整理
番号

時間
対象

タイトル

D0108
（ＤＶＤ）

21分
中学校 地震防災 待ったなし！
防災教育 ～今この備えがあなたを守る～
（地震）

D0144
（ＤＶＤ）

21分
地震への備えが命を守る
中学校
緊急地震速報の音声が流れた
防災教育
（地震） ら･･･

D0191
D0259
（ＤＶＤ）

15分
幼児
小学校 サル太郎 地震には負けないぞ！
防災教育 ～地震への備え大作戦～
（地震）
アニメ

D0192
（ＤＶＤ）

D0256
（ＤＶＤ）

D0257
（ＤＶＤ）

内容
いつどこで大地震が起きても不思議ではないといわれる日本列島。最新の地震
防災情報に基づき、命を守るための備えを示します。

このビデオでは、クイズ形式を取り入れ、「こんなときどうする？｣と場面の随所で
考えさせながら、ストーリーを展開するようにしました。また、最近、注目されてい
る緊急地震速報への対応についてもふれています。あくまでも、子供目線で、地
震にどう備えたらいいのか、考えることを目指しました。
この作品は、分かりやすいアニメーションで幼児期の子供を対象に、地震に対す
る正しい知識や心構えを身につけさせていく目的で制作しました。「地震はこわ
い｣という恐怖心だけを植え付けるだけでなく、子供の大好きな動物たちを主人公
にしながらストーリーを展開し、歌などを交えながら、子供たちが豊かな想像力を
活かして自分の命を守る方法を考えられる教材になっています。

地震が起こったとき，緊急地震速報が流れたときの避難行動を「学校で」「街や家
で」と場面に応じてまとめて紹介しています。 「緊急地震速報が流れたとき」を想
定した避難訓練を実施している学校の取り組みや，避難行動例を紹介していま
す。
2011年3月11日、東日本を襲った地震、津波は多くの尊い命を奪い、人々の日常
を破壊しました。また、その後の放射能汚染は広範囲に及び今なお、人々を大き
な不安に陥れています。甚大な被害をもたらした東日本大震災、この未曾有の事
態に対し、保育園はどのように幼い子どもたちの命を守りぬいたのでしょうか？ま
3.11その時、保育園は
保育園・所
指導者 ～いのちをまもる いのちをつなぐ た、園の防災対策はどうあるべきでしょうか？
本ＤＶＤは震災時の保育現場の対応を検証し、今後の防災対策や保育実践に
ﾄﾞｷｭﾒﾝﾀﾘｰ ～
生かしていただくことを目的に「検証編」を作成しました。さらに、被災した保育園
の方々の貴重な声を「証言編」としてまとめました。全国の各保育現場や保育行
政保育者養成の場等で活用していただければ幸いです。
小学館の学年別学習雑誌で連載中のあさりちゃんが登場！あさりちゃんと一緒
10 分
に防災対策をはじめよう！
幼児
あさりちゃんと学ぶ 地震への備 ●机の下などに隠れる
小学校 え
●家具を固定しておく
防災教育
●非常食・保存水・懐中電灯などの準備
（地震）
●防災マップで危ない場所を確認
アニメ
■厚生労働省社会保障審議会推薦児童 など。地震への備えを項目ごとに子どもたちにもわかりやすく説明していきます。
20分
小学校 地震防災ビデオ
防災教育 大地しんから命を守ろう
（地震）

福祉文化財 推薦

D0258
（ＤＶＤ）

22分
まず逃げろ！高台へ！
一般
巨大津波から命を守る
防災教育
（地震）

■文部科学省選定

D0259
（ＤＶＤ）

22分
防災の備えと意識１０カ条
一般
東日本大震災が残した教訓
防災教育
（地震）

■文部科学省選定

D0260
（ＤＶＤ）

19分
中学校 もし今、地震が起きたら
防災教育 ～命を守る備えと退避行動～
（地震）

２０１１年３月１１日、東日本の太平洋沿岸を襲った巨大津波は、２万人もの死
者・行方不明を出す大惨事を引き起こしました。周囲を海に囲まれ、地下で４つの
プレートがぶつかりあう日本列島は、常に地震と津波の危険にさらされています。
近い将来も東海地震、東南海地震、南海地震というプレート境界型の巨大地震
が発生し、東海から九州にかけての沿岸各地を大津波が襲うと予測されていま
す。しかし、津波の場合は、地震が起きてから津波が到達するまでに、数分から
数十分の時間があるので、適切な避難行動によって、犠牲を減らすことができま
す。一人一人が津波の恐ろしさをよく知り、いざというとき、素早く高いところに逃
げることができるよう備えることが、津波から命を守ることにつながるのです。
本作品では、東日本大震災をもたらした巨大津波のメカニズムとその被害状
況、津波の破壊力の大きさを示す実験、専門家の話を通して、津波の恐ろしさを
示していきます。そして、東日本大震災の教訓をふまえ、津波から命を守るには
どうしたらいいかを、津波対策に取り組む地域の事例をまじえて具体的に紹介
し、津波の恐ろしさと、素早い避難行動の大切さを伝える内容となっています。
2011年3月11日の東日本大震災では、地震と津波の恐ろしさを改めて認識するこ
ととなりました。
４つのプレートに囲まれた日本列島では、どこに住んでいても、地震の危険から
逃れることはできません。海で地震が起きれば、沿岸部では、津波の襲来の恐れ
があります。今、日本では地震の活動期に入っていると言われています。近い将
来、首都直下地震や、東海・東南海・南海地震など巨大地震の危機が高まってい
ます。
地震対策や津波対策で、まず大切なことは自分の命は、自分で守るという「自
助」です。
そこで本企画では、「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。
■伝えられてきた「地震時の心得」を検証する
■場所の危険性を考える
■緊急地震速報を行動に生かすには
■自前の備え
■まとめ

D0261
（ＤＶＤ）

D0262
（ＤＶＤ）

D0263
（ＤＶＤ）

20分
高校
一般
津波・命を守る心構え
防災教育
（地震）

○オープニング ○東日本大震災津波 ○津波で命を落とした人たち
○助かった地域の事例 ○避難三原則 ○津波常襲国・日本
○津波の基礎知識 ○地震があったら高台へ

東日本大震災以降、子どもたちに生き抜く力を育むことは、重要であると叫ばれ
るようになりました。３．１１の大震災が発生した時、岩手県釜石市の学校管理下
ボクは すぐに逃げたんだ 東日本 にあった小中学生約3千人が、防災教育によって災害時に生き抜く力を身につけ
14分
ていたことにより、全員無事に避難することができたからです。その釜石市の防
小学校 大震災から学んだこと
災教育とは、①想定を信じるな、②「ここまで逃げれば大丈夫」ではなく最善を尽く
防災教育
せ、③率先避難者たれ、というもので、2004年から津波防災教育の手引きを作成
（地震）
■２０１２年教育映像祭『文部科学大臣
し、徹底して取り組んできたのです。この作品は、釜石市の小学生たちがこの三
アニメ
賞・最優秀作品賞』受賞
原則を守ってどのように避難したかを詳細に描き、地震が起こったときの身の守
■文部科学省選定
りかたや津波のメカニズムなどもおりまぜて、子どもたちの防災力向上を目的に
■厚生労働省社会保障審議会推薦
制作したものです。
大地震、大津波は、いつ、どこで起こるかわかりません。でも、幼い子どもたちに
10 分
幼児
小学校
防災教育
（地震）
アニメ

は、そのことを伝えて「不安にさせる」のではなく、「行動すること」（どのように身を
守り、どう逃げ切るか）の大切さを教えることが、何よりも重要なのです。 東日本
大震災の際、岩手県釜石市では、津波から率先して逃げた小学生たちは「主体
的に考えること」を実践し、指定避難場所からさらに高台へ逃げ、難を逃れること
ができました。そこでこの作品では、子どもたちが親しみを持ちやすいサルの兄
■２０１２年教育映像祭『優秀作品賞』受 妹を主人公に、幼稚園、学校、自宅、外出先など、様々な場面で大地震や大津波
が発生したら、どのような行動をとればよいか、災害に生き抜く力を具体的に、わ
賞
■文部科学省選定
かりやすく描いています。
あっ地震だ 津波は？
じぶんの命はじぶんでまもる

■厚生労働省社会保障審議会推薦

D0290
D0299
D0300
（ＤＶＤ）

16分
小学校
染井家の火の用心
防災教育
防火のてびき家庭編
（地震）
アニメ

D0316
（DVD)

10分
幼児
小学生
防災教育
（火災）

小学館の学年別学習雑誌で連載中のあさりちゃんが登場！ライターなどによる
火あそびの怖さ、煙の怖さ、そして何よりも、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の心に訴えます。火災が起きた場合の対処についてもわ
■全国消防長会 推薦
■厚生労働省社会保障審議会推薦児童 かり易く描いています。
あさりちゃんの火の用心

福祉文化財 推薦

D324
D325
（DVD)

12分
幼児
じしんがきたらどうする？
小学生
むしむし村の防災訓練
（低学年）
アニメ

D0341
（ＤＶＤ）

21分
小学生
防災教育

D0342
（ＤＶＤ）

D0347
（ＤＶＤ）

PS0058
（紙芝居）

あの「防火のてびき」がアニメになりました。 火災は１件でも少なく！ 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! 身近な防火教育の決定版。

「むしむし村」の昆虫キャラクターたちが、教室で防災訓練を体験しながら、地震
が起こった時の行動の仕方について学びます。海辺の遊園地では、津波が来た
時の非難について学んでいきます。幼児向けの、わかりやく防災について学べる
アニメーションです。

命を守れますか？ 地しんの 小学生に正しい防災知識を身につけさせるために、地震の種類や津波のメカニ
ズムを図解で説明し、緊急地震速報の仕組みや、それを活用した小学校での避
とき つ波のとき
難訓練の様子など、さまざまな場所で地震に遭ったとき、どう行動したら良いかを
■教育映像祭最優秀作品賞
■文部科学大臣賞

幼い命を守れ！
26分
幼児
どう考える「避難の方法」
小学生 幼稚園、保育所の防災対策
指導者 ■文部科学省選定
防災教育 ■2014年教育映像祭優秀作品賞

明示していく。いざというときに自ら適切な判断と行動ができるように、具体的に
解説していく。
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、日常生活のなかで、どのような指導の工夫が必要なの
かを紹介していくものです。
◆建物の中を安全にする／◆地震の揺れに備える／◆地震の後の火災から非
難する／◆津波から非難する／◆次の大地震に備えて

ジパング国のどこかにある戦国小学校に通うのぶなが君、ひでよし君、いえやす
君。学校の友だちに張り合って、３人は火縄銃型ライターをかまえ写真を取りま
のぶながくんの みんなで約束 す。あっぱれな出来の写真に気を良くしたのぶながくんは紙ふぶきをまきちらしま
す。するとロウソクの火が燃え移り、あっという間に炎と煙にまかれてしまいます。
10分
小学生 火の用心
３人はどうなってしまうでしょうか・・・。
防災教育
◆マッチやライターで火遊びをしない／◆花火をする時は大人の人と一緒にする
／◆逃げる時は煙を吸わないようにハンカチなどで鼻と口をふさいで姿勢を低く
する／◆大きな声でまわりの人に知らせる／◆忘れ物があっても絶対に取りに
■推薦 全国消防長会
戻らない／◆もし服に火がついてしまったら、床や地面をゴロゴロころがる
■文部科学省選定
台風近づいてきたので、なおやたちの家族は早めに非難をすることにしました。
12場面
最初はわくわくしていたなおやですが、外は激しい雨と風。妹のぼうしが風に飛ば
３歳～
台風がきたぞ
され、そして、土砂崩れにあって、危機一髪・・・。
防災教育 【大型紙芝居】
（台風）
12場面

PS0059
３歳～
いなむらの火
（紙芝居） 防災教育 【大型紙芝居】

グラグラ―ッ、ゴー・・・。地震にあった浜口儀兵衛が海岸から沖へ目をうつすと、
「あっ！」海の水が沖へ沖へとひいていく。みるみる海岸には砂原が広がり、真っ
黒な岩があらわれてきた。「津波がくる・・・！」実話をもとにした感動の物語。

（地震）
12場面

PS0060
３歳～
あわてない あわてない
（紙芝居） 防災教育 【大型紙芝居】

おひるねの時間です。ゴゴゴゴーッ、だれのいびき？と思ったら、本当の地震で
す！「きゃーっ、こわいーっ」みんなはおおさわぎ。そのとき、メエコ先生が「だい
じょうぶよ！あわてないあわてない」といってくれて・・・。

（地震）

南部広域行政組合視聴覚ライブラリー（℡９９８－８３９０ Fax９９８－９４２０）
八重瀬町東風平965番地（南部総合福祉センター２階）
開館時間 ９：００～４：３０（休館日 土・日・祝祭日）

