
防災学習支援教材一覧【ＤＶＤ】

ＮＯ タイトル 企画・制作・著作 時間(分)

1 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 86

2 小学生の安全教育シリーズ　危険から身を守ろう！  大きな地震が起きたとき 東映株式会社　教育映像部 15

3 小学生の安全教育シリーズ　危険から身を守ろう！　近所にある危ない場所 東映株式会社　教育映像部 12

4 検証巨大地震　活断層のメカニズム 株式会社　映学社 20

5 災害時の食支援　東日本大震災からの学び 岩波映像株式会社 102

6 親子で一緒に防災計画　防災訓練 株式会社　映学社 24

7 幼い命を守れ！どう教える「避難の方法」　幼稚園、保育園の防災対策 株式会社　映学社 26

8 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

9 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　映像事業部 17

10 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

11 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

12 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

13 生きる行動　生きる備え　東日本大震災の教訓 株式会社　映学社 22

14 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 東映株式会社　教育映像部 18

15 地域で減災！あなたが力　みんなが力 東映株式会社　教育映像部 24

16 がんばってます！自主防災　地域の力で減災 株式会社　映学社 25

17 温暖化時代の豪雨災害　その時あなたは身を守れるか？ 有限会社　鹿児島文化企画 20

18 水害発生　その時！！　～命を守る日頃の備え～ 東映株式会社　教育映像部 22

19 地震防災　待ったなし！ 東映株式会社　教育映像部 22

20 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 105

21 20世紀　日本の地震災害 財団法人　日本気象協会 40

22 津波から生き延びるために　知る・行動する 財団法人　消防科学総合センター 15

23 自分の命は自分で守る　－津波災害への備え－ 内閣府 96

24 家族は今どこに？ 「ICRC」及び各国赤十字・赤新同社の世界的ネットワーク 18

25 消えた家族：沈黙ののちに 「ICRC」及び各国赤十字・赤新同社の世界的ネットワーク 14

26 事例に学ぶ危機管理　震災時の業務継続　～市区町村業務継続計画(ＢＣＰ)の必要性～ 財団法人　日本防火・危機管理促進協会 35

27 Ｆｉｒｅ　Ｖｏｌｕｎｔｅｅｒ　熱き想い　熱き心を！ 財団法人　消防科学総合センター 30

28 街を守る　安心をつくる　Ｗｅ　ａｒｅ　ＦＩＲＥ　ＶＯＬＵＮＴＥＥＲ 財団法人　消防科学総合センター 29

29 あなたの想いで守れる街がある。あなたの想いで救える命がある。あなたの想いで深まる絆がある。財団法人　消防科学総合センター 15

30 あなたは大丈夫？いきいき消防団　健康の秘訣！ 財団法人　日本消防協会 21

31 少年消防クラブ　実技指導マニュアル　～Ｂｏｙｓ＆Ｇｉｒｌｓ　Ｆｉｒｅ　Ｃｌｕｂ～
財団法人　日本防火協会
財団法人　日本消防協会

61

32 平成２３年紀伊半島大水害の記録　未来へつなぐ教訓 和歌山県 60

33 阪神・淡路大震災　創造的復興１０年の歩み　～共に生きる社会をめざして～ 財団法人　阪神・淡路大震災復興基金 37

34 阪神・淡路大震災における運輸関係者の行動記録(１６枚組) 公益財団法人　関西交通経済研究センター 3024

35 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 158

36 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 126

37 第２巻　東日本大震災　～宮城県石巻市災害記録～ 宮城県石巻市 25

滋賀県防災危機管理局



ＮＯ タイトル 企画・制作・著作 時間(分)

38 ２０１１　３月１１日　東日本大震災　岩手の記録 岩手朝日テレビ 120

39 住家の被害認定調査〈水害による被害〉【木造・プレハブ】 内閣府 20

40 ガイドライン工法による　瓦屋根　耐震実験 愛知県陶器瓦工業組合 17

41 今すぐできる！家庭防災　－家具等の転倒防止対策－　ふせごう 財団法人　消防科学総合センター 21

42 地震だ！その時どうする？自分を守り、みんなで助け合おう。 財団法人　消防科学総合センター 18

43 もしものときにできること　　びゅうびゅう　ざざー！ 国崎信江　(危機管理教育研究所) 29

44 もしものときにできること　　ぐらぐら　どーん！ 国崎信江　(危機管理教育研究所) 32

45 ＤＩＧ訓練の進め方　　ＤＩＧ研修時パワーポイントデータ 日本防災士会　滋賀県支部 81

46 実践的防災教育総合支援事業　　防災教育授業事例集 滋賀県教育委員会 26

47 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 18

48 知っておこう！煙の怖さと避難のポイント！ 一般社団法人日本照明工業会 14

49 地震・・・・・・その時に備えて　　その時・その後どうするのか編　※CD-ROM 財団法人　消防科学総合センター -

50 地震・・・・・・その時に備えて　　地域防災編　※CD-ROM 財団法人　消防科学総合センター -

51 地震・・・・・・その時に備えて　　Ｂｅ　Ｐｒｅｐａｒｅｄ　Ｆｏｒ　Ｅａｒｔｈｑｕａｋｅｓ　※CD-ROM 財団法人　消防科学総合センター -

52 地震・・・・・・その時に備えて　　津波対策編　※CD-ROM 財団法人　消防科学総合センター -

53 津波から命を守るために 気象庁 17

54 熊本地震を学び次の災害に備える 熊本県 24

55 女性パワーが活きる地域防災(ぼうさいこくたい2019) 公益財団法人　日本消防協会　ほか 90

56
南海トラフ地震～時間差で起こりうる次の地震への備え～
(このＤＶＤは日本語、英語、スペイン語、中国語、韓国語版があります)

内閣府(防災担当) 各10

57 あさりちゃんと学ぶ　地震への備え 株式会社　教配 10

58 桃太郎の火あそびやめよう！火の用心 株式会社　教配 10

59 のぶながくんのみんなで約束　火の用心 株式会社　教配 10

60



別紙

防災学習支援教材一覧【防災紙芝居、防災アニメ、防災カルタ】

教材名 数量 内容 保管場所 備考

防災紙芝居（小）（Ａ３サイ
ズ）

４セット

下記物品が１セットとなります。
・防災紙芝居（小）①～④
　「グラグラじしんだ！」
　「あめかぜザーザー」
・紙芝居舞台（小）①～④
・台本読み上げデータＣＤ－Ｒ①～④
・スクリーン上映用データＣＤ－Ｒ①～④

①消防学校
②危機管理セン
ター１階書庫
③危機管理セン
ター４F防災倉庫
④危機管理セン
ター４F防災倉庫

・箱のサイズ…縦１３ｃｍ×横４９ｃｍ×高さ４０ｃｍ
・全体重量…４．０ｋｇ
・中には、紙芝居舞台や紙芝居（２種類）などが入っています。

防災紙芝居　大（Ａ２サイ
ズ）

１セット

下記物品が１セットとなります。
・防災紙芝居　「グラグラじしんだ！」
・防災紙芝居　「あめかぜザーザー」
・紙芝居舞台
・台本読み上げデータＣＤ－Ｒ
・スクリーン上映用データＣＤ－Ｒ

①消防学校

・箱のサイズ…縦１８ｃｍ×横７０ｃｍ×高さ６０ｃｍ
・箱の重量…６．０ｋｇ
・紙芝居の重量…５．５ｋｇ
・紙芝居（２種類）は、箱とは別に専用袋に入っています。
・底部に転倒防止ストッパーがついています。

防災アニメＣＤ－Ｒ ５枚
下記データが保存されたＣＤ－Ｒ①～⑤
・防災アニメ「グラグラじしんだ！」
・防災アニメ「あめかぜザーザー」

危機管理センター1
階書庫

アニメは各話１分です。

老上学区防災カルタ １セット
内容
・老上学区防災カルタしおり
・「あ」～「ん」の読み札と絵札

危機管理センター４
F防災倉庫

老上学区まちづくり協議会

1 もしももしものもしもんが、きた！
危機管理センター1
階書庫

童心社

1 れんしゅうしてて　よかったね
危機管理センター1
階書庫

童心社

1 にげてにげて　つなみがくるよ！
危機管理センター1
階書庫

童心社

1 「おかしも」は　かじのおやくそく
危機管理センター1
階書庫

童心社

1 にんじゃせんせい　いざまる
危機管理センター1
階書庫

童心社

1 だいじ　だいじ
危機管理センター1
階書庫

童心社

いのちをまもる紙しばい 1 あわてない　あわてない
危機管理センター1
階書庫

童心社

もしもにそなえる防災かみし
ばい

1 台風がきたぞ
危機管理センター1
階書庫

童心社

滋賀県防災危機管理局

もしもにそなえる防災かみし
ばい


