
№ 題                      名 規格（時間） 内                                  容 配備年度 企画・製作

あなたは生き残れるか!? DVD 建物の耐震補強や家具転倒防止の必要性を、 新宿区製作

～新宿を大地震を襲う～ (１８分） 特撮映像やコンピュータグラフィックで説明 ２枚

あなたは生き残れるか!?(英語版） DVD 建物の耐震補強や家具転倒防止の必要性を、 新宿区製作

～新宿を大地震を襲う～ (１８分） 特撮映像やコンピュータグラフィックで説明

あなたは生き残れるか!?(中国語版） DVD 建物の耐震補強や家具転倒防止の必要性を、 新宿区製作

～新宿を大地震を襲う～ (１８分） 特撮映像やコンピュータグラフィックで説明

あなたは生き残れるか!?（韓国語版） DVD 建物の耐震補強や家具転倒防止の必要性を、 新宿区製作

～新宿を大地震を襲う～ (１８分） 特撮映像やコンピュータグラフィックで説明

あなたは生き残れるか!?（字幕版） DVD 建物の耐震補強や家具転倒防止の必要性を、 新宿区製作

～新宿を大地震を襲う～ (１８分） 特撮映像やコンピュータグラフィックで説明 2枚

地震・・・その時その時に備えて CD-ROM 万一被災した場合、どのような行動をとるかのガイドと、 (財）消防科学総合センター

避難編 日本語・英語 地震に関する知識 製作　　２枚

地震・・・その時その時に備えて CD-ROM 万一被災した場合、どのような行動をとるかのガイドと、 (財）消防科学総合センター

地域防災編 日本語・英語 地震に関する知識 製作

地震・・・その時その時に備えて CD-ROM 万一被災した場合、どのような行動をとるかのガイドと、 (財）消防科学総合センター

家庭防災編 日本語・英語 地震に関する知識 製作

日本に住むなら DVD 日本に住む人々が最低限知っておくべき防災知識 （社）土木学会製作

（小学生低学年） (８０分） （津波・地震・台風・豪雨・土砂災害・火山）を紹介

日本に住むなら DVD 日本に住む人々が最低限知っておくべき防災知識 （社）土木学会製作

（小学生高学年） (８０分） （津波・地震・台風・豪雨・土砂災害・火山）を紹介

日本に住むなら DVD 日本に住む人々が最低限知っておくべき防災知識 （社）土木学会製作

（中学・高校・一般） (60～80分） （津波・地震・台風・豪雨・土砂災害・火山）を紹介

幸せを運ぼう DVD 阪神・淡路大震災の記憶と記録を伝えるとともに防災意識を 市民防災研究所製作

（中学・高校・一般） (２４分） 高めてもらうための震災教育ビジュアル教材 ２枚

地震から命を守る DVD 耐震化の必要性・効果 東京都制作

住宅の耐震化 (３５分） 実践・木造住宅編　実践・マンション編 2008年製作

地域で減災！あなたが力　みんなが力 DVD 「減災」の取組や「自助」「共助」の大切さをわかりやすく 東映㈱教育映像部製作

（中学・高校・一般） (２４分） ドラマ仕立てで紹介

風を感じて　四川大地震記録映画 DVD 四川大地震を通して活動した人たちへの取材 （株）順発貿易公司製作

（中学・高校・一般） (２９分）

地震だその時どうする？ DVD 学生向けの防災学習ビデオ (財）消防科学総合センター企画


（中学・高校・一般） (１８分） ２枚（１枚は危機管理課で保管)

東日本大震災の記録 DVD ＴＢＣ東北放送製作

　　　3・11宮城 (１４３分）

平成２３年度帰宅困難者対策訓練記録映像 DVD 平成２４年２月３日、東京駅・新宿駅・池袋駅周辺・臨海部 東京都制作

（３６分） で実施された訓練の記録映像 ２枚　　　　　　2012年製作

被災地から伝えたい DVD 被災地・宮城の"残された教訓″の記録映像。 仙台放送製作

テレビカメラが見た東日本大震災 (１０５分)

津波から生き延びるために DVD 津波についての知識や、避難行動等を学ぶ。 (財）消防科学総合センター

知る・行動する (１５分） 企画　　　２枚

事例に学ぶ危機管理（震災時の業務継続） DVD 市町村業務継続計画（BCP）の必要性を事例を通じて学ぶ。 日本防火・危機管理促進協会

(３５分） 製作

津波からにげる DVD 津波による被害軽減につながることを目的としたもの（小学生向け） 気象庁企画・製作

(１７分） 字幕なし、日本語字幕・英語字幕

まず命を守る備え DVD 集合住宅・マンションならではの防災対策の紹介 （映学社）

集合住宅・マンションの防災対策 （２２分）

ナンデ君と学ぶ　地震と津波を知ろう DVD 地震・津波が起こる理由や、緊急地震速報の仕組み、地震・津波 東映(株)教育映像部

―じぶんの命を守るために― (１６分) が起きた時の行動の仕方を学ぶ。（小学生向け） 　　　　　　　　　2012年製作

避難所の開設・運営 DVD 避難所の役割、開設・運営の流れや パール商事株式会社

その時、皆さんの力が必要です (１７分) 東日本大震災で得られた教訓などを学ぶ。 　　　　　　　　　2014年製作

あさりちゃんと学ぶ DVD 地震への備えを項目ごとに子どもたちにも 株式会社 教配

地震への備え (１０分) わかりやすく説明していきます。（小学生向け） 　　　　　　　　　2010年製作

地震への備えが命を守る DVD 地震への備え、身を守る手段や気を付けるべき点を子どもたちにも 株式会社 映学社

緊急地震速報の音声が流れたら… (２１分) わかりやすく説明しています。（小学生向け）

熊本・大阪北部大地震から学ぶ DVD 大阪北部地震の映像を交えて、地震で揺れている間の行動の仕 株式会社 映学社

グラッときたら、身を守る方法 (２２分) 方などについて解説します。

あなたはそのときどうする？ DVD 過去の水害やシミュレーションドラマの映像を通して、水害や土砂 東京都企画

大雨や台風から命を守る (３８分) 災害について分かりやすく解説します。（中学生・大人向け）

大雨や台風から命を守ろう！ DVD クイズ形式で、水害や土砂災害について分かりやすく解説します。 東京都企画

(２６分) （小学生向け）
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地震・水害から命を守る DVD 家具転倒防止や普段からの近所付き合いの大切さを説くとともに、 東映(株)教育映像部

生き抜くための自助・共助 (２４分) 大雨の際の「警戒レベル」について解説します。

みんなの東京防災ガイド DVD 地震などへの都の対策や、自宅でできる防災対策を説明します。 東京都企画

(２２分) 日本語、英語、中国語（簡体字・繁体字）、韓国語の字幕表示が可能

助ける、助かる DVD 線状降水帯や台風ができるメカニズム、ハザードマップの活用方法、 株式会社 映学社

検証　西日本豪雨 (２２分) 地域での防災対策の重要性について解説します。 　　　　　　　　　2019年製作

迫り来る大地震に備える DVD 地震に備えた安全な部屋の作り方、外出時の安全確認、 東映(株)教育映像部

(２６分) 備蓄品、地震発生時の行動について解説します。 　　　　　　　　　2020年製作

要配慮者の備えと避難行動 DVD 要配慮者 (高齢者、障害者など)や周りの人が 、災害対策を進める 東映(株)教育映像部

(２７分) にあたっての ポイントを 解説します。 (手話通訳・字幕の表示可) 　　　　　　　　　2021年製作

多言語防災ビデオ DVD(3枚組) 地震への対応を多言語で解説します。（日本語、中国語、英語、韓国 仙台国際交流協会

地震！その時どうする？ 語、インドネシア語、台湾語、タガログ語、ネパール語、ベトナム語、

(各言語２０分) ベンガル語、ポルトガル語、モンゴル語　各言語による字幕表示も可） 　　　　　　　　　2013年製作

※88と89は、同一のケースに入っています（2枚組）。　

◎貸出・返却場所は、新宿区立防災センター（℡5361-2460）です。 　
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