
映像の
時間

作成年

DVD １１分

ｚ 7 不明

DVD １７分

ｚ 8 不明

DVD １７分

ｚ 9 不明

DVD １８分

ｚ 10 不明

DVD ２４分

ｚ 13 不明

アニメ 阪神・淡路大震災
僕は、あの日を忘れない。
ーいまできること、すぐできるこ
と、地震の備えー

アニメーション

阪神・淡路大震災を教訓に、地震防災への
関心と習慣が育つように分かりやすく被災
体験談や家具固定方法、非常用品、身の守
り方をアニメで教えてくれる。

アニメ

ハチ公物語 アニメーション

たばこのポイ捨て。その1本が平和な家庭
を一夜にして不幸にしてしまう。こんな事
態を起こさないために、日頃の防火訓練が
役立つことをハチ公が教えてくれる。

アニメ
ニャン太のおたんじょう日は火事さ
わぎ

アニメーション

お誕生日にドーナツを揚げていた
ニャン太は、ポン助の電話にあわて
て飛び出していった。

アニメ

こぎつねの消防隊 アニメーション
いたずらな３匹のこぎつねが火の
恐ろしさを子どもたちに教える。

貸し出しDVD等一覧（アニメーション）

ｼﾞｬﾝﾙ

タイトル 媒体 形態 映像の内容
番号

アニメ

ぼくは子象の消防隊 アニメーション

子象のポンプ君を中心に森の動物
たちが力をあわせて町や村や山の
火事を防ぐ。



貸し出しDVD等一覧（アニメーション）

映像の
時間

作成年

DVD １５分

ｚ 14
２００６
年

DVD ２０分

ｚ 15 ２０１１年

DVD 21分

ｚ 16

DVD 15分

ｚ 17

DVD 15分

ｚ 18
2009
年

DVD 12分

ｚ 19

DVD １０分

ｚ 20 2010年

DVD １０分

ｚ 21 2012年

DVD 10分

ｚ 22 2013年

DVD 12分

ｚ 23 2012年

DVD 14分

ｚ 24 2012年

DVD 14分

ｚ 25 2012年

DVD １４分

ｚ 26 2016年

アニメ
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

アニメーション

ズッコケ三人組のキャラクターと共に、
「地震が起きたときの命を守る行動」
などの、基本的な防災知識と防災行動
を身につけていく教材。

アニメ （小学校中・高学年向け）
ぼくはすぐに逃げたんだ
東日本大震災から学んだこと

アニメーション

釜石市の小学生が津波避難の三原則
を守ってどのように避難したかを詳細
とともに、地震が起こった時の身の守
り方、津波のメカニズムや特徴をおり
まぜて描く。

アニメ あ、地震だ
津波は？
じぶんの命は自分でまもる

アニメーション

サルの兄妹を主人公に、様々な場面で
大津波が発生したら、どのような行動
をとればいいか、災害から生きぬく力
を具体的に描く。

アニメ
桃太郎の火あそびやめよう！
火の用心

アニメーション

　桃太郎と花火やライターなどの
火遊びの怖さ、煙の怖さ、火災が起
きた場合はどうすればよいかを学
ぶ

アニメ
じしんがきたらどうする！
むしむし村の防災訓練

アニメーション
昆虫キャラクターたちが、教室での防
災訓練を体験しながら、地震が起こっ
たときの行動の仕方を学ぶ

アニメ

あさりちゃんの火の用心 アニメーション

ライターなどによる火遊びの怖さ、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
訴える。

アニメ

あさりちゃんと学ぶ地震への備え アニメーション

・机の下に隠れる、家具を固定してお
く、非常食、保存水、懐中電灯などの準
備など、地震への備えを項目ごとにわ
かりやすく説明。

アニメ
マジカルプータの火あそびはあぶ
ないよ

アニメーション

　火遊びに夢中のキョウタが愛犬
プータやその仲間たちと一緒に、火遊
びが危険なことや火災時の対等につ
いて学んでいく。

アニメ

孫悟空の火の用心 アニメーション

孫悟空とその仲間たちが登場する幼
児向けの火災予防アニメ。火遊びの怖
さ、煙の危険性や花火をするときなど
の注意点など、クイズを交えながら勉
強する。

アニメ

稲むらの火 アニメーション
「稲むらの火」をアニメーションにし
て収録。

アニメ
サル太郎
地震には負けないぞ！
～地震への備え大作戦～

アニメーション

　動物たちを主人公にして、「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、歌などを交えながら、
子ども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る内容。

アニメ
じしんだ！！ミーちゃんのぼうさ
いくんれん

アニメーション

主人公の大樹とミーちゃんが、”にゃん
にゃん地震防災ランド”で地震がきたと
き、どう行動するべきかを学んでいく
ストーリー。

アニメ
防災ナマズンの地震はかならず
やってくる

アニメーション

防災ナマズンが地震の知識や備えに
ついて教えてくれる、また兄妹で、実
際の地震の際にはどう行動するかを
学ぶ。

ｼﾞｬﾝﾙ

タイトル 媒体 形態 映像の内容
番号



貸し出しDVD等一覧（アニメーション）

映像の
時間

作成年

DVD １６分

ｚ 27 2012年

DVD １０分

ｚ 28 2012年

DVD １４分

ｚ 29 2019年

アニメ

ハローキティとまなぼう！
ぼうさいくんれん

アニメーション

子供たちに大人気のハローキティと仲
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と
通して、地震が起きた時の行動や避難
の仕方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
地震が起きた時に、どのように命を守
る行動をとればよいか、子供たちがキ
ティたちと一緒に学ぶことができま
す。

アニメ

ナンデくんと学ぶ
　地震と津波を知ろう
～じぶんの命を守るために～

アニメーション

地震と津波のメカニズムや、緊急地震
速報の仕組み、地震・津波が起きた時
の行動の仕方を、CG映像等を用いて、
小学生の「ナンデくん」と一緒に学び、
解説していきます。どんな状況で地震
が起きても命が助かるよう、子供たち
にしっかり理解させることを狙いとし
ています。

アニメ

うしわかまるのじしんとかじから自
分をまもる！

アニメーション

タイムスリップして、現代に来た牛若丸
は、消防士やカラス天狗に教えられな
がら、地震の時どうすればよいのか、
学んでゆきます。また津波や、火事の
時の身の守り方も学びます。牛若丸と
共に、視聴者の子供たちも、防災の知
識が身につく内容です。

ｼﾞｬﾝﾙ

タイトル 媒体 形態 映像の内容
番号


