から生き延びるために
知る・行動する

シュミレーション映像を使って、津波の仕
組みやその恐ろしさをわかりやすく伝えま
す。

企画　（財）消防科学
総合センター

監修　総務省消防庁
国民保護・防災部防

15分
津波対策(2)

※手話通訳付き
◇ＣＤ－ＲＯＭ
◆ＤＶＤ
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49◆
失われたいのちへ誓う-東日
本大震災が教えたこと-

東日本大震災で被災した人々の声を紹
介しながら、私たちの今を振り返り、震災
後のこれからをどう生きるかを共に考える
「いのちの教育」教材です。

東映㈱教育映像部
20分

地震関連(2)

50◆
3.11　東日本大震災から学ぶ
津波･命を守る心構え

小中学生600人が津波から逃げ切った
「釜石の奇跡」はなせ起こったのか。また、
津波のメカニズムを解説し、津波から命を
守る知恵を伝えていく

東映㈱教育映像部
20分

津波対策

51◆

改訂版　大地震発生！-東日
本大震災・阪神･淡路大震災
から学ぶ-

地震のメカニズムの解説と、過去に発生し
た震災の被災者から教訓を学ぶ。23「大
地震発生！」に東日本大震災映像を付け
加えた改訂版。

東映㈱教育映像部
テレビ朝日映像㈱

18分
地震対策(2)

52◆
もし今、地震が起きたら　-命
を守る備えと退避行動-

未曾有の大災害となった東日本大震災の
経験を踏まえ、いま求められる地震時の
心得、地震への備えを考えます。

東映㈱教育映像部
19分

地震対策(2)

53◆

防災の備えと意識１０カ条
-東日本大震災が残した教訓
-

個人が身近なところで取り組むことのでき
る、地震や津波に対して必要な備えを、
10項目にまとめて紹介します。

株式会社映学社
22分

地震対策(2)

54◆

職場で取り組む防火管理　-
あなたの職場は大丈夫です
か？-

防火意識の低い職場が防火管理の必要
性に目覚め、消防訓練を行う様子をドラマ
型式で描きます。職場の防火管理を見直
し、いざという時に備えましょう。

株式会社　教配
15分

防火管理

55◆

職場で取り組む地震対策　-
あなたの職場は大丈夫です
か？-

地震対策における会社での班分けの構
成例、避難訓練などをドラマ型式で描き、
日頃から地震への備えにつとこめることの
大切さを説明していきます。

株式会社　教配
19分

地震対策

56◆
2011.3.11東日本大震災記録
多賀城市

2011.3.11、あの日、宮城県多賀城市で
いったい何が起きたのか。市民から提供さ
れた3月11日当日の記録映像を中心に、
多賀城市が防災教育のために製作した
DVD。

宮城県多賀城市
35分

地震記録映像

57◆
貸出不可

じしんがきたらどうする？むし
むし村の防災訓練

幼児・小学生（低学年）向けの防災アニ
メーション教材です。かわいい虫達が登
場して地震が起きたときの行動や避難の
仕方を分かりやすく解説します。

東映株式会社
教育映像部

12分
幼児・小学低学年

向けアニメ

58◆
あさりちゃんに学ぶ　地震への
備え

防災準備品、防災マップ、家具の転倒防
止など誰でも出来る地震への備えをあさり
ちゃんと一緒に学んでいく映像です。

株式会社　教配
10分

小学生向けアニメ
（低学年）(2)

59◆
あっ地震だ　津波は？じぶん
のいのちはじぶんでまもる

サルの兄弟を主人公に、子供達が幼稚園
や学校、自宅にいるときなど、さまざまな
場面で災害が発生したとき、「自ら判断し
行動すること」をわかりやすく描いていま
す。

株式会社映学社
リバティアニメー
ションスタジオ

14分
小学生向けアニメ

（低学年）

60◆
ボクはすぐに逃げたんだ　東
日本大震災から学んだこと

東日本大震災で岩手県釜石市の小学生
が無事避難できたときに実践した、津波
避難の三原則についてや身の守り方、地
震のメカニズムなどを描いています。

株式会社映学社
リバティアニメー
ションスタジオ

14分
小学校向けアニメ
（中･高学年）(2)

61◆
放射性物質の光と影　人体の
影響は？生活の影響は？

放射線の被ばくから身を守る正しい方法
や放射線や放射能に関する正しい知識を
身につけ、的確な判断力を持つ必要性を
訴えます。

株式会社　映学社
26分

放射線教育
（中学生以上）

62◆ 生きる行動　生きる備え

阪神淡路大震災や東日本大震災を題材
に、子ども達自身が危険を回避する能力
を身につけるヒントとなるよう、分かりやすく
描いています。

株式会社　映学社
22分

地震対策
（中学・高校生向け）

63◆ 自ら守る！消防団120年

「自らの地域は、自らが守る」全国各地で
起こる様々な災害。日本の防災を支える
消防団は、地域に根ざし、住民の命や財
産を守り続けてきた。その120年の奇跡を
追う。

製作　NHKエデュケーショ
ン

発行　財団法人　日本消
防協会

35分
消防団

64◆
自ら守る！消防団120年
-ダイジェスト版-

「自ら守る!消防団120年」（全35分）の内
容を7分にまとめたダイジェスト版。

製作　NHKエデュケーショ
ン

発行　財団法人　日本消
防協会

7分
消防団

65◆
あなたの想いで、できることが
ある。消防団

あなたの想いで、守れる街がある。あなた
の想いで、救える命がある。あなたの想い
で、深まる絆がある。

　　　　企画　財団法人　消防科学総
合センター　　　製作　（㈱毎日広告

社　　　/㈱共同テレビジョン

10分
消防団

※手話通訳付き
◇ＣＤ－ＲＯＭ
◆ＤＶＤ
()保有数 CD-ROM／DVD
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66◆
問われる住民の防災力-自
助・共助の輪を広げよう－

自分の身を守る自助、みんなで助け合う
共助について、実際の自主防災組織の
活動や訓練の様子を通してその重要性を
伝えます。

製作　㈱映学社
22分

地震対策

67◆
まず命を守る備え　　－集合
住宅・マンションの防災対策-

実際の防災組織の活動を例にとり、集合
住宅ならではの防災対策や地域の協力
関係を作ることの大切さを訴えます。

製作　㈱映学社
22分

地震対策

68◆
どう守る？自分の命－東日本
大震災から教えられたこと

阪神淡路大震災や東日本大震災を題材
にした防災教材。大津波を逃げ切った当
時の小学生達へのインタビュー映像も収
録。

製作　㈱映学社
22分

小学生向け地震対策
（中・高学年）

69◆
地震や津波で死なないために
－心に刻む５つのこと－

地震や津波が起きた時、死なないために
はどうしたらいいか？地震学者大木聖子
先生のお話を交えながら、私達が心に刻
むべきことを解説します。

企画・製作東映㈱
教育映像部

監修　大木聖子

15分
地震対策

70◆
大地震発生！命と事業を守れ
－職場の防災対策－

東日本大震災で被災しながら早期に復旧
した事業所の事例や、いくつかの事業所
の防災対策・事業継続計画の取り組みを
紹介し事業所の防災対策の必要性を訴
えます。

製作　㈱映学社
22分

地震対策

71◆

火災から命を守る8つのポイン
ト　　－３つの習慣5つの対策
－

火災で最も多い住宅火災から命をまもる
ためには、どうすればよいのかーそのポイ
ントを3つの習慣、5つの対策にまとめ、解
説します。

製作　㈱映学社
19分

防火管理

72◆
放火を防ぐ第一歩　　－放火
をさせない環境づくり－

放火による火災の実態と特徴、個人として
できるほうか対策、地域の放火対策を紹
介し、安全な街づくり大切さを訴えます。

製作　㈱映学社
19分

防火管理

73◆◇

もしものときにできること
ぐらぐら　どーん！（地震・津
波）

パペット劇場や歌で覚える防災など、分か
りやすい構成で「地震がおこるとこうなる」
「外にいるとき地震がおこったら…」などの
知識を楽しみながら学べます。CD-ROM
付。

東映株式会社
教育映像部

32分
幼児向けアニメ・歌

74◆◇

もしものときにできること
びゅうびゅう　ざざー！（風水
害・雪害・土砂災害･火山噴
火）

パペット劇場や歌で覚える防災など、分か
りやすい構成で「大雨が降ってきたら」「雷
のときにやってはいけないこと」などの知
識を楽しみながら学べます。CD-ROM
付。

東映株式会社
教育映像部

29分
幼児向けアニメ・歌

75◆◇
もしものときにできること
めらめら　もくもく（火災）

パペット劇場や歌で覚えるぼうさいなど、
屋駆りやすい構成で「火事になってしまっ
たら」「119番のかけかた」などの知識を楽
しみながら学べます。CD-ROM付。

東映株式会社
教育映像部

24分
幼児向けアニメ・歌

76◆
津波に備える・津波からにげる
（日本語字幕・英語字幕付）

「津波に備える」は中学生以上、「津波からにげる」は小
学生以上対象です。津波という現象を理解して、今後の
津波被害の軽減につなげましょう。東日本大震災の映像
も収録されています。

企画・製作
気象庁

津波に備える19分
津波からにげる17分

津波対策(2)

77◆
急な大雨･雷･竜巻から身を守
ろう！（日本語･英語字幕付）

積乱雲による「急な大雨」「落雷」「竜巻」
などに対して、子ども達が自ら身を守るた
めの行動や知識を学べます。

企画・製作
気象庁

その他災害
被害編6分
解決編12分
児童用(2)

78◆

幼い命を守れ！どう教える「避難
の方法」-幼稚園、保育所の防災
対策－

幼稚園や保育所の指導者向けに、災害
発生時、幼児が身を守る行動ができるよう
にするために、日常生活の中でどのような
指導の工夫が必要なのかを紹介します。

制作　㈱映学社
26分

地震対策
指導者・保護者向け

79◆
グラッときたら！教職員の指示
と児童の行動

小学校指導者・保護者向けに、東日本大
震災など過去の地震の教訓と最新の科学
データを下にして、いざという時の避難の
仕方の重要性を訴えます。

制作　㈱映学社
23分

地震対策
指導者・保護者向け

80◆
深刻化する気象災害－どう身
を守る？どう備える?－

近年頻発している集中豪雨、土砂災害、
竜巻、大雪などの気象災害がなぜ発生す
るのか、身を守るためにはどうすれば良い
かを示していきます。

制作　㈱映学社
25分

気象災害

81◆

なぜ、地震対策が必要なのか
-生活の継続・早期再開のた
めに-

大震災から数年が経ち、防災意識が薄れ
始めた家族が、地震対策に取り組むまで
の様子をドラマ形式で説明していきます。

株式会社　教配
20分

地震対策

82◆

命をつなぐ！-心肺蘇生と
AED-　　ガイドライン2010対
応

救命処置シリーズ＜小学校高学年向け＞
緊急事態が起こったときのために、心配
蘇生法やAEDの仕方を実践できるよう分
かりやすく解説します。

東映株式会社
教育映像部

23分
救命処置

小学校高学年向け

※手話通訳付き
◇ＣＤ－ＲＯＭ
◆ＤＶＤ
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83◆
命を救え！-心肺蘇生とAED-
ガイドライン2010対応

救命処置シリーズ＜中学生・高校生向け
＞緊急事態が起こったときのために、心
配蘇生法やAEDの仕方を実践できるよう
分かりやすく解説します。

東映株式会社
教育映像部

22分
救命処置

中学生・高校生向け

84◆

救命に必要です！-心肺蘇生
とAED-　　ガイドライン2010対
応

救命処置シリーズ＜一般向け＞緊急事態
が起こったときのために、心配蘇生法や
AEDの仕方を実践できるよう分かりやすく
解説します。

東映株式会社
教育映像部

25分
救命処置
一般向け

85◆

みんなで実践！職場の防火
管理～１人１人の意識を高め
る～

ドラマ式で職場の皆で協力し、消防訓練
を実施しる様子を描き、従業員一人ひとり
んお防火意識を高め、日頃から訓練を行
う大切さを訴えます。

株式会社　教配
19分

防火管理

86◆
危険から身を守ろう！大きな
地震が起きたとき

家の中・路上・学校の場面で大きな地震
が起きた時の正しい行動を示します。危
険のない場所に身を寄せる基本の他、事
前に安全な環境を作る事の大切さを気づ
く。

東映株式会社
教育映像部

15分
小学校向け地震対策

87◆

避難場所の開設・運営　～そ
の時、皆さんの力は必要です
～

地域の防災拠点として避難所の役割、開
設・運営の流れ、東日本大震災で得られ
た教訓などを分かり易く解説します。

パール商事㈱
映像事業部

17分(日本語字幕)
その他災害

避難所・防災拠点

88◆

気象災害から命を守る　～「想
定外」は、いま起きるかもしれ
ない～

気象災害の中でも、局地的豪雨(ゲリラ豪
雨)をそれに伴う災害を中心に取り上げ、
気象に関する正しい知識と命を守るすべ
を気象キャスターの森田正光が伝えま
す。

東映株式会社
教育映像部

本編21分
証言集28分

その他災害(2)

89◆

災害時要援助者の支援～とも
に生きのびるための自助・共
助～

東日本大震災で浮き彫りなった様々な課
題を教訓に踏まえ、要支援者地震の自
助・共助、周囲の人々の共助のあり方を
見つめなおす教材です。

東映株式会社
教育映像部

17分
その他災害

90◆

生命のことづけ～死亡率2倍
障がいのある人たちの3.11～
(日本語字幕・手話通訳つき)

障がい者の死亡率が住民全体の2倍以上
である事実を踏まえ、東日本大震災をお
経験した関係者の姿を通じて、復興と地
域づくりに向けたあり方を探る。。

日本障害フォーラム日本財団
特定非営利活動法人CS障害者放

送統一機構目で聴くテレビ

37分
地震対策

日本語字幕・手話

91◆

東松島市からのメッセージ～
震災を語り継ぎ未来を創造す
るために～

東日本大震災直後から宮城県東松島市
図書館が、自然災害の記録として市民の
震災体験談、被災者写真や資料を収集し
たものを仙台放送がまとめた映像記。

東松島市教育委員
会

45分
地震記録映像

92◆
その時、あなたはどうする！緊
急地震速報のしくみと心得

地震による強いゆれを事前にお知らせす
るための情報である「緊急地震速報」のし
くみとこころえをわかりやすく解説。

国土交通省
気象庁

10分

93◆
被災地から伝えたい　テレビ
カメラが見た東日本大震災

震災当日と、それ以降の宮城県内の記録映像

東北大学・今村文彦教授による防災解説
津波の難をぎりぎりで逃れた方々の証言
…等

仙台放送 105分(2)

94◆
貸出不可 山古志村のマリと三匹の子犬

新潟県旧山古志村にマリという犬が幸せに暮らして

いた。2004年10月23日、3匹の子犬を産んだばかり

のマリを中越地震が襲い…。地震発生から16日間の

様子を飼い主とマリの触れ合いを通して描いたハー

トフルアニメ。

文部科学省選定 45分

95◆
貸出不可

生き抜く知恵と術
大震災・災害　生死を分ける
10項目

今地震が起きたらあなたは大切ね人のい
のちを守ることができますか？いざという
時に困らないための知恵(ノウハウ)が満載
‼

制作　カルトーニ㈱ 76分(2)

96◆
自分にできることって？
FIRE VOLUNTEER

若きサラリーマンが「自分にできること＝消
防団という生き方」を出会い、励ましを通し
て見つけていく物語。地域消防団ＰＲ用。

監修：総務省　消防庁
国民保護

制作：㈱日本廣告社
27分(2)

97◆
東日本大震災一年の記録
～埼玉県の365日～

東日本大震災当日から1年間の記録を映
像とともに振り返ります。 埼玉県 21分(2)

98◆
東日本大震災
八戸市の記録

八戸市に押し寄せる津波の様子。画像、
動画のみ。PC向け。

99◆ 新潟県中越地震
最大震度7を記録した新潟県中越地震。
新潟日報社とBSN放送が綴る写真集と映
像で1年間を振り返ります。

BSN新潟放送 27分(2)

※手話通訳付き
◇ＣＤ－ＲＯＭ
◆ＤＶＤ
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100◆
被災地からのメッセージ
命をつなぐ絆の力

我が国を襲う様々な災害…奇跡的に犠牲
者がでなかった事例がある。大きな災害
で被災した方へのインタビューを通じ、「ご
近所力」「思い込みのワナ」「危機意識」に
ついて学ぶ。

東映株式会社
教育映像部

25分(2)

101◆ ワン君の消防士
ワン君が町ので防火の手助け。そしてとう
とう消防士に…ワン君の防火活動を通し
て、子供たちの防火意識を高めます。

共和教育映画社
10分

幼児・低学年向け(2)

102◆
ズッコケ三人組　防災教室
地しんから身を守ろうの巻

大地震はいつどこで起こるかわかりません。「地震が起き
た時の命を守る行動」、「被害を未然に防ぐための工夫」
など、基本的な防災知識と防災行動を身につけていく教
材です。

㈱映画社
14分

幼児・小学生向け

103◆
地域の人々を戦力に
自主防災の新しい挑戦

2014年8月に広島市で起こった土砂災害
は74人が亡くなるという大きな被害となりま
した。自主防災組織がより活動的になるた
めのヒントとして最適です。

㈱映画社 24分(2)

104◆
熊本地震から学ぶ
こんな対策があなたを救う

熊本地震の大きな特徴5つを挙げ、そこか
ら学ぶことのできる教訓を、被害に遭われ
た方のインタビューや資料映像、各分野
の専門家による解説を交えて紹介しま
す。

東映㈱ 26分(2)

105◆ 目指せ!災害に強いまち

自然災害(地震・風水害)の被害を少しで
もへらすためには、日頃から地域の方々と
協力して活動を行うことの大切さを紹介し
ます。

㈱教配 21分

106◆

炎の記憶　関東大震災・東京大
空襲　　　　　　～東京には決して
忘れてはならない歴史がある～

関東大震災の発生から被害拡大の状況
を当時のフィルム・写真を使用してまとめ
られた映像

㈱シーエスプラン
ニング

9分

107◆ わかりやすい気象現象と災害

5つの項目に分けて、気象現象の発生や
災害につながるメカニズムを知り、災害に
対する意識や理解を深める内容になって
います。文部科学省選定(平成29年2月)

日本気象協会
寄贈

English対応　(89分)
中高学年向け

108◆

日本列島　大災害の記録
(地震・津波・噴火編/気象災
害編/大災害に学ぶ編　全3
巻)

20世紀以降、2007年末までに日本列島を
襲った大きな自然災害「118事例」を、
NHKの記録映像と被害データで構成した
防災の教材「災害映像記録集」。

NHKエンタープラ
イズ

Vol.1　149分
Vol.2　184分
Vol.3　117分

109◆
災害ケーススタディ
とっさの判断！君ならどうする？

具体的な災害のケースを分割して多数取
り上げ、ケーススタディとして想定し、その
場でどうすべきか考えさせる小学校防災
教育映像教材。

東映㈱教育映像部
計 86分(11コンテン

ツ)小学生向け

110◆
災害の備え　適切な行動
見て学ぶ事業所の防災訓練

事業所での模範的な防災訓練を取材し、
一連の流れと手順を紹介しながら、大事
なポイントについて解説。防災訓練や防
災教育に活用できます。(2017年)

東映㈱教育映像部
24分

一般・防火管理者
施設管理者向け

111◆
貸出不可 埼玉県防災航空センター

防災ヘリコプター「あらかわ」運航記録
(2008年製作)

埼玉県防災航空セ
ンター

寄贈

112◆
あなたの想いで、できることが
ある。-消防団-

消防団PR映像。
㈶消防科学総合セ

ンター
寄贈
15分

113◆
貸出不可

3.11　東日本大震災　激震と
大津波の記録

地震発生直後から復興へ向けた震災後
50日間の歩み。宮城県の放送局として後
世に伝えるべきことを映像として残しまし
た。

KHB東日本放送 80分

114◆
貸出不可

プロジェクトＸ
「炎上　男たちは飛び込んだ　～ホテ
ルニュージャパン・伝説の消防士たち
～」

昭和57年2月8日、ホテルニュージャパン
火災。消防の世界で今も語り継がれる伝
説の消防士たちの救出劇を克明に描く。

NHKソフトウェア
本編43分
特典24分

日本語字幕付き

115◆
貸出不可

海上保安官が見た巨大津波と
東日本大震災復興支援

東北地方の海上保安部・署6箇所で記録
された巨大津波映像と、海上や破壊され
た港湾で活動する潜水士の姿を中心とし
た記録映像と現地取材映像。

㈲アートファイブ 118分

116◆
貸出不可

東日本大震災
～宮城・石巻地方沿岸部の記録
～

 3月12日早朝、石巻の惨状を目の前にし
て「ふるさと石巻の被災状況を伝えたい・
知りたい」という声を多く耳にした。地震発
生から60日間の取材記録。 未公開津波
映像あり。

ビデオプラザ神奈
川

31分

※手話通訳付き
◇ＣＤ－ＲＯＭ
◆ＤＶＤ
()保有数 CD-ROM／DVD
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117◆
貸出不可 ゼロの阿蘇　500日間の記録

阿蘇を愛し、そこで生き続けようとする人
たちが500日の体験、復興の思い、そして
未来を語る。写真とドローンを駆使した空
撮映像で阿蘇の真実に迫るドキュメント。

一般社団法人　九
州学び舎

78分

118◆
熊本地震・連続震度７
～内陸の浅い地震の怖さ～

熊本地震を取り上げ、活断層地震につい
て考えます。被災地の映像をもとにメカニ
ズムや過去の地震についての検証、そし
て大地震への備えの必要性を訴えます。

㈱映学社 23分

119◆
相次いで大きなゆれが！
～熊本じしんの特ちょうをしっておこう
～

地震について博学な「ナマズ博士」が登
場し、熊本地震を題材に、子どもたちに活
断層型地震をやさしく解き明かしていきま
す。

㈱映学社
19分

小学校高学年向け

120◆
防災クイズ　正しく知って身を
守ろう！

項目別で10問、その分野のスペシャリスト
たちが丁寧に解説します。2015年版

特定非営利活動法
人　日本防災士会

24分(2)
小学校高学年以上

121＊
音声CD

令和元年版　東京消防庁からのお知らせ
～安心・安全な生活に役立つ防火防災情報～

東京消防庁が作成した視覚障がい者向
け音声広報資料です。火災や地震から身
を守る対策なども収録されています。

東京消防庁防災部
防災安全課

Disk1　49分
Disk2　60分

視覚障がい者用向け

122＊
DAISY版

令和元年版　東京消防庁からのお知らせ
～安心・安全な生活に役立つ防火防災情報～

東京消防庁が作成した視覚障がい者向
け音声広報資料です。火災や地震から身
を守る対策なども収録されています。

東京消防庁防災部
防災安全課

107分
視覚障がい者向け

123

地震・水害から命を守る
～生き抜くための自助・共助
～

減災の基盤となるのは自身の備えと地域
の力。2019年に運用開始した「5段階の警
戒レベル」や住民の主体的な避難行動な
ど最新情勢に対応。

東映㈱教育映像部
24分(2)

日本語字幕付き

124
ハローキティとまなぼう！
ぼうさいくんれん

学校の防災訓練や実際の地震を体験す
るストーリーを通して、どのように命を守る
行動をとればよいか学ぶことができます。

東映㈱教育映像部
14分(2)

幼児・低学年向け

125
うしわかまるのじしんとかじから
じぶんをまもる！

現代にタイムスリップした牛若丸が消防士
やカラス天狗に教わりながら地震や火事
の時の身の守り方を学びます。

東映㈱教育映像部
10分

幼児・低学年向け
ひらがな字幕付き

126
大雨のとき気をつけること
～早めにひ難するヒント～

大水害が起きるメカニズムをあきらかに
し、大水害から命を守るための情報と避難
のあり方をわかりやすく描いています。

㈱映学社
18分

小学生向け

127
豪雨の危険を考える
～検証　西日本豪雨～

大水害が起きるメカニズムをあきらかに
し、大水害から命を守るための情報と避難
のあり方をわかりやすく描いています。

㈱映学社
20分

中高生向け

128
助ける、助かる
～検証　西日本豪雨～

大水害が起きるメカニズムをあきらかに
し、大水害から命を守るための情報と避難
のあり方をわかりやすく描いています。

㈱映学社
22分

一般向け

129
のぶながくんのみんなで約束
火の用心

つい、火あそびをしてしまったのぶながく
ん。炎や煙にまかれて大ピンチ！火事の
恐さ、炎や煙から身を守る方法を学びま
す。

㈱教配
10分

幼児・小学生向け

130
熊本・大阪北部地震から学ぶ
災害の備え・点検を！

㈱映学社 23分

131
熊本・大阪北部地震から学ぶ
グラッときたら。身を守る方法

㈱映学社 22分

132
熊本・大阪北部地震から学ぶ
避難生活の心がまえ

㈱映学社 24分

133

防災教育シリーズ　命を守る！避
難の3原則～第1巻　教員・教諭
編～

日本経済新聞出版 69分

熊本・大阪北部地震や近年発生した大地
震を教訓に、「地震発生前」「地震発生
時」「地震後の避難生活」の段階に分けた
3部作です。過去の地震災害で起きた被
害の実態を検証しつつ、命を守るために
どうすべきかについて、防災・減災のポイ
ントを紹介しています。地震の被害を減ら
すために何ができるのかを改めて考える
きっかけになります。

東日本大震災後、各地で「防災」への意
識が高まる中、生存率99.8%を実現した釜
石市の小中学校における防災教育が注
目を集めています。いざという時、子供た
ちが主体的に行動し“自分で自分の命を
守る”ために必要な指導とは何かを、釜石
市にて防災教育を指導した片田敏孝教
授の監修で伝えます。
「教員・教諭」「小学生」「中学生」「保護
者」の4つの視聴対象で構成されたDVD
全4巻シリーズ。

※手話通訳付き
◇ＣＤ－ＲＯＭ
◆ＤＶＤ
()保有数 CD-ROM／DVD
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134
防災教育シリーズ　命を守る！避
難の3原則～第2巻　小学生編～

日本経済新聞出版
31分

小学生(中・高学年)
向け

135
防災教育シリーズ　命を守る！避
難の3原則～第3巻　中学生編～

日本経済新聞出版
29分

中学生向け

136

防災教育シリーズ　命を守る！避
難の3原則～第4巻　家庭教育編
～

日本経済新聞出版 29分

137
自然災害への備え　いのちを
守る7か条

地震・台風・集中豪雨など様々な自然災
害から身を守るために必要な備えを、毎
日の暮らしの中でできるちよっとした意識
の持ち方や工夫という切り口で、7つのポ
イントにまとめて紹介します。

㈱映学社 20分

138
地震発生、いのちを守る10か
条

日本は度々大地震に見舞われています。
地震が発生したときにどう行動すれば自
分の命や家族の身を守れるかを、最低限
必要な10のポイントとして地震の教訓をふ
まえながら紹介します。

㈱映学社 20分

139

全国共通 飼い主のための愛
犬防災Vol.1 すべては備えか
ら編

災害時に愛犬を守るための基本のしつ
け、持ち出すモノや身元表示の備え、安
全と避難先の備えなど防災に役立つ情報
を紹介します。

十影堂エンターテ
イメント

35分

140

全国共通　飼い主のための愛
犬防災Vol.2　災害サバイバル
編

災害時に愛犬を守るための被災直後の
行動、避難生活に役立つ便利ワザや、北
海道地震の体験談など、より実践的なサ
バイバル術を紹介します。

十影堂エンターテ
イメント

25分

141

南海トラフ巨大津波どう備える
べき？　避難が命を守る鍵と
なる

南海トラフ地震の危機が迫っています。被
害を減らすための地域の取り組みの紹介
と、生き延びるため何ができるのか考え、
行動できることを意図として制作されてい
ます。

東映㈱教育映像部 22分

142 迫り来る大地震に備える

南海トラフ地震や首都直下地震といった
大地震に備えて日頃からどのような備えを
すべきなのかを具体的に解説していま
す。

東映㈱教育映像部 26分

143
貸出不可

災害に対する自助力アップ
くまモン将棋の必殺３手

今日からできる災害への3つの備え「とま
て・ためて・きめて」をくまモン棋士が紹介
します。

熊本県知事公室
危機管理防災課

寄贈
本編11分(予告1分)

英語対応

144
平成28年熊本地震　熊本地
震を学び次の災害に備える

熊本地震の経験を踏まえ、地震のメカニ
ズムや大規模地震の想定と備えについて
学ぶ。

熊本県
寄贈
24分

英・韓・中国語対応

145
災害時の食支援　～東日本
大震災からの学び～

東日本大震災でどのような食支援が行わ
れたか。また、被災者の生命と健康を支え
る食支援を効果的に進めるための課題と
は何かを解説。

岩波映像
寄贈
84分

146
貸出不可

東日本大震災　～宮城県の
記録～

東日本大震災を風化させることなく記録と
して後世に伝承し、災害に強い地域社会
の構築、防災意識の向上を図ることを目
的として作成された。

宮城県総務部
危機対策課

寄贈
本編30分/資料45分

英語対応

147
被災地から伝えたい　テレビ
カメラが見た東日本大震災

被災地・宮城から「伝えたいこと」。3.11あ
の日のことを決して忘れないための、震災
と証言の記録映像。

仙台放送
寄贈
105分

148◇

幸せ運ぼう
～阪神・淡路大震災から学ぶ～
〈ビジュアル版〉

全国の学校や社会教育の現場で、阪神・
淡路大震災の記憶を伝えるとともに、防災
意識を高めてもらうために制作された。阪
神・淡路大震災の記憶を持たない子ども
らに、震災の惨禍と、復旧・復興の過程を
知ってもらい、命の大切さや助け合うこと
の尊さを学ぶ。

「ビジュアル版幸せ
運ぼう」制作委員

会

寄贈(2)
映像収録180分
(33コンテンツ)

CD-ROM

149 20世紀　日本の地震災害
明治24年濃尾地震から平成7年阪神淡路
大震災までの大規模災害の記録と防災 日本気象協会

寄贈
40分

東日本大震災後、各地で「防災」への意
識が高まる中、生存率99.8%を実現した釜
石市の小中学校における防災教育が注
目を集めています。いざという時、子供た
ちが主体的に行動し“自分で自分の命を
守る”ために必要な指導とは何かを、釜石
市にて防災教育を指導した片田敏孝教
授の監修で伝えます。
「教員・教諭」「小学生」「中学生」「保護
者」の4つの視聴対象で構成されたDVD
全4巻シリーズ。

※手話通訳付き
◇ＣＤ－ＲＯＭ
◆ＤＶＤ
()保有数 CD-ROM／DVD
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150 大規模災害にどう備えるか
第2回「ぼうさいたいこく」防災推進国民大
会2017～みんなの連携が力になる防災
～シンポジウムの記録

日本消防協会
寄贈
113分

151
ガイドライン工法による瓦屋根
耐震実験

大規模地震を想定した瓦屋根の安全性を
確認する実験の模様を収録した。

愛知県陶器瓦工業
組合

寄贈
16分

152
津波から生き延びるために
知る・行動する

北海道南西沖地震やスマトラ沖地震が原
因による津波災害事例を通して、津波が
発生する原因や津波の恐ろしさや、津波
が発生するサインを察知し、生き延びるた
めに適切に行動することの大切さを学ぶ。
(2010年作品)

総務省消防庁
寄贈(5)
15分

153◇
住宅用火災警報器PRハンド
ブック　～火災を防ぐ「あたりまえ」を地
域に！～

普及啓発活動に携わる方用に、火災警報
器設置の基礎的な事柄をなるべく簡潔に
まとめたマニュアル。(2005年作品)

財団法人日本防火
協会

寄贈
CD-ROM

154
ドラマで見る災害時要援護者
対策の進め方

災害が起きたとき、高齢者や障がい者等
の避難を支援するための市町村の取り組
み方にすいて解説したもの。(2007年作
品)

内閣府
寄贈
27分

字幕対応

155◇ チャレンジ防災48 指導者用防災教材　(2010年作品) 総務省消防庁
寄贈

CD-ROM

156 災害現場で役立つ基本技術
自主防災組織の活動参考ビデオ。包帯
法、結索の基本、初期消火・応急搬送の3
章からなる。(2008年作品)

日本防災士会
寄贈
40分

157 稲村の火

津波の襲来を予感して、祭りのなかで気
づかない村人たちに知らせるため大切な
稲むらに火をつけた課題へと導いた庄屋
五兵衛の実話をもとにしたアニメーショ
ン。

学研
16分

小学中・高学年向け

158

ナンデくんと学ぶ　地震と津波
を知ろう　～じぶんの命をまも
るために～

地震と津波が起こるメカニズムや緊急地
震速報の仕組みなどCG映像を用いて小
学生のナンデくんと学びます。

東映㈱教育映像部
16分

小学生向け

159
ためらわずに避難を！水害か
ら命を守る備えと避難行動

毎年のように発生する水害。重要なのは
正しい備えと避難行動です。2021年5月
運用開始「5段階の警戒レベル」対応。

東映㈱教育映像部 27分

※手話通訳付き
◇ＣＤ－ＲＯＭ
◆ＤＶＤ
()保有数 CD-ROM／DVD
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