
DVD・VHS 

 

 

「＊」印は、官公庁、企業等から寄贈された教材です。                             ( )は購入年度、[ ]は制作または公開年です。 

「＋」印は、岡山市、岡山県等が制作した郷土教材です。                            VHS とシリーズは色を変えています。 

防 災 教 育 
VHS    

V680 火山災害を知る (H4) 20 中・高・一般 

V732 火事にそなえて (H5) 18 小(中･高) 

V733 地震にそなえて (H5) 19 小(中･高) 

V798 怪獣ドンちゃんの火の用心 (アニメ)(H5) 18 幼･小(低) 

*V847 雲仙普賢岳平成噴火 (H5) 

- 防災への道 - 

25 小(高)･中 

*V868 安心への物語(ストーリー) (H6) 

- 国家石油備蓄の安全防災体制 - 

14 小(高)･中 

*V875 あなたの住んでいる町は安全ですか 

- 洪水氾濫危険区域とは - (H6) 

16 小(高)･中 

+V935 いざというときのために (H9) 

- 私たちのまちは私たちで守ろう ｰ 

12 小(中)・一般 

*V945 基礎よし! 壁よし! 土台よし! (H9) 

自分でやろう わが家の耐震診断 

- 木造一戸建住宅編 - 

22 中･高･一般 

*V976 ベッキーとフィットのエルピー大冒険  27 小(高)･中 

 - LPガスの正しい使い方と安全器具 -  [H11](H11)  

V1039 トントン・ユウユウの火の用心 (H6) 10 幼･小(低) 

V1101 どうぶつ村の地震用心、火の用心 

 (アニメ)(H7) 

16 保･幼･小(低) 

V1102 僕はあの日を忘れない (アニメ)(H7) 24 小 

 - いまできること、すぐできること - （阪神淡路大震災）  

V1108 実践・地震防災手帳 (H7) 

- 釧路沖地震の教訓が語る - 

25 小･中･一般 

 V1257 忍たま乱太郎の地震用心火の用心 

(アニメ)(H9) 

11 保･幼･小(低) 

V1274 阪神大震災に学ぼう マリーの防災教室 

 (H9) 

18 小･中･一般 

 小学生の生活安全シリーズ (H9)   

V1280 地震と安全 - 阪神大震災に学ぶ - 15 小 

V1281 火災と安全 15 小 

V1282 水の事故と安全 15 小 

V1300 負けへんで! 6年 3組の阪神大震災 

 (アニメ)(H9) 

23 小・中 

 V1508 地球が動いた日 (阪神・淡路大震災) 

(アニメ)(H13) 

76 小(高)･中・一般 

 V1614 まさかの時!! (H16) 

自分のちからで生きのびられるように 

36 小・中 

 V1627 大地震の恐怖 残された教訓 [H16](H17) 

- 助け合いの輪が防災の力へ - 

26 小(高)･中･一般 

 V1654 地震に対する心がまえ  [H18](H18) 20 小 

 V1679 じしんだ! ミーちゃんのぼうさいくんれん 

  (アニメ)［H18］(H19) 

12 小(中・高) 

 V1689 カルガモ親子の火の用心 

 (アニメ)［H17］(H19) 

13 幼・小(低) 

DVD    

 20世紀日本大災害の記録 (全 2巻) [H13](H16)  

 D57 地震・噴火編 122 小･中･一般 

 D58 台風･異常気象編 136 小･中･一般 

 D246 サル太郎 地震には負けないぞ! 15 幼・小(低) 

 - 地震への備え大作戦 -  (アニメ)[H21](H21)  

 D247 地震への備えが命を守る [H21](H21) 

 緊急地震速報の音声が流れたら… 

21 小 

 D274 危険な場所から逃げろ! [H21](H21) 19 小・保護者 

 - 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 - 

 D286 火災! 逃げ遅れを防げ! 

増加している高齢者住宅火災 

[H21](H22) 

21 一般 

 D287 がんばってます! 自主防災 

 地域の力で減災 [H22](H22) 

25 一般 

 D315 稲むらの火 (アニメ)[H元](H23) 19 小・中 

 D327 もし今、地震が起きたら 

～ 命を守る備えと退避行動 ～ 

[H23](H23) 

19 一般 

 D328 3.11東日本大震災から学ぶ 

津波・命を守る心構え [H23](H23) 

20 一般 

 D329 失われたいのちへ誓う [H23](H23) 

東日本大震災が教えたこと 

20 一般 

 D396 あっ 地震だ 津波は? [H24](H24) 

じぶんの命はじぶんでまもる 

14 幼・小(低) 

 「釜石の奇跡」に学ぶ防災教育ＤＶＤ [H24](H24)  

 D397 第 1巻 命を守る!避難の 3 原則 

 教員・教諭編 

69 教員・教諭 

 D398 第 2巻 命を守る!避難の 3 原則 

 小学生編 

31 小(中・高) 

 D399 第 3巻 命を守る!避難の 3 原則 

 中学生編 

29 中 

 D400 第 4巻 命を守る!避難の 3 原則 

 家庭教育編 

29 保護者 

 D492 生きる行動 生きる備え  

東日本大震災の教訓 [H24](H27) 

22 中・高 

 D514 親子で一緒に防災計画 防災訓練 

[H26](H27) 

24 小・保護者 

 D515 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 [H26](H27) 

26 指導者・保護者 

（幼・保） 

 D516 水害発生 その時!! 

～ 命を守る日頃の備え ～ [H18](H27) 

22 一般 

*D542 レポート №1 

希望の牧場 ～ ふくしま ～ [H28](H28) 

18 一般 

*D543 東北被災地巡り №2 

浪江町 帰還困難区域 [H28](H28) 

19 一般 

*D544 東北被災地巡り №3 

大槌町 [H28](H28) 

18 一般 

*D545 東北被災地巡り №4 

釜石市浜根海岸 民宿宝来館・女将 

岩崎昭子さんの体験談 [H28](H28) 

52 一般 

*D546 東北被災地巡り №5 

陸前高田市 [H28](H28) 

27 

 

一般 

D548 ボクはすぐに逃げたんだ 東日本大震災か

ら学んだこと (アニメ)(H28) 

14 小（中・高） 

D549 あさりちゃんと学ぶ 地震への備え 

 (アニメ)(H28) 

10 幼・小 

D558 避難所の開設・運営 

 その時、皆さんの力が必要です (H28) 

17 一般 

D559 

 

D560 

災害ケーススタディ 

 とっさの判断! 君ならどうする? (H28) 

気象災害から身を守ろう! 

84 

 

19 

小 

 

小(中・高) 

  台風・大雨・落雷・土砂災害・竜巻 (H28)   

D561 気象災害と避難方法 20 中・高 

  台風・豪雨・土砂災害・落雷・竜巻 (H28)   

D562 女性の力を防災の力へ 21 一般 

  女性消防隊の活躍 (H28)   

D580 被災地からのメッセージ 命をつなぐ絆の力 

[H28](H29) 

25 一般 

D591 ズッコケ三人組のぼうさい教室 14 幼・小 

 地しんから身を守ろうの巻 (アニメ)［H28］(H29)  

D606 地域が主役 避難所の開設と運営のしかた 

［H29］(H30) 

24 一般 

D607 忍者玉丸の火の用心 (アニメ)［H29］(H30) 13 幼･小(低) 

    

 


