
番号 分類 題名 監修/制作
発行日

（※空欄のもの
は発行日不明）

時間 対象 概要

D1 アニメ
The　fire　of　Inamura

（Rice　Sheaves）
Government of

Japan
４５分 外国人

　「稲むらの火」の紙芝居（英語音声のみ）、人形劇、影絵（日本語
音声英語字幕入り）が収録されている。

D2 記録
昭和４９年（１９７４年）多
摩川狛江市猪方地先

災害復旧記録

社団法人
関東建設弘済会

平成17年 ３２分
一般・自主防

災組織

　昭和４９年（１９７４年）９月１日多摩川の堤防が決壊し、押し寄せ
る濁流が１９棟の家々を飲み込んだ！国は、都県は、市は、そして
人々はどのように対処したか。この映像はその時の記録。

D3 記録 小貝川災害復旧記録
社団法人

関東建設弘済会
平成19年 ３６分

一般・自主防
災組織

　昭和５６年高須地先、昭和６１年赤浜・豊田地先の堤防決壊以
降、小貝川では堤防決壊は発生していない。
堤防が決壊するとどうなるか。
　河川に関わる人は何をしなければならないのか。

D4 啓発
防災教育チャレンジプラ
ン（災害伝言ダイヤル１

７１）
kirakira ３４分 幼児

○子どもたちが、歌って、踊って、楽しく防災！　○災害用伝言ダイ
ヤル１７１　○１１９通報の仕方、消火器の使い方　○あなたの力を
みんなの力に

D5 記録
平成１８年度　川崎市総

合防災訓練
川崎市 ３０分

一般・自主防
災組織

　平成１８年９月１日に中原区等々力緑地及び宮内中学校で行わ
れた防災訓練。防災フェア２００６inとどろきも同時開催。

D6 啓発
今から考えよう！復興ま
ちづくり　～震災復興グ

ランドデザイン～
東京都都市計画局 ２０分 一般

　東京に大震災が発生した場合の復興まちづくりのあり方。震災復
興グランドデザインの考え方について、まちの人たちがどのようにか
かわっていくのかを中心に老人が少女に語りかける展開。

D7 記録
平成１９年度　川崎市総

合防災訓練
川崎市 ３２分

一般・自主防
災組織

　平成１９年９月１日に高津区諏訪多摩川河川敷で行われた防災訓
練。

D8 記録 暴れ川の記憶
国土交通省関東地
方整備局京浜河川

事務所
平成19年 ３２分 一般

　この映像は、鶴見川流域の水害の記憶やその対策をまとめたも
のです。これまでの水害の教訓を活かし、被害を最小限に抑えるた
め、制作されたもの。

D9 啓発
円滑な避難所運営のた
めに　～避難所開設訓

練のすすめ～
川崎市宮前区役所 １２分

一般・自主防
災組織

平成１９年に宮前区平小学校で行われた避難所運営訓練の様子と
ともに、避難所の開設・運営における注意点等を開設する。

D10 啓発 避難所運営マニュアル 川崎市幸区役所 １３分
一般・自主防

災組織
幸区で作成した避難所運営に関するＤＶＤです。

D11 啓発
地震だ！その時どうす
る　（自分を守り、みん

なで助け合う）

財団法人
消防科学総合セン

ター
平成21年 １８分 一般

地震がなぜ起こるのか？　地震の時の行動　どんな備えが必要
か？などの一般的なことをわかりやすく解説します。

D12 啓発
津波から生き延びるた
めに　知る・行動する

監修：総務省消防
庁国民保護・防災

部防災課
平成22年 １５分 一般

１．序章　近年の津波災害　２．「知る」　津波はどのように発生する
か　３．「知る」　津波の恐ろしさ　４．「行動する」　　津波のサインを
察知する　５．「行動する」　適切に避難する　６．結び　津波から生
き延びるために

D13 啓発
津波襲来　その一瞬が

生死を分ける
東映（株） ２３分 一般

　津波は壊滅的な被害を起こす災害。しかし稀にしか起こらないの
で誤解や認識不足も多い。正しい知識をわかりやすく伝え、私たち
の心の油断に警告を発する。

D14 啓発
水害発生　その時！！
（命を守る日頃の備え）

東映（株） ２３分 一般
2004年の集中豪雨で水害に見舞われた新潟県三条市の現地取材
を交え「自分の身を守るのは自分自身」という自助の考え方が防災
の基本であることを訴える。

D15 啓発
地域で減災！　あなた

が力　みんなが力
監修：財団法人市

民防災研究所
平成20年 ２４分

一般・自主防
災組織

○災害発生！　その時どうする？　○「自助」：自分の身は自分で守
る　○「共助」：地域の力で命を守る　○まとめ

D16 啓発
もし今、地震が起きたら
～命を守る備えと退避

行動～
東映（株） 平成23年 １９分

一般・自主防
災組織

　過去に起きた大地震の教訓をもとに地震時の心得が伝えられてき
たが、近年の地震被害の研究や社会情勢の変化、東日本大震災
の経験を踏まえ、今求められている心得や備えを考える。

D17 啓発
３．１１東日本大震災か
ら学ぶ　津波・命を守る

心構え
東映（株） 平成23年 ２０分

一般・自主防
災組織

　東日本大震災津波を取材し、津波から命を守るためにはどのよう
な意識をもち行動すべきかを考える。「釜石の奇跡」の話、津波のメ
カニズムの解説、津波から命を守る知恵を伝える。

D18 啓発
被災地から伝えたい　テ
レビカメラが見た東日本

大震災
仙台放送 平成24年 １０５分 一般

　震災当日、それ以降の宮城県内の記録映像、東北大学今村教授
の防災解説、津波避難を逃れた方々の証言など。

D19 啓発 津波からにげる
国土交通省

気象庁
平成24年 １７分 小学生

　地震が起こったら、津波から逃げることが重要であることを、アニ
メーションや東日本大震災における津波映像を通して学ぶ。実際に
避難したこどもたちの証言など。

D20 啓発
職場で取り組む地震対
策（あなたの職場は大

丈夫ですか？）
㈱教配 １９分 一般

　地震対策における班の構成例、避難訓練について説明。ある企
業で地震対策の必要性に気づいた従業員たちが、トップの決断を
促し、会社全体で対策に取り組んでいく姿をドラマ形式で描く。

　DVD
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　DVD

D21 啓発
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）
㈱教配 １５分 一般

○建物の崩壊と家具の転倒防止　○家具の転倒や落下物から身を
守る　○脱出経路の確保　○二次災害を防ぐ　○地域での取り組み

D22 啓発
地震に備えて　我が家
の危機管理　第２巻（被
災者の体験から学ぶ）

㈱教配 １５分 一般
新潟県中越地震の被災者の体験から、災害時とその後の重要な対
策を学ぶ。○水はどのように確保するのか　○トイレはどうする　○
食料の確保　○避難所の生活　○防災必需品

D23 啓発
あさりちゃんと学ぶ　地

震への備え
㈱教配 １０分 小学生

○机の下などに隠れる　○クッションなどで頭を守る　○家具を固定
しておく　○防災準備品　○防災マップで危ない場所を確認

D24 啓発
自分の命は自分で守る
～津波災害への備え～

内閣府 96分 一般

・津波災害の状況＜映像資料＞
・津波のメカニズム
・津波から避難するには
・津波から避難する文化を築き、豊かな生活を
・学校・家庭における防災指導＜教師・保護者編＞
　（釜石東中学校の取り組み、避難の三原則とは、防災教育で何を
教えるべきか、災害に強い社会を作る）

D25
啓発

地震や津波で死なない
ために－心に刻む５つ

のこと－
東映（株） 平成24年 １５分 一般

　地震や津波で死なないためには、いざその時にベストの行動を起
こせる、日頃からの心構えが必要。本作品では、地心学者の大木
聖子先生のお話を交えながら、普段からの私たちが心に刻むべき
ことを解説している。
①P波を感じたら即座に揺れに備えろ！
②立っていられないほどの揺れを感じたら頭を守れ！
③家や家具はあなたを殺す凶器になる！
④3点セットを今すぐ準備
⑤津波から逃げるには少しでも早く少しでも高い場所へ

D26 啓発

ナンデくんと学ぶ
地震と津波を知ろう

－じぶんの命を守るた
めに－

東映（株） 平成24年 16分 小学生

　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、地
震・津波が起きた時の行動の仕方を、CG映像等を用いて小学生の
「ナンデくん」と一緒に学び、解説していきます。
　どんな状況で地震が起きても命が助かるよう、子どもたちにしっか
り理解させることを狙いとしています。
①なんで地震っておこるの？
②なんで日本は地震が多いのだろう？
③緊急地震速報ってなんだ？
④地震のときはどうすればいいの？
⑤なんで津波が起こるの？

D27 啓発
地震・津波から生き延び

る
－正しい知識と行動－

東映（株） 平成24年 16分 中学生

地震や津波が起きた時に、どういう行動をとれば生き延びることが
できるのか？中学生たちにしっかり理解させることを狙いとした作
品。地震から自分を守るためには、臨機応変に安全な場所を見つ
け出し、身を寄せることが大事。その場でのベストを尽くす、命を守
るのは自分以外にないことを訴えていく。

D28 啓発

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

東映（株） 平成23年 18分 一般

■いつ起きても不思議ではない大地震
2011年3月11日海溝型の東日本大震災が発生。1995年1月17日に
は淡路島北部でマグニチュード7.3の直下型地震が発生した。日本
列島の真下はいくつものプレートがせめぎあっていて、地震の巣の
上にあるといっても過言でない。もしかしたら、明日、大地震が日本
を襲うかもしれない。
■地震のメカニズム
■被災者の体験談から教訓を学ぶ
①耐震補強が命を守る②危機意識が命を守る③コミュニティ活動が
命を守る④情報が命を守る　など

D29 啓発
どう守る？自分の命

東日本大震災から教え
られたこと

㈱映学社 22分
小学生（中・高

学年）

地震・津波教育DVDビデオ（文部科学省選定）
○火災から命を守る　○地震から命を守る　○避難所で生活する
○津波から逃げる

D30 啓発
生きる行動　生きる備え
東日本大震災の教訓

㈱映学社 22分
中学生
高校生

地震・津波教育DVDビデオ（文部科学省選定）
○津波から逃げる　○火災から命を守る　○地震から命を守る　○
避難所で生活する

D31 啓発
防災の備えと意識

東日本大震災が残した
教訓１０ヵ条

㈱映学社 22分 一般

防災教育ビデオ
○二次災害　○家屋・塀の倒壊　○津波　○がけ崩れ　○帰宅難民
○家具の転倒
最新の防災対策コンテンツが満載！
メニュー画面で知りたい情報が選べます

D32 啓発
まず逃げろ！高台へ！
巨大津波から命を守る

㈱映学社 22分 一般
防災教育ビデオ（文部科学省選定）
○東日本大震災　○津波の仕組み　○津波の実験　○ハザード
マップと避難　○津波避難訓練　○避難の注意点
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　DVD

D33 啓発

あなたの街を襲う大地
震

検証・震度6弱・被害軽
減・駿河湾の地震

㈱映学社 22分

社会教育
一般

地域社会生活
（災害予防・対

策）

地震防災教育ビデオ
守れた！命　教訓が活かされた駿河湾の地震
○津波の仕組み　○高層ビル　○駿河湾の地震
○住宅倒壊を防ぐ　○耐震診断・耐震補強　○家具の固定・落下物
の防止　○被災時の暮らしの備え

D34 啓発
阪神・淡路大震災から１

５年
伝えておきたい防災力

㈱映学社 23分
一般

防火防災教育DVDビデオ
大都市を襲った大地震　阪神・淡路大震災
○建物倒壊　火災　被災生活　○地震のメカニズム　○津波の恐怖
十勝沖地震　○被災生活のあり方が問われた新潟県中越地震ほ
か

D35 啓発
がんばってます！自主
防災　地域の力で減災

㈱映学社 25分
一般・自主防

災組織

少人数に強い町を作る。
過去の災害の教訓
○自主防災組織を作るには　○街を調べて改善する　○災害時用
援護者の支援　○防災訓練　○街かど防災教室のねらい　○自主
防災組織を作るには　組織作りの手順

D36 啓発
あっ地震だ　津波は？
じぶんの命はじぶんで

まもる
㈱映学社 14分

幼児・小学生
低学年

地震・津波・防災教育DVDビデオ（文部科学省選定）
○ひなんくんれん　○じしんのメカニズム　○緊急地震速報　○つな
みひなん　○じぶんのいのちはじぶんでまもる

D37 啓発

ボクは
すぐに逃げたんだ

東日本大震災から学ん
だこと

㈱映学社 14分
小学生（中・高

学年）
地震・津波・防災教育DVDビデオ（文部科学省選定）
○被災者の避難行動　３つのポイント　○地震・津波のメカニズム

D38 啓発
これだけは知っておきた

い応急手当シリーズ
インターメディカ 平成21年

32分

27分

22分

20分

20分

一般

応急手当の基本①[32分]
①気道確保②人口呼吸③心臓マッサージ④救急車の呼び方⑤出
血　など
応急手当の基本②[27分]
①意識がおかしい②呼吸困難③けいれん・まひ④激しい頭痛・胸痛
⑤吐血⑥ガス中毒⑥嘔吐　など
お年寄りの応急手当[22分]
①緊急時の対応②気になる症状への対応
乳児の応急手当[20分]
①緊急時の対応②事故とけがへの対応③心配な症状への対応
幼児の応急手当[20分]
①緊急時の対応②事故とけがへの対応③心配な症状への対応　な
ど

D39 啓発
まず 命を守る備え　-集
合住宅・マンションの防

災対策-
株式会社映学社 22分

集合住宅・マ
ンション

　近年、マンションなどの集合住宅は、増加の一途をたどり、分譲マ
ンションだけでも全国に約６００万戸、１５００万人が暮らしていると
推計されている。コンクリート造のマンションは、地震に強いと思わ
れがちですが、耐震性に問題のある旧耐震基準で建てられたマン
ションが１００万戸にのぼるといわれ、耐震対策が求められる。
　耐震性に問題がなくても、高層マンションでは、周期が長く長時間
ゆれる「長周期地震動」への対策も必要。また、飲料水や食料、防
災用品の備蓄、安否確認や要援護者の支援など、地域とも連携し
て取り組むことも大切。
　この作品は、規模の違う２つのマンションの大地震に備える取り組
みを紹介しながら、マンション・集合住宅の自主防活動のあり方を考
える。

D40 啓発
問われる 住民の防災力
-自助・共助の輪を広げ

よう-
株式会社映学社 22分

一般・自主防
災組織

今、首都直下型地震や南海トラフ地震などの大地震が、高い確率
で発生すると予想されています。大地震から命を守るために、私た
ちはどのような備えをすればよいのでしょうか。
この作品では、木造住宅密集地の自主防災組織、津波が予想され
ている沿岸の自主防災組織、そして東日本大震災で、実際に津波
から逃れた人の体験談も紹介しながら、大地震に備える自助・共助
の大切さを学ぶことができます。

D41 啓発
大地震発生！命と事業
を守れ　-職場の防災対

策-
株式会社映学社 22分 企業・事業所

今、東日本大震災を教訓として、事業所の防災体制が改めて注目
されています。従業員の命を守るとともに、事業も守る「事業継続計
画」・BCP(Business continuity Plan)の策定は、非常に重要です。
この作品では、東日本大震災て被災しながら、早期に復旧した事業
所の事例をはじめ、規模や業態の異なるいくつかの事業所の防災
対策、事業継続計画の取組を紹介しながら、大地震に備える事業
所の防災対策の必要性について学ぶことができます。



番号 分類 題名 監修/制作
発行日

（※空欄のもの
は発行日不明）

時間 対象 概要

　DVD

D42 啓発
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
株式会社映学社 21分 小学生

今、日本では、どこで大地震が起こっても不思議ではないといわれ
ています。子供が学校にいるとき、又は通学途中で、一人で家にい
るときなど、いつ大地震が襲うかもしれません。
この作品は、大地震発生のとき、子供自身がとっさに判断し、行動
できるようになるために、緊急地震速報が流れたときの行動をはじ
め、「こんなときどうする？」というように、クイズ形式を取り入れなが
ら、ストーリー展開がされるよう工夫されています。

D43 啓発
大地震の恐怖　残され
た教訓　助け合いの輪

が防災の力へ
株式会社映学社 26分

一般・自主防
災組織

冒頭で、巨大地震直後の地割れや家屋倒壊、大規模火災など大災
害のイメージ映像が次々とＣＧに重ねて流れ、震度6クラスの大地
震の恐ろしさをイメージすることができます。
この作品は、宮城県北部連続地震や十勝沖地震発生直後に取材
班が現地入りしたときの被災地の惨状や、被害者の生の声が収録
されています。また、災害に強い街づくりに取り組む様々な団体など
も紹介しており、今後の防災活動を行うに当たり、大変参考になりま
す。

D44 啓発
思わぬ火もと　高齢社

会・増え続けている電気
火災

株式会社映学社 20分
一般・自主防

災組織

近年、電気ストーブ、配線器具などによる電気火災が増えてきてい
ます。電気火災の多くはどのようにして起こるのでしょうか？
この作品では、様々な実験映像などを通して、電気火災の原因と対
策を明らかにしていくとともに、住宅火災の死亡原因に多い、高齢
者の「逃げ遅れ」を一人でも減らすため、住宅用火災警報器の重要
性についても分かりやすく解説しています。

D45 啓発
知って防ごう熱中症　熱

中症から子どもを守
れ！

株式会社映学社 18分 小学生

Ｑ＆Ａの物語形式で構成されており、子供でも熱中症の原因と対策
が理解できるように工夫されています。
この作品では、地球の温暖化、熱中症の仕組み、熱中症になるとど
うなるか、熱中症になったときの対処法や熱中症を防ぐ方法などに
ついて、分かりやすく学ぶことができます。

D46 啓発
検証・急増する高齢者
の熱中症　正しい知識

を身につけよう
株式会社映学社 19分 一般・高齢者

この作品では、高齢者の身体的な特徴（気温の変化を感じにくい・
体温調節機能の衰えなど）や生活習慣（エアコンを好まない方が多
い・水分を控えがち）などを検証しながら、熱中症を防ぐ方法、熱中
症になってしまったときの対処法などについて、分かりやすく学ぶこ
とができます。

D47 啓発

最新版 心肺蘇生法と
AEDの使用法　-私たち
の行動で救える命（2巻

セット）-

株式会社映学社
23分

45分

中学生・高校
生・教職員・保

護者

近年、ＡＥＤが急速に普及し、駅などの人目につく場所にも設置さ
れ、さらに校内に設置する学校も多くなりました。 中学校・高校の保
健体育教科の中には、「応急手当の意義とその基本」「心肺蘇生
法」の項目が設けられ、心肺蘇生法を含め、応急手当の意義及び
その手順について学習しています。 そこで、今、学校でも実技とし
てのＡＥＤの実習が緊急の課題となっています。
この作品では、＜解説編＞と＜練習編＞の２巻で全体把握からト
レーニングまでを学ぶことができるようになっており、「解説編」で
は、中・高校生が視聴し、心肺蘇生法とＡＥＤの使用法が容易に理
解でき、「練習編」では、視聴しながらトレーニングができるように
なっています。

D48 啓発
もしものときに　できるこ
と　-ぐらぐら　どーん！

-

VICTOR
ENTERTAINMENT

INC.
平成25年 32分

幼児・小学生
低学年

この作品の監修は危機管理アドバイザーの国崎信江氏。東日本大
震災や中国・九州北部豪雨など、今までにない異常気象など、私達
を取りまく環境が激変している中、危機管理教育の重要性が再認
識されています。
この作品は、「自然災害（地震・津波）」について、子供が見ても学べ
るように、聴く、歌う、探す、真似してみるなど、子供が夢中になって
考え、解決し、楽しく知識を学んでいけるように、ストーリー展開がさ
れています。

D49 啓発
もしものときに　できるこ

と　-びゅうびゅう　ざ
ざー！-

VICTOR
ENTERTAINMENT

INC.
平成25年 29分

幼児・小学生
低学年

この作品の監修は危機管理アドバイザーの国崎信江氏。東日本大
震災や中国・九州北部豪雨など、今までにない異常気象など、私達
を取りまく環境が激変している中、危機管理教育の重要性が再認
識されています。
この作品は、「自然災害（風水害・雪害・土砂災害・火山噴火）」につ
いて、子供が見ても学べるように、聴く、歌う、探す、真似してみるな
ど、子供が夢中になって考え、解決し、楽しく知識を学んでいけるよ
うに、ストーリー展開がされています。

D50 啓発
もしものときに　できるこ
と　-めらめらもくもく！-

VICTOR
ENTERTAINMENT

INC.
平成25年 24分

幼児・小学生
低学年

この作品の監修は危機管理アドバイザーの国崎信江氏。東日本大
震災や中国・九州北部豪雨など、今までにない異常気象など、私達
を取りまく環境が激変している中、危機管理教育の重要性が再認
識されています。
この作品は、「生活安全（火災）」について、子供が見ても学べるよう
に、聴く、歌う、探す、真似してみるなど、子供が夢中になって考え、
解決し、楽しく知識を学んでいけるように、ストーリー展開がされて
います。



番号 分類 題名 監修/制作
発行日

（※空欄のもの
は発行日不明）

時間 対象 概要

　DVD

D51 啓発
じしんがきたらどうす

る？　むしむし村の防災
訓練

東映株式会社 平成24年 12分
幼児・小学生

低学年

「緊急地震速報が鳴り響いて強い揺れがやってきます。何をす
る？」、「地震が来たらどうする？」、「津波が襲ってきたら？」
この作品では、地震のとき、頭を守って身体を小さく丸めることや、
とにかく自分の身を守ることに徹することなど、身近な事例を挙げな
がら、子供たちがアニメを通じて、親しみながら地震への備えを学
べるように工夫されています。

D52 啓発

災害時、ドライバーはど
う生き残るか -忘れな

い！東日本大震災が教
えてくれたこと-

斉藤プロダクション 平成25年 28分 一般

地震、津波、火災などの大災害が起きたとき、ドライバーはどんな
事態に遭遇すると思いますか。
この作品では、東日本大震災の被災地におけるドライバーの方の
貴重な経験を基に、専門家の分析や意見、実験映像などを加え、
災害時にドライバーがどう行動すればよいかを分かりやすく解説し
ています。

D53 啓発
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-
株式会社教配 20分 一般

今般、首都直下地震や東海地震などの発生確率が着実に高まって
きているといわれています。
この作品は、「どうすれば生活を継続できるか？」、「いかに早く普段
の生活を取り戻すか」等という観点から、専門家の分析や解説を交
え、各々が地震対策の必要性について主体的に考えられるよう構
成されています。

D54 啓発
命を守る！避難の３原

則　-釜石の奇跡に学ぶ
-　第１巻

日本経済新聞出版
社

平成24年 69分

一般・自主防
災組織・小学
生・中学生・教

職員

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に注目が集まっ
ています。
この作品は、いざというとき、大人の助けを待つのではなく、子供た
ちが主体的に行動し、「自分で自分の命を守ることができる」ため
に、必要となる指導とは何か、釜石での防災教育を指導した片田敏
孝教授の監修により作られています。全4巻セット。
全４巻（第1巻：教員・教諭編、第2巻：小学生編、第3巻：中学生編、
第4巻：家庭教育編）のうちの、第１巻。

D55 啓発
命を守る！避難の３原

則　-釜石の奇跡に学ぶ
-　第２巻

日本経済新聞出版
社

平成24年 31分

一般・自主防
災組織・小学
生・中学生・教

職員

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に注目が集まっ
ています。
この作品は、いざというとき、大人の助けを待つのではなく、子供た
ちが主体的に行動し、「自分で自分の命を守ることができる」ため
に、必要となる指導とは何か、釜石での防災教育を指導した片田敏
孝教授の監修により作られています。全4巻セット。
全４巻（第1巻：教員・教諭編、第2巻：小学生編、第3巻：中学生編、
第4巻：家庭教育編）のうちの、第２巻。

D56 啓発
命を守る！避難の３原

則　-釜石の奇跡に学ぶ
-　第３巻

日本経済新聞出版
社

平成24年 29分

一般・自主防
災組織・小学
生・中学生・教

職員

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に注目が集まっ
ています。
この作品は、いざというとき、大人の助けを待つのではなく、子供た
ちが主体的に行動し、「自分で自分の命を守ることができる」ため
に、必要となる指導とは何か、釜石での防災教育を指導した片田敏
孝教授の監修により作られています。全4巻セット。
全４巻（第1巻：教員・教諭編、第2巻：小学生編、第3巻：中学生編、
第4巻：家庭教育編）のうちの、第３巻。

D57 啓発
命を守る！避難の３原

則　-釜石の奇跡に学ぶ
-　第４巻

日本経済新聞出版
社

平成24年 29分

一般・自主防
災組織・小学
生・中学生・教

職員

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に注目が集まっ
ています。
この作品は、いざというとき、大人の助けを待つのではなく、子供た
ちが主体的に行動し、「自分で自分の命を守ることができる」ため
に、必要となる指導とは何か、釜石での防災教育を指導した片田敏
孝教授の監修により作られています。全4巻セット。
全４巻（第1巻：教員・教諭編、第2巻：小学生編、第3巻：中学生編、
第4巻：家庭教育編）のうちの、第４巻。

D58 啓発
まさかの時！自分のち
からで生きのびられるよ

うに

ジャパンホームビデ
オ株式会社

36分 小学生

ある日突然襲ってくる「天災」。それは、大人にも子供にも等しく襲っ
てきます。
この作品では、そんな天災に遭遇してしまったとき、救助の手が及
ぶまでの生き残りの術について、そして、自分で生き延びるための
工夫や知識を、具体例を挙げながら分かりやすく学ぶことができま
す。

D59 啓発

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

－

ビデオアート 19分
幼児・小学生・

保護者

地震・水害等の天災は、いつどこで起きるか分かりません。しかし、
どこにどんな危険があるかを知っていれば、被害を軽減することが
できます。
この作品では、山では、「一人歩きは絶対しない」、「山道を歩く時走
らない」、「地形的に危険な場所を知る（崖の下の道、でこぼこ道
等々）」、川では、「遊びの服装」や「河口付近の水位の変化に注
意」、「中流域・上流域の危険性を知る」、海では、「岸辺のコンク
リートや石は滑りやすく晴れていても走らない、近寄らない！」「テト
ラポットに乗って遊ばない」など、場所ごとに具体的にポイントを絞っ
た解説がされており、分かりやすく学ぶことができます。



番号 分類 題名 監修/制作
発行日

（※空欄のもの
は発行日不明）

時間 対象 概要

　DVD

D60 啓発
温暖化時代の豪雨災害
その時 あなたは身を守

れるか？

南日本テレビ映画
社

20分 一般

近年、温暖化現象によるとも考えられる局地的な集中豪雨が頻繁
に発生しています。また、それに伴って豪雨災害も増加傾向にあり
ます。
この作品では、自主防災組織の活動や、降雨量の比較、ドア模型
や階段模型を使った実験などを紹介し、豪雨災害への具体的な対
策を分かりやすく学ぶことができます。

D61 啓発

東日本大震災
～宮城県石巻市

　　　　　災害記録～
（3巻セット）

宮城県石巻市
32分
25分
28分

一般

2011年3月11日に発生した東日本大震災時、宮城県石巻市は甚大
な被害を受けました。
このＤＶＤは、石巻市の被害状況・復興への道程を記録し、その記
録をアーカイブとして後世に伝えることを目的として石巻市が作成し
たものです。

D62 啓発

名取市東日本大震災映
像記録

未来への記憶

宮城県名取市 平成26年3月
72分
86分

一般

2011年3月11日に発生した東日本大震災時、宮城県名取市は甚大
な被害を受けました。
このＤＶＤは、名取市が東日本大震災の被害や復興の「記録」を未
来へ伝えるために作成したものです。
当時の巨大地震や津波の映像とともに、被災者の手記や東日本大
震災時の地震や津波発生のメカニズムが収録されています。

D63 啓発
東松島市からのメッセー

ジ
宮城県東松島市

仙台放送
45分 一般

2011年3月11日、私たちが経験したことのない災害、「東日本大震
災」が発生し、大切な人、大切な思い出の場所や物を一瞬にして奪
い去りました。しかし、未曽有（みぞう）の災害でも、時間の経過と共
に人の記憶は風化し、やがて消えていきます。同じ悲劇を繰り返さ
ない、繰り返してほしくないという思い、そして防災・減災に繋がれ
ばという願いから、震災の記録をともしびとして後世に伝承すること
を目的として作成されたＤＶＤです。

D64 啓発
深刻化する気象災害

どう身を守る？
どう備える？

株式会社
映学社

平成26年 25分 一般

近年、集中豪雨や土砂災害、竜巻などの気象災害が毎年のように
頻発しています。このＤＶＤでは、集中豪雨、土砂災害、竜巻、大雪
など、それぞれの気象災害がなぜ発生するのか、また、これらの災
害から身を守るためには、どのようにすれば良いのか、さらに、それ
ぞれの気象災害に対し、事前にどのような準備をしておけば良いの
かが分かるようになっています。

D65 啓発
災害時要援護者の支援
ともに生きのびるための

自助・共助

東映株式会社
教育映像部

17分 一般

東日本大震災では、高齢者・障害者などの災害時要援護者の支援
に関し、様々な課題が浮き彫りになりました。いま、災害時要援護
者支援の取組は、地域の共助を考える上での大きなテーマとなって
きています。災害が起きたとき、要援護者とその周囲の人々が、とも
に生きのびるためには何が必要なのか？東日本大震災の教訓を踏
まえ、要援護者自身の自助、周囲の人の共助のあり方を改めて見
つめ直すための、ＤＶＤです。

D66 啓発
避難所の開設・運営

～その時、皆さんの力
が必要です～

パール商事
株式会社

17分 一般

全国の市町村で防災・減災の取組が進めらている中、災害時の避
難所に関する事項が新たな課題としてクローズアップされていま
す。このＤＶＤでは、一般市民の方々に向け、地域の防災拠点とし
ての避難所の役割、開設・運営の流れ、東日本大震災で得られた
教訓などが分かりやすく解説されています。市民自らが避難所を運
営する一員であることを強く訴え、地域の共助力をより一層高める
ことを目的とした市民向けの防災・減災ＤＶＤです。

D67 啓発
名取市東日本大震災
「語り部」の映像記録
震災を語り継ぐ人々

宮城県名取市 平成27年3月 127分 一般

2011年3月11日に発生した東日本大震災時、宮城県名取市は甚大
な被害を受けました。
このＤＶＤは、名取市が東日本大震災の被害や復興の「記録」を未
来へ伝えるために作成したものです。
実際に現地で被災され、震災の記憶を後世に伝えるために「語り
部」として活躍されているの方のお話を、このＤＶＤを通して聴くこと
ができます。

D68 啓発
災害ケーススタディ

とっさの判断！君ならど
うする？

東映株式会社
教育映像部

平成27年 84分 小学生
地震、津波、台風、集中豪雨、雷など様々な災害についての基本情
報を分割して取り上げ、ケーススタディとして想定した実践的な内容
のＤＶＤです。

D69 啓発

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

株式会社映学社 26分
幼稚園指導
者・保護者

幼稚園や保育所の指導者向けに、災害発生時、幼児がすぐに身を
守る行動ができるようにするためには、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。

D70 啓発
川崎市災害時要援護者

避難支援制度
川崎市 23分

一般・自主防
災組織

川崎市災害時要援護者避難支援制度を紹介するＤＶＤです。



番号 分類 題名 監修/制作
発行日

（※空欄のもの
は発行日不明）

時間 対象 概要

　DVD

D71 啓発
多言語防災ビデオ

地震！その時どうす
る？

仙台国際交流協会 20分
一版・外国の
方向け

外国の方向けに作成された、地震からの身の守り方や地震への備
えを紹介するＤＶＤです。言語は日本語のほか、英語、中国語、韓
国語、インドネシア語、台湾語、タガログ語、ネパール語、ベトナム
語、ベンガル語、ポルトガル語、モンゴル語に対応しています。

D72 啓発

幸区地域包括ケアシス
テム

みまもるつながる地域
の輪

川崎市 平成28年 20分
一般・自主防
災組織向け

誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる地域の
実現を目指した地域包括ケアシステムについての広報用ＤＶＤで
す。

D73 記録
平成２８年度川崎市防
災シンポジウム記録映

像
川崎市 平成28年 140分

一般・自主防
災組織向け

平成２８年度川崎市防災シンポジウムの記録映像です（平成29年1
月23日開催）

１．特別講演「熊本地震から学んだこと」（講演者：大西熊本市長）
２．事例発表「川崎市内における防災活動の事例発表」
　　・扇町町内会（川崎区）
　　・下作延第１町内会（高津区）
　　・新百合ヶ丘自治会（麻生区）

D74 啓発 被災地からのメッセージ 東映（株） 平成28年 25分
一般・自主防
災組織向け

災害に被災した人たちへのインタビューを通して、被災当時の様子
を全国に届けることでより身近に災害を感じ意識の向上を図る。

D75 啓発
熊本地震から学ぶ

こんな対策があなたを
救う

東映（株） 平成28年 26分
一般・自主防
災組織向け

平成28年4月に発災した熊本地震をテーマに、熊本地震の特徴を挙
げ、そこから学ぶことのできる教訓を資料や被災者へのインタ
ビューを通じて解説します。

D77 啓発
地域が主役

－避難所の開設と運営
のしかた－

株式会社映学社 平成29年 24分
一般・自主防
災組織向け

災害時の避難所について基本的なことを示し、過去の災害からどん
な教訓が得られたか紹介します。そして、地域で行われている避難
所開設・運営訓練の事例を通して、避難所の開設手順や運営方
法、注意すべきポイントを解説し、避難所をより良いものにするたに
のヒントを提供します。

D78 啓発
助ける、助かる
検証　西日本豪雨

映学社 令和元年 22分 一般向け

大雨が発生する原因とそれがどのような危険を生み災害となってい
くかを、過去の豪雨被害の実態と被災者の声を紹介しつつ、イラス
トやCGを組み合わせて分かりやすくs解説します。そして、危険が
迫っていることを事前に知るための情報収集の方法、気象庁などか
ら出される災害情報の内容を紹介します。さらにいざという時の身
の守り方や日頃準備していくべきことを示しています。


