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

都市災害の恐怖 VHS 熊本大洋デパート・大阪千日デパート等 元年度

          ービル火災編ー （３０分） ビル火災の生の記録

ゆれる大地 VHS 事業所向け。前半は地震の知識編、後半は ２年度 NHK制作

   ー震災から生命を守るためにー （２０分） 職場での地震の心得と行動を具体的に説明

手話通訳付き －防災ー VHS 火災、救急、地震、風水害の４項目について ２年度 岩波ビデオ製作

    ーより安全な暮らしのためにー （６０分） 手話通訳を付けて説明

防火の決めて VHS 実録フイルムで防火について指導 ３年度 (財）市民防災研究所指導

    ー心の用心・火の用心ー （２０分）

高層住宅火災から生命を守る VHS 増える高層住宅で火災が発生した時の安全 ４年度 ㈱記録映画社製作

（１７分） 対策をシミュレーションを使って説明。

外出先で地震にあったら VHS 外出先で地震にあった時の対処の方法を ５年度 (財）消防科学総合センター

（２６分） 具体的に解説。 企画

備えあれば…・ VHS 物語を通じて、家庭における地震対策を ５年度 毎日映画社製作

   ～わが家の地震対策 １・２・３～ （１５分） わかりやすく説明。

地震時のパニック防止対策 VHS パニックが起こった実例をあげ、それから ６年度 (財）消防科学総合センター

         ～パニックから逃れる法～ （２４分） 逃れる方法を紹介。 企画

地震だ！火を消せ！！ VHS 関東大震災の例をあげ、地震から身を守る ６年度 (財）消防科学総合センター

（２５分） 方法を学ぶ  手話付き 企画

～阪神・淡路大震災に学ぶ～ VHS 阪神・淡路大震災の映像や市民の声をまじ ７年度 国土庁防災局企画

地震の備えは大丈夫ですか （２９分） え、地震のメカニズムや対策を解説。

本気で地震対策してますか VHS 阪神・淡路大震災の発生をふまえ、家庭で ７年度 （社）日本広報協会製作

（１５分） 行う地震対策を解説。

ドキュメント・神戸７２時間の記録 VHS 救助活動が最も有効な地震発生後72時間 ７年度 NHK制作

（３０分） の自治体・警察署・消防署の動きを検証

ライフラインと地震火災 VHS 阪神・淡路大震災により水道などのライフラ ７年度 NHK制作

             ～崩壊した市民生活～ （２２分） インが、どう崩壊していったかを検証

家屋倒壊 VHS 家屋が崩壊した原因を分析し、地震に強い ７年度 NHK制作

          ～あなたの家は万全か～ （２３分） 住宅づくりや耐震診断の仕方を紹介

グラッときたら VHS 従来の地震時の行動マニュアルを再検証し ７年度 NHK制作

          ～いのちを守る防災術～ （２１分） 大地震の教訓を生かした防災対策を紹介

こころのケアとボランティア VHS 阪神・淡路大震災からの復興のために ７年度 NHK制作

                 ～避難生活の支援～ （２２分） ボランティアの果たす役割を検証

地震に強い木造住宅の建て方 VHS 新築で木造住宅を建てるときに耐震性を高 ７年度 (財）東京建築防災センター

 （２２分） められるよう基礎知識を紹介  製作

基礎よし！壁よし！土台よし！ VHS 自分たちで、わが家の耐震診断（木造一戸 ７年度 (財）東京建築防災センター

             ～木造一戸建住宅編～ （２２分） 建て）ができるよう具体的に解説 製作

安全のデザイン VHS 阪神淡路大震災の教訓を踏まえ各企業が ７年度 東京都総務局災害対策部

～職場の地震対策～ （１５分） 日頃から行うべき職場での地震対策を紹介 企画

忍たま乱太郎の地震用心 VHS テレビの人気者が登場し火遊びのこわさや ８年度 東映㈱教育ビデオ製作

                          ・火の用心 （１１分） 防災の大切さを楽しく解りやすく描いている  

地震！！ あなたはどうする VHS 学校の児童に対して、災害時に的確な避難 ８年度 新生映画製作

 （２１分） 行動が迅速にとれるよう解りやすく解説  

わがまち新宿 VHS 新宿区の防災対策等を災害備蓄品等の ８年度 毎日映画社製作

～みんなで守ろうわが町わが家～ （３０分） 紹介と区民のわが家の備えをまじえて紹介

応急手当てビデオシリーズ・３ VHS 大災害や事故から尊い人命を守る方法 ８年度 東映㈱教育事業部製作

           ～止血と外傷の手当て～ （１５分） として止血と外傷の手当ての仕方を紹介

宮崎淑子と考える VHS 地震に対する備えを宮崎淑子と共に考え ８年度 ㈱東京法規出版製作

            ～家庭内防災～ （２３分） 家庭内防災をもう一度見直してみましょう

阪神・淡路大震災に学ぶ VHS 建物の状態や家庭内の備え等を点検し、地 ８年度 ㈱東京法規出版製作

             ～わが家の地震対策～ （２０分） 域での自主防災活動へ参加を呼びかける

あなたの家は安全ですか VHS わかりにくい鉄筋コンクリートの建物の ８年度 ㈱東京法規出版製作

～鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造集合住宅の場合～ （２２分） 耐震診断の方法等を紹介

東京大震災・生命の最前線 VHS 災害時の医療救護とトリアージ ９年度 東京都衛生局医療計画部

 （１７分）  製作

頑張れ！みどりママ VHS 旭丘女性防火の会の物語 ９年度 東京消防庁企画

 （２０分）  

これだけは守りたい NO.１ VHS この行動が身を守る！ いざというときの ９年度 ㈱インターコミュニケーション

               ～家庭の地震対策～ （１０分） 「状況別行動」と日常の備えのポイントを紹介 製作
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これだけは守りたい NO.２ VHS この行動が身を守る！ いざというときの ９年度 ㈱インターコミュニケーション

              ～職場の地震対策～ （１０分） 「状況別行動」と日常の備えのポイントを紹介 製作

これだけは守りたい NO.３ VHS この行動が身を守る！ いざというときの ９年度 ㈱インターコミュニケーション

             ～外出先の地震対策～ （１０分） 「状況別行動」と日常の備えのポイントを紹介 製作

地震！！ あなたができること VHS 教育ビデオ ９年度 新生映画製作

地震の備えは大丈夫ですか （２０分） 中・高校生対象（学校での地震等）

１月17日 阪神淡路大震災に学ぶ VHS いまできること、すぐできること。グラッとくる ９年度 ｱﾆﾒｰｼｮﾝ画房製作

     ～僕は、あの日を忘れない～ （２４分） 前に、ポイントチェックの週間づくり！

火災の恐怖から 守れ！老人と子供 VHS 火災で多くの老人、子供の命が奪われて ９年度 共和教育映画社製作

                        ー火災の恐怖ー （１５分） いる。家庭の避難対策はできているか？

震災に備える家族 VHS 震災に備えて、これだけはやっておこう、 ９年度 (財）住宅金融普及協会企画

 （２３分） きめておこう。

東京直下地震 VHS 冬の夕方 M７．２の地震発生「東京直下地 ９年度 東京都企画

 (１８分） 震の被害想定に関する調査」によると…・・

Ｍｒ・ファーストエイド　１ VHS 難しい救命処置を映像とＣＧで判りやすく １０年度 （財）東京救急協会製作

（心肺蘇生法） (２３分） 解説。素朴な疑問にお答えします。

Ｍｒ・ファーストエイド　２ VHS 難しい救命処置を映像とＣＧで判りやすく解説。 （財）東京救急協会製作

（外傷の手当） (２４分） 止血・傷病者管理･外傷の手当・搬送法

ファーストエイドにチャレンジ VHS ５分間の重要性・応急手当心肺蘇生法・止血法の基本 （財）東京救急協会製作

命を救う心肺蘇生法・止血法 (２０分）

応急手当てビデオシリーズ・２ VHS 大災害や事故から尊い人命を守る方法として 東映㈱教育映像部製作

　～人工呼吸と心臓マッサージ～ (１５分） 人工呼吸と心臓マッサージを紹介

アニメ VHS ハチ公が防火に大活躍。皆で力を合わせた 文部省選定共和教育映画社

　ハチ公物語 (１８分） 日ごろの訓練を紹介 製作

マグニチュード　明日への架け橋 VHS 阪神・淡路大震災の教訓を風化させまいと （財）日本防火協会製作

(９０分） 制作された感動の人間ドラマ

未来を担う子供たちに VHS 少しでも多くの人達が防災に対し意識改革が （社）日本青年会議所製作

  あなたは子供達を守ることができますか (24分） 図れるように製作

お年寄り・障害のある人を守る VHS 高齢者や障害のある人、その家族、 東映㈱教育映像部製作

防火・防災対策 (２１分） 地域全体の防災に役立つ情報と心構えを紹介

ちびまる子ちゃんの地震を考える VHS まるちゃんの家の防災を例に、 ㈱教配制作

　～わが家の防災～ (１３分） 地震の備えについてわかりやすく説明

地震・その時どうする！ VHS いろんな場所で地震に遭遇した場合の対処法と 東文製作

地震に対する備えと行動マニュアル (２２分） 大切な日頃の備えを具体的に解説

ホテル旅館・ビルの防災対策 VHS ホテル・旅館等の日ごろからの安全対策、 東映㈱教育映像部製作

(１６分） 避難時の基本方法等を分かりやすく解説

火災・煙・有毒ガス VHS ビル火災等における煙の危険性、 不二映画映学社製作

　検証新宿歌舞伎町ビル火災 (２２分） 一酸化炭素などの有毒ガスから身を守る方法を解説

ほんの少しの勇気 VHS 国土庁が防災とﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ週間に実施した 国土庁企画製作

　～高校生の防災ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ体験～ (２０分） 「高校生ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｽｸｰﾙ」の様子を紹介

20世紀日本の地震災害 VHS 主に20世紀に日本を襲った大地震を振返り、 (財）日本気象協会企画

(４０分） 災害への備え、対処方法を考える。

20世紀日本の気象災害 VHS 気象災害は国民生活に多大な影響を及ぼす。 (財）日本気象協会企画

(５６分） 気象の観点から20世紀の日本を記録した作品

NHKスペシャル VHS 都市型災害で想定される被害をCGで完全 NHK製作

首都激震 (５５分） シミュレーション。直下地震に東京は耐えられるか

あなたは生き残れるか!? VHS 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 ７本(1本は字幕版）

あなたは生き残れるか!?(英語版） VHS 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） VHS 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） VHS 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

日本の地震防災 VHS 活断層と共存するという新しい観点から、活断層の 科学技術庁研究開発局製作

活断層 (２７分） 正しい知識と、活断層調査の重要性などを説明

来るべき巨大地震に備えて！ VHS 地震のメカニズムの紹介と、一般家庭での震災対策を、 豊田市製作

～神戸からのメッセージ～ (２０分） ドラマ仕立てで紹介

日本の地震防災 VHS 過去の被害津波の例、津波の発生と伝播のメカニズム、 科学技術庁研究開発局企画

津　　波 (２９分） 予報体制と防災の説明

◎貸出場所は、新宿区立防災センター（℡5361-2460）です。 　

◎事前に電話で貸出状況等を確認お願いします。
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