
防 災 作 品

番号 時間 メディア タイトル 内容 対象

ａ92 18分 VHS
あなたを守る
知恵と行動

もし大地震が起こったら……地震の際に避難や子供を
守る方法、火の始末、災害に備えて準備しておくべき
ものなど、私たち一人ひとりが日頃から気をつけてお
かなければならないことや知っておくべき心得などを
分かりやすく説明するビデオです。

成人

ａ227 15分 VHS
本気で地震対策して
いますか

いつ地震が起きても不思議ではないといわれる日本。
グラッときた時に備え、被害を最小限にくいとめるた
めに何をすればいいのでしょうか。このビデオは、地
震に対する備えや地震に遭った時の対処の仕方などに
ついて、専門家のインタビューを交えながら、具体的
な例を挙げて分かりやすく解説しています。

成人

ａ237 27分 VHS
証言！阪神大震災
その時くるまは

あの瞬間、ドライバーは何を感じ、その後どう行動し
たか。このビデオは、ドライバーの視点から阪神大震
災を捉えるとどんな様相が見えてくるかを、体験者の
生の証言で綴ったものであります。

成人

一般・生指

238
30分 VHS

震度７・阪神大震災の教

訓

ドキュメント・
神戸72時間の記録

災害が発生したとき、救助活動は最初の７２時間が勝
負だといわれています。未曾有の大震災に対して、消
防・自治体・警察・病院などはどの様に立ち向かった
のか？当時の映像を中心に、時間を追って検証しま
す。

成人

ａ242 22分 VHS

震度７・阪神大震災の教

訓

こころのケアと
ボランティア
（避難生活への支援）

阪神大震災では、高齢者などの災害弱者への支援や心のケア
にボランティアの人達の活躍が目立ちました。復興のためにボ

ランティア活動が果たす役割について考えます。

成人

ａ243 23分 VHS

震度７・阪神大震災の教

訓

家屋倒壊
（あなたの家は万全か）

家屋の倒壊により、多くの犠牲者を出した阪神大震
災。住宅の耐震性が改めて注目されています。家屋が
倒壊した原因を様々な角度から分析し、地震に強い住
宅づくりや、耐震診断の仕方などを紹介します。

成人

ａ244 22分 VHS

震度７・阪神大震災の教

訓

ライフラインと
地震火災
(崩壊した市民生活)

市民生活を支える基盤ともいえる水道、ガス、電気な
どのいわゆるライフライン。災害時に懸念されるの
は、そのシステムの崩壊です。阪神大震災での現実を
検証するとともに、現代都市のライフライン確保への
課題について考えます。

成人

ａ245 21分 VHS

震度７・阪神大震災の教

訓

グラッときたら
（いのちを守る防災術）

地震発生時、まず何をするべきか？日常の備えは？阪
神大震災以後、災害時の防災マニュアルの見直しが叫
ばれています。自分の命を守るために知っておきたい
行動規範や非常用携帯品など、阪神大震災の教訓を生
かした防災対策を紹介します。

成人
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ａ288 10分 VHS 地震防災読本
地震が起きた時、慌てず、どのような事に気をつけれ
ば良いのかをわかりやすく説明。

小学生～

成人

ａ374 20分 VHS ほんの少しの勇気

平成１１年１月、国土庁・大阪府共催「高校生防災ボラ
ンティアスクールｉｎＯＳＡＫＡ」に参加した高校生た

ちの活動の様子や意見発表、彼らが日常生活の中でボラ
ンティアに取り組む姿や周囲の人びとの声を紹介してい

ます。ボランティア活動へのアプローチとして、高校生
の興味や考え方を知る素材として、防災やボランティア

普及・啓発に活用していただくことを意図しています。

高校生

ａ433 48分 VHS
検証脆弱列島日本
水が出ない！

大都市の盲点

1995年、阪神地区を直撃した地震は、水道管も破壊
し、被災者に深刻な水不足をもたらしました。このビ
デオは、いざという時の大都市の水確保の難しさ、現
代社会の脆さを浮き彫りにします。

成人

ａ434 29分 VHS
日本の地震防災　津
波

過去の津波被害の例、津波の発生と伝播のメカニズ
ム、予報体制などについて解説します。

成人

ａ519 20分 VHS

今一度・火の用
心！！
(手話版)
高齢社会のなかでの

防火対策

高齢者の独り暮らしの家庭から出火する火災が増加し
ている。着衣着火の火災、住宅火災の主な原因を解説
し、普段の生活の中で心がけることをわかりやすく説
明しています。

高齢者

ａ593 35分 DVD

まさかの時！！
自分のちからで
生きのびられるよう
に

突然襲って来る天災にあってしまった時、救援が来る
までの生き残りは、各自の体力と知力によるしかあり
ません。救援までの時間が生死を分ける場合がありま
す。自分の力で生き延びる工夫をわかりやすく解説し
た作品です。

小学生
～成人

ａ594 21分 DVD
お年寄り・障がいの
ある人を守る
防火・防災対策

お年寄りや障がいのある人、その家族や地域全体の防
災に役立つ情報と心がまえを分かりやすく紹介してい
ます。家庭内から地域へ、災害時に必要な備えや工夫
について、阪神大震災などの実例を参考にした対策を
提示しています。

成人

ａ595 21分 DVD
火災！
逃げ遅れを防げ！

近年、全国的に住宅火災による死者が急増し、その犠
牲者の大半が６５歳以上の高齢者です。最近発生した
６５歳以上の高齢者住宅の火災事例を取り上げ、何故
高齢者は逃げ遅れるのか、様々な火災実験を通して検
証し、住宅用火災警報器の普及と火災を未然に防ぐ方
法を考える内容になっています。（字幕表示可）

成人

ａ596 25分 DVD
地震防災
待ったなし！

いつどこで大地震が起きても不思議ではないと言われ
る日本列島。そこに住む私たちはどのような備えで地
震発生を迎えれば良いのか。最近の地震防災情報に基
づいて、命を守るための対策を解説した作品です。

成人
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ａ597 25分 DVD 地域で減災！

自然災害は防げなくても、被害は減らせる。いま「減
災」の取り組みが進められています。その基盤となる
のが「自助」と「共助」、そして何より重要なのが、
私たち自身の当事者意識です。「自助」「共助」の大
切さを分かりやすく示し、地域防災への関心を高める
内容になっています。

成人

ａ598 23分 DVD
津波襲来
その一瞬が
生死を分ける

予測される東海地震など、日本列島はいま、地震の活
動期に入ったといわれています。四方を海に囲まれた
日本ではいつどこで津波が起きてもおかしくない状況
です。しかし稀にしか起こらないため、警戒意識が薄
くなりがちです。この作品は津波についての正しい知
識をわかりやすく紹介しています。

成人

ａ611 22分 DVD
まず逃げろ！
高台へ！

東日本大震災を教訓に、巨大津波のメカニズムとその
被害状況、津波の破壊力を示す実験、専門家や津波体
験者の話を通して津波の恐ろしさを検証しています。
そして津波から命を守るにはどのような避難行動をと
ればよいかを、過去、東南海地震の津波被害があった
尾鷲市の自主防災組織による避難訓練の事例をまじえ
て紹介しています。

成人

ａ613 ２５分 DVD

いのちを守る
福祉施設火災の
初期対応
防火管理者必見！

これであなたも私も防火管理

者

経営者の責任者は防火管理者を任命し日頃の防火に努
めなくてはならない」と法律では定められています。
しかし、広い施設内で火災が発生した場合、防火管理
者一人で対応するのは難しいことです。この作品で
は、福祉施設内で火災が発生した場合に、勤務してい
るあなたや、その場にいる一人一人がとるべき行動や
そこにいる人々を救うためのポイントをまとめまし
た。

成人

ａ623 ２２分 DVD

防災の備えと
意識１０カ条
東日本大震災が残した教

訓

本作品では、「自助」として、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。なぜその備え
が必要かを説明し、実際に何をどうしたらいいのか
を、わかりやすく紹介します。いつどこで発生するか
わからない地震や津波。それに備えるため、今できる
ことをすぐに始める、そんなきっかけを提供する内容
となっています。

小学生～
成人

ａ630 ２２分 DVD

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

巨大地震の発生が予想される静岡県は、防災対策が蓄
積されてきた防災先進地域です。２００９年８月に静
岡県では震度６弱の地震が発生しましたが、県及び住
民の防災対策、意識の高さから地震の規模に比較して
被害が少なかったと言われています。静岡の事例を通
して、日ごろの防災訓練、対策を考え、各地域での防
災取り組みに活用できる内容です。

成人

3 ページ



番号 時間 メディア タイトル 内容 対象

ａ632 ２２分 DVD
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などを題材に、子ども
たち一人一人が、自然災害に関する理解と災害時の危
険を予測・判断し、危険を回避する能力を身につける
ためのヒントが豊富に含まれ、防災教育に最適な内容
になっています。
 ※この作品は東日本大震災の津波に襲われた町の映像
と現場音が入っています。

小学生～
成人

ａ646 ２３分 DVD
大地震発生！
命と事業を守れ！
職場の防災対策

東日本大震災後、従業員５０名の命を守り、いち早く
事業を再開した企業の取組みを紹介する。防災担当者
による防災計画の見直し、他企業の担当者による設備
の点検、帰宅困難者対策など被災時に備えたBCP（事
業継続計画）の重要性とポイントなども紹介する。

成人

ａ653 ２５分 DVD
がんばってます！自
主防災

自主防災組織は、阪神淡路大震災以降その活動が注目
されてきました。組織作りは全国に増えてきました
が、高齢化などで運営が追い付かず、形骸化している
所も少なくありません。自主防災組織のあり方を再考
し、活動内容の充実した地域をとりあげ、災害に強い
街づくりを考える作品です。

成人

ａ654 ８４分 DVD 災害時の食支援
東日本大震災からの学び

この作品は、東日本大震災において、行政、病院、学
校給食、管理栄養士養成施設、災害支援管理栄養士・
栄養士が、どのような食支援を行ったのか、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
めには、関係者がどのような機能と役割を担うべきか
といった課題をまとめたものです。授業や、研修会の
教材として活用できる内容です。
（※ダイジェスト版19分も収録）

成人

ａ655 ２５分 DVD
深刻化する気象災害
どう身を守る？

どう備える？

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。技術の改善により比較的正確に

予報されるようになったものの、災害に備えた知識・準
備は必要です。さまざまな気象災害に対する事前の準備
を説明、そして災害に直面した場合の対策を解説してい

ます。

成人

ａ656 １７分 DVD
避難所の開設・運営
その時、皆さんの力が

必要です

全国の市町村で防災・減災の取り組みが進められる中、

災害時の避難所開設が新たな課題としてクローズアップ
されています。この作品では、市民の方々に向け、地域

の防災拠点としての役割、開設・運営の流れ、東日本大

震災で得られた教訓などをわかりやすく解説し、地域の
共助力を高める目的で作成されています。（字幕版あ
り）

成人
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ａ672 25分 DVD
地域の人々を戦力に
自主防災の新しい挑戦

近年の日本の災害は地震だけではなく、台風や集中豪
雨、竜巻などによる気象災害もますます深刻になってき

ています。加えて地域によっては高齢化や人口減少が進
んでいるため、地域の自主防災組織の重要性が増し、同

時に地域ごとに異なる課題に対応していくことが求めら
れています。　自主防災組織がまだ存在しない地域で

は、自主防災組織設立のきっかけとして、また、今ある
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

適な作品です。

青年～
成人

ａ683 21分 DVD

目指せ！
災害に強いまち
―自助・共助で自然災害

の

リスクに立ち向かう―

地震や津波、台風、洪水などの災害は、時として想像を超える

大きな力で襲ってきます。自然災害の被害を少しでも減らすた
めには、日頃から地域の方々と協力して防災活動を行うことが

重要です。私たちが出来る防災活動について、自助・共助の観
点からその方法を紹介します。

◆自然災害を知る <地震・風水害>◆減災を意識した防災◆

知識を合わせる防災◆みんなで助け合う防災 <共助>

青年～
成人

ａ690 23分 DVD
助ける　助かる
検証　西日本豪雨

日本では水害が毎年のように起きていますが、今後は
大雨被害が増加していくと懸念されています。
本作品では、まず大雨が発生する原因とどのような危
険を生み災害となっていくかを、過去の豪雨被害の実
態と被災者の声をもとに、イラストやCGを組み合わせ
てわかりやすく解説します。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や、気象庁
などから出される災害情報の内容、いざというときの
身の守り方、日頃準備しておくべきことを紹介してい
ます。
（文部科学省特別選定作品）

青年～
成人

ａ692 25分 DVD

全国共通　防災落語
災害時編
～親子で楽しんで
学ぼう～２

地震や火災、台風、豪雨などの災害が起きたときに取
るべき行動を、シチュエーション別に落語の形式で面
白おかしく紹介しています。
被災時に備えて聞いておきたいタメになる“備え"の落
語で防災知識が楽しく学べる内容です。
【収録内容】
「三助の実践～災害時における自助・共助・公助～」
「本当にこわいもの～火事・雷・台風・雪の基本的な
対策～」
「与太郎の防災グッズ屋～イザというときに役立つ防
災グッズ～」
（特典映像「味噌蔵」（3分43秒）あり）

小学生～
成人

ｅ313 20分 VHS 地震と災害

平成10年に改訂された学習指導要領に対応する理科
（第２分野）「自然と人間」及び「火山と地震」の学
習に活用するビデオ教材。主な内容：地域の自然災害
を知る、地震はなぜ起こる、地震と揺れ、津波の発生
の仕組みと災害、火山の仕組みと災害

小学生
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ｅ473 20分 VHS
地震に対する
心がまえ

「学校にいるときに大きな地震が起こったら」をリア
ルに描き、そのときにその場所で適切な避難行動を
とった場合とそうでない場合を比較する実験映像を交
えながら、防災訓練の大切さを伝えます。また、その
ときに教師がどういう指導で子どもを安全に導くかと
いう対処の仕方もよくわかるように表現しています。

小学生

ｅ500 25分 DVD 大地震に備える

地震の揺れを感じたときや、緊急地震速報が流れた時
にどのように行動すればいいのか。中学生リポーター
が専門家を訪ねて、地震防災のことを紹介します。ま
た、地域の人たちと共同で防災訓練を行っている学校
の事例も紹介します。

中学生

ｅ520 26分 DVD
放射性物質の光と影
人体の影響は？
生活の影響は？

東日本大震災による福島第一原発の事故以来、「放射
能」や「放射線」による汚染など生活の問題となって
います。事故が起きるまで「放射能」と「放射線」の
ことをよく知らなかったという人がほとんどです。放
射能や放射線に関する正しい知識を身につけ、噂や風
評に流されない的確な判断力を養い、状況に応じて対
処することが必要です。

小学生～
成人

ｈ2 30分 VHS 東京壊滅
大正12年9月1日の関東大震災、火災の記録。当時の
記録写真等をもとに地震のおそろしさ、その対策の重
要性を訴える。

成人

ｈ293 26分 DVD
三重県ニュース
特報
伊勢湾台風

当時放送された4つのニュースを1枚のDVDにまとめま
した。 「三重県ニュース特報伊勢湾台風第１報台風１
５号三重県に空前の猛威昭和34年9月26日」 「三重県
ニュース特報伊勢湾台風第2報救援続く被災地」 「三
重県ニュース特報伊勢湾台風第3報立ち上がる被災
地」 「三重県映画復興すすむ県土」 手動操作が必要と
なります。

小学生～
成人
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防災作品（アニメ）

番号 時間 メディア タイトル 内容 対象

ｄ30 23分 VHS 負けへんで！

1995年1月17日・・・。6300人もの尊い命を奪っていった、あ
の阪神大震災。西宮市立樋ノ口小学校6年3組も、かけがえの

ないクラスメートを失いました。学級通信「ばこちん」に残され
た、亡くなったクラスメートの最後の作文。そしてどうすることも

できない深い悲しみの中、「ばこちん」を書くことで、少しずつ癒
され、快復してゆく生徒たち。命って何だろう？にんげんって何

だろう？地震から卒業までを描く、6年3組「心」の記録。

小学生

ｄ96 16分 VHS 稲村の火

昔の国定教科書・小学国語読本に取り上げられた同題
名の文章を映像化。地震によって、津波の襲来を予知
した庄屋五兵衛は、刈り取ったばかりの稲の束に火を
付けて、村人たちに急を知らせ、多くの人々の生命を
救う。小泉八雲・中井常蔵作

小学生

ｄ110 16分 VHS 染井家の火の用心

防火は日頃の注意が大切です。「防火のてびき」でお
なじみの染井家の面々が日常生活を舞台に防火のポイ
ントを解説。わかりやすく親しみやすく、学習できま
す。覚えたその日から実行できることばかり。

幼児～
小学生

ｄ113 76分 VHS 地球が動いた日
阪神・淡路大震災のなかから明日を見つめて成長する
子どもたちの感動の物語。文部省選定。

小学生

ｄ120 17分 VHS こぎつねの消防隊

子ぎつねたちの住む峠が、たばこのポイ捨てが原因で火

事になってしまいます。これをきっかけに子ぎつねたち

は消防隊員となり、消防署にいたずら電話をしている子

どもを見つけて注意をしたり、火災現場で違法駐車に阻
まれながらも間一髪の人命救助に成功したりと大活躍し

ます。

幼児～

小学生

ｄ163 18分 DVD アニメ・ハチ公物語

生まれてまもなく田舎から東京の上野先生の家にやっ
てきた犬のハチ公は、優しい先生とその家族に可愛が
られて毎日楽しく暮らしていました。そんなハチ公の
日課は、毎朝駅まで先生を送っていき、夕方再び駅ま
で先生を迎えに行くこと。どんな時でも送り迎えを欠
かさないハチ公でしたが、ある大雨の日、どんなに
待っても先生は帰ってこず…。心と心のふれあいを感
じる感動の物語。また、物語の中でハチ公が防火の大
切さを教えてくれます。

小学生

ｄ174 14分 DVD

あっ地震だ　津波
は？
じぶんの命は
じぶんでまもる

地震・津波はいつ、どこで発生するかわかりません。
子どもたちは地震が起きた時どのように身を守るか、
どのように避難するかを自分で判断し行動する大切さ
を知っている必要があります。幼稚園や学校、外出し
ているときなど様々な場面で地震・津波にあったらど
のような行動をとればよいかをわかりやすく紹介して
います。

幼児～
小学生
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番号 時間 メディア タイトル 内容 対象

d185 13分 DVD
あさりちゃんと学ぶ
地震への備え

小学生のあさりちゃんが学校で地震と防災のプリント
をもらったことから、家族で地震対策について話し合
います。だれでもできる有効な防災対策をわかりやす
く説明しています。

小学生

d191 15分 DVD

ズッコケ三人組の
ぼうさい教室
地しんから身を守ろうの

巻

児童書やアニメ番組で人気の「ズッコケ三人組」の
キャラクター,わんぱくなハチベイ、理論派のハカセ、
のんびり屋のモーちゃんと共に、「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内
容です。

幼児～
小学生

d196 14分 DVD
ハローキティと
まなぼう！
ぼうさいくんれん

ハローキティと仲間たちが登場する、幼児・小学生
（低学年）向けの防災アニメーション教材です。キ
ティとミミィが、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、避難の仕方などをわかりや
すく描いていきます。学校、通学路、家の中、海の近
くで地震が起きたときに、どのように命を守る行動を
とればよいか、キティたちと一緒に学ぶことができる
教材です。

幼児～
小学生

e530 57分 DVD
災害ケーススタディ
とっさの判断！
君ならどうする？

災害は時を選ばず発生します。被害を最小限に食い止
めるためには、子どもたち自身が自ら当事者として自
覚的に行動し、避難行動を進めることが大切です。こ
の作品はアニメに実際の災害の映像を交えて具体的な
災害（地震・津波・雷・竜巻・雪害・火山の噴火）の
ケースを多数取り上げ、その時どう行動するかを考え
させる内容となっています。

幼児～
小学生
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