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タイトル 著者 出版社 時間 あらすじ

D-1 地震に備えて我が家の危機管理 第1巻　日頃の対象と心構え
早稲田大学教授

　　　　濱田　政則
株式会社　教配 １５分

・建物の崩壊と家具の転倒防止
・脱出経路の確保
・二次災害を防ぐ　　　　　　　　　など

D-2 水害発生その時!!　～命を守る日頃の備え～ 東映（株）教育映像部 東映（株）教育映像部 ２２分 　命や財産を水害から守るためにはどうすれば良いのか。洪水ハザードマップ
などを参考に自分の土地の地勢を知る。

D-3 温暖化時代の豪雨災害 （有）鹿児島文化企画 南日本テレビ映画社 ２０分 　経験したことのない集中豪雨がいつ来てもおかしくない、危険な時代になっ
た。都市化の進行が著しい現代の都市型災害への対策。

D-4 地域で減災！あなたが力、みんなが力 東映（株）教育映像部 東映（株）教育映像部 ２４分 　自分の身は自分で守る「自助」、地域の力で命を守る「共助」。着実に広が
りつつある減災の輪。その様子を紹介

D-5 地震だ！　その時どうする？　自分を守り、みんなで助け合
おう

消防科学総合センター
（株）日本廣告社
（株）テレパック

１８分 自分の身の守り方、地域の助け合い

D-6 ふせごう―家具等の転倒防止対策 消防科学総合センター （株）電通 ２１分 家具の転倒防止対策

D-7 災害とこころのケア～こころの傷に負けないために 日本医師会
ＮＨＫエディケーショナ

ル
６７分 災害時の心のケアについて

D-8 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）教育映像部 東映（株）教育映像部 １８分 地震のメカニズム、被災者の体験談からの教訓

D-9 もし今、地震が起きたら ―命を守る備えを退避行動― 東映（株）教育映像部 東映（株）教育映像部 １９分 いま求められる地震時の心得、地震への備え

D-10 3.11東日本大震災から学ぶ　津波・命を守る心構え 東映（株）教育映像部 東映（株）教育映像部 ２０分

　津波という自然災害から命を守っていくためにはどのような意識を持ち、ど
のような行動をすべきか。小中学生600人が津波から逃げ切った「釜石の奇跡」
はなぜ起こったか。

D-11 未来への教科書 伝えることつながること 復興支援メディア隊 復興支援メディア隊 １１５分 　東日本大震災の被災者、地域のキーパーソンの言葉を届ける。被災者自らが
カメラを手に持ち「被災地での日常」を記録。

D-12 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　解説編

帝京大学医学部救命救急
センター教授
　坂本哲也

（株）映学社 ２３分 中学生・高校生（教職員・保護者）向け
心肺蘇生法とAEDの使用法を解説

D-13 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　練習編

帝京大学医学部救命救急
センター教授
　坂本哲也

（株）映学社 ４５分 中学生・高校生（教職員・保護者）向け
心肺蘇生法とAEDの使用法を解説

D-14 じじんがきたらどうする？
　　　　　　　　　　むしむし村の防災訓練

東映（株）教育映像部 東映（株）教育映像部 １２分 　幼児・小学生（低学年）向けの防災アニメ。地震が起きた時の行動や避難の
仕方をわかりやすく解説

D-15 地震・津波から生き延びる ―正しい知識と行動― 東映（株）教育映像部 東映（株）教育映像部 １６分 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。
中学生向けに解説

D-16 東日本大震災津波映像　忘れてはならない、あの日 テクニカルスタッフ テクニカルスタッフ ３５分 東日本大震災の津波映像

D-17 東日本大震災～宮城県石巻市災害記録～　1巻 宮城県石巻市 石巻日日新聞 ３２分 石巻地区の被害状況、巨大津波のメカニズム

D-18 東日本大震災～宮城県石巻市災害記録～　2巻 宮城県石巻市 石巻日日新聞 ２５分 雄勝・牡鹿地区の被害状況
　　　　　避難所・ボランティア・ライフライン等

D-19 東日本大震災～宮城県石巻市災害記録～　3巻 宮城県石巻市 石巻日日新聞 ２８分 河北・河南・桃生・北上地区の被害状況
　　　　　仮設住宅、文化財、学校等

D-20 練馬区防災普及啓発映像（地震発生の仕組み、過去の地震災
害）

練馬区危機管理室 パール商事（株） ４分 地震発生の仕組みと過去の地震災害映像

D-21 練馬区防災普及啓発映像（過去に発生した災害の教訓） 練馬区危機管理室 パール商事（株） ５分 過去に発生した地震の被災者の生の声を収録

D-22 練馬区防災普及啓発映像（避難が必要なとき） 練馬区危機管理室 パール商事（株） ５分 避難が必要な時と避難拠点の役割を紹介

D-23 練馬区防災普及啓発映像（日頃の備え） 練馬区危機管理室 パール商事（株） ３分 耐震補強や家具転倒防止の必要性を紹介

D-24 練馬区防災普及啓発映像（水害等） 練馬区危機管理室 パール商事（株） ３分 水害対策について紹介

D-25 練馬区防災普及啓発映像 練馬区危機管理室 パール商事（株） １９分 地震発生の仕組みから水災害までを一つに集約

D-26 山古志村のマリと三匹の子犬 大野　一興 アミューズソフトエンタ
テイメント

４５分 ２００４年１０月２３日、新潟県を襲った中越地震。この日生まれた３匹の子
犬を守り、傷ついた主人を勇気づけたマリの話。

D-27 地域発防災ラジオドラin山古志2009
山古志竹沢地区（地震編）

NIED防災科学技術研究所 NIED防災科学技術研究所 ６２分 第１話：災害直後の安否確認と救出救命活動
第２話：被害状況の共有化と支所への報告、避難体制の整備

D-28 地域発防災ラジオドラin山古志2010
山古志梶金地区（地震編）

NIED防災科学技術研究所 NIED防災科学技術研究所 ２９分 第１話：発生直後の集落での安否確認１
第２話：発生直後の集落での安否確認２

D-29 地震から身を守る ＲＫＢ毎日放送 ３７分

D-30 災害伝言ダイヤル１７１ ＫｉｒａＫｉｒａ ＫｉｒａＫｉｒａ



D-31 地震列島 脚本：新藤兼人 東宝株式会社 126分 過密都市・東京を直下型大地震が襲ったら？地球物理学・耐震工学・火山学に
基づく緻密な考証によるパニック・スペクタクル巨編

D-32 あさりちゃんと学ぶ　地震への備え 株式会社　教配 株式会社　教配 10分 あさりちゃんと一緒に地震への備えを学びます

D-33 サル太郎　地震には負けないぞ！
　　　　　　　　　～地震への備え大作戦～

映学社 映学社 15分 サル太郎と一緒に地震への備えを学びます

D-34 見のがさないで！積乱雲が近づくサイン
　　　　　急な大雨・雷・竜巻から身を守ろう！

気象庁 （株）文化工房 18分 急な大雨などからの身の守り方を学びます

D-35 災害に強いまち練馬を目指して
　　　　　　　　～区民防災組織の活動紹介～

練馬区危機管理室 練馬区危機管理室 16分 自助・共助・公助の３つの柱と区民防災組織の活動紹介

D-36 幸せ運ぼう～阪神・淡路大震災から学ぶ～ 幸せ運ぼう制作委員会 幸せ運ぼう制作委員会 小学校高学年向け、防災啓発

D-37 まず命を守る備え　集合住宅・マンションの防災対策 中林　一樹　監修
映学社

映学社 22分 集合住宅向けの防災対策を紹介

D-38 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 中林　一樹　監修
映学社

映学社 21分 小学生向けのDVD。地震から如何に身を守るのか。

D-39 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

原本　憲子　監修
映学社

映学社 26分 幼稚園指導者・保護者向けの防災教育指導DVD

D-40 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 株式会社　映学社
リバティアニメーション

スタジオ
14分 幼児・小学生向け（アニメ）

D-41 熊本地震から学ぶ　こんな対策があなたを救う 東映（株）教育映像部 東映（株）教育映像部 26分 想定外の揺れ・安否確認・避難生活の質・具体的な備蓄品・揺れに対する備え

D-42 多言語防災ビデオ　　地震！その時どうするか？　第２版 仙台国際交流協会 仙台国際交流協会 16分 日本語はじめ中国語、英語、タガログ語など多言語による地震への備えや対応

D-43 熊本地震・連続震度７　　内陸の浅い地震の怖さ 平田　直 株式会社　映学社 23分 文部科学省選定　防災教育（一般向け）

D-44 相次いで大きなゆれが！　熊本じしんの特ちょうを知っておこう 平田　直 株式会社　映学社 19分 文部科学省選定　防災教育（小学校高学年向け）

D-45 あなたはその時どうする？大雨や台風から命を守る 東京大学生産技術研究所
加藤孝明

東京都総務局 78分 中学生以上（大人向け）39分、小学生（子供向け）39分

D-46 国民保護図上訓練　～準備から実践・評価まで～ 日本防火・危機管理促進
協会

株式会社アイネット 防災運営関係者、避難拠点運営関係者向け
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