
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

保険衛生災害防止&防災関係（P1～P6） 

保険衛生災害防止&防災関係 



災害防止・防犯　教材(全館）

　　　　　　教　　材　　名 対　　　象 時間 　所有館 購入年度 種　類

1 見知らぬ人のさそい 小学生～一般 20 本　　　館  昭和50年度 フィルム

2 ＵＦＯ国の交通安全 幼児～小学生 14 水　沢本館  昭和52年度 フィルム

3 自転車交通法規 小学生～一般 24 江　刺分館  昭和54年度 フィルム

4 火事と子馬 幼児～小学生 22 江　刺分館  昭和55年度 フィルム

5 交通安全だよ　ドラえもん 幼児～小学生 16 江　刺分館  昭和56年度 フィルム

6 なくそうぼくらの交通事故 小学生 19 水　沢本館  昭和60年度 フィルム

7 自転車事故は防げる 小学生～一般 19 千　厩分館  昭和61年度 フィルム

8 自転車事故は防げる 小学生～一般 19 水　沢本館  昭和62年度 フィルム

9 マサオ君の交通事故 小学生 21 水　沢本館 平成1年度 フィルム

10 キョンシー・キョン太の交通安全 幼児～小学生 15 千　厩分館 平成1年度 フィルム

11 ドナルドダックの消防夫 幼児～小学生 8 千　厩分館 平成1年度 フィルム

12 メイプルタウンの交通安全 幼児～小学生 14 江　刺分館 平成2年度 フィルム

13 大地震が学校をおそった 小学生～一般 20 水　沢本館 平成2年度 フィルム

14 小学生の交通事故 小学生 23 水　沢本館 平成2年度 フィルム

15 安全な自転車通学のために 中学生 19 水　沢本館 平成4年度 フィルム

16 少年アシベ　ゴマちゃんの交通安全 幼児～小学生 15 千　厩分館 平成4年度 フィルム

17 ミラクル太郎の自転車安全教室 小学生 20 千　厩分館 平成4年度 フィルム

18 怪獣ドンちゃんの火の用心 幼児～小学生 18 一　関分館 平成5年度 フィルム

19 消え去らぬ傷あと　火の海・大阪 小学生～一般 20 水　沢本館 平成5年度 フィルム

20 ゴマちゃんの大ピンチ 幼児～小学生 29 水　沢本館 平成6年度 フィルム

21 コボちゃんの交通安全 幼児～小学生 14 江　刺分館 平成6年度 フィルム

22 自転車の安全ウォッチング 小学生 20 水　沢本館 平成6年度 フィルム

23 ぼくのじしんえにっき 小学生 23 水　沢本館 平成6年度 フィルム

24 ついていってはダメ！ 小学生～一般 15 水　沢本館 平成6年度 フィルム

25 歩行者と交通安全 小学生 19 千　厩分館 平成6年度 フィルム

26 危険を読む自転車の乗り方 小学生～一般 18 水　沢本館 平成6年度 ビデオ

27 マクリーの交通安全 幼児～小学生 15 江　刺分館 平成7年度 フィルム
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28 忍たま乱太郎の地震用心火の用心 幼児～小学生 11 江　刺分館 平成8年度 フィルム

29 忍たま乱太郎の地震用心火の用心 幼児～小学生 11 千　厩分館 平成8年度 ビデオ

30 忍たま乱太郎の交通安全 幼児～小学生 15 水　沢本館 平成9年度 ビデオ

31 ちびまる子ちゃんの交通安全 小学生 13 千　厩分館 平成9年度 ビデオ

32 阪神・淡路大震災に学ぶ　地震の知識と対策 一般 23 水　沢本館 平成9年度 フィルム

33 ちびまる子ちゃんの交通安全 幼児～小学生 13 水　沢本館  平成10年度 フィルム

34 少年犯罪を考える 中学生～一般 20 水　沢本館  平成10年度 ビデオ

35 自転車の交通法規と安全な乗り方 中学生～一般 20 水　沢本館  平成10年度 ビデオ

36 ちびまる子ちゃん　地震を考える 小学生 13 水　沢本館  平成10年度 ビデオ

37 僕はあの日を忘れない 小学生～一般 24 江　刺分館  平成10年度 ビデオ

38 地震!　あなたができること 中学生～一般 21 千　厩分館  平成10年度 ビデオ

39 ルールマンの交通安全 幼児～小学生 15 水　沢本館  平成11年度 ビデオ

40 ちびまる子ちゃん　こんな乗り方あぶないよ 小学生 13 水　沢本館  平成11年度 ビデオ

41 あっ地震だ!おちついて、あわてない! 幼児～小学生 12 水　沢本館  平成11年度 ビデオ

42 グラッときたら　いのちを守る防災術 小学生～一般 20 水　沢本館  平成11年度 ビデオ

43 チビラの自転車安全教室 幼児～小学生 16 一　関分館  平成11年度 ビデオ

44 ねらわれる子どもたち 小学生～一般 21 一　関分館  平成11年度 ビデオ

45 赤ずきんちゃんちゃんとチェック 小学生～一般 13 江　刺分館  平成11年度 ビデオ

46 地震！パニックを避けるために 一般 23 一　関分館  平成12年度 フィルム

47 ひろし君と学ぶ安全な自転車の乗り方 小学生 22 水　沢本館  平成12年度 ビデオ

48 命を守る安全ドライビング 一般 24 水　沢本館  平成12年度 ビデオ

49 だるまちゃんの交通安全 幼児～小学生 15 一　関分館  平成13年度 フィルム

50 ちびまる子ちゃんの火の用心 幼児～小学生 14 水　沢本館  平成13年度 ビデオ

51 はれときどきぶたの交通安全 幼児～小学生 15 水　沢本館  平成13年度 ビデオ

52 はれときどきぶたの地震用心日記 幼児～小学生 11 水　沢本館  平成13年度 ビデオ

53 ニャンダーかめんの誘拐防止 幼児～小学生 11 水　沢本館  平成13年度 ビデオ

54 ズッコケ三人組自転車の安全教室 小学生 20 水　沢本館  平成13年度 ビデオ

55 半七捕物帳異聞　お年寄りの交通安全 高齢者 25 水　沢本館  平成13年度 ビデオ
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56 ロロとモモのじしんとかじのおはなし 幼児 18 一　関分館  平成13年度 ビデオ

57 こうつうあんぜんってな～に? 幼児～小学生 12 江　刺分館  平成13年度 ビデオ

58 孫悟空の交通安全 幼児～小学生 15 千　厩分館  平成13年度 ビデオ

59 みーちゃんとゆうすけの交通安全 幼児～小学生 15 水　沢本館  平成14年度 ビデオ

60 とっとこハム太郎　防火訓練 幼児～小学生 13 一　関分館  平成15年度 フィルム

61 とっとこハム太郎　交通ルール 幼児～小学生 14 水　沢本館  平成15年度 フィルム

62 キョロちゃんの交通安全 幼児～小学生 15 水　沢本館  平成15年度 ビデオ

63 キョロちゃんの地震用心火の用心 幼児～小学生 11 水　沢本館  平成15年度 ビデオ

64 金太郎の交通安全 幼児～小学生 13 水　沢本館  平成15年度 ビデオ

65 かげろうお銀のお年寄りの交通安全 高齢者 29 水　沢本館  平成15年度 ビデオ

66 お母さん、泣かないで 小学生～一般 17 江　刺分館  平成15年度 ビデオ

67 しつけで守る幼児のいのち 一般 21 千　厩分館  平成15年度 ビデオ

68 とっとこハム太郎のとっとこ大事だ!　防災訓練 幼児～小学生 13 千　厩分館  平成15年度 ビデオ

69 こんな時どうする?危険から身を守る 幼児～小学生 19 水　沢本館  平成16年度 ビデオ

70 雪ダルマンの冬道交通安全 幼児～小学生 15 水　沢本館  平成16年度 ビデオ

71 地震防災　待ったなし! 中学生～一般 21 水　沢本館  平成16年度 ビデオ

72 雪ダルマンの冬道交通安全 幼児～小学生 15 水　沢本館  平成16年度 ビデオ

73 地震防災　待ったなし! 中学生～一般 21 水　沢本館  平成16年度 ビデオ

74 孫悟空の交通ルール 幼児～小学生 13 水　沢本館  平成17年度 ビデオ

75 アザラシ・タマちゃんの火の用心 幼児～小学生 11 水　沢本館  平成17年度 ビデオ

76 自てん車安全大作戦 小学生 23 水　沢本館  平成17年度 ビデオ

77 大地震の恐怖　残された教訓 一般 26 水　沢本館  平成17年度 ビデオ

78 じしんだ！！ミーちゃんのぼうさいくんれん 幼児～小学生 12 江　刺分館  平成18年度 フィルム

79 どうぶつ村のワールドカップ 幼児 11 水　沢本館  平成18年度 ビデオ

80 あっ!　危ない　きみならどうする 小学生 27 水　沢本館  平成18年度 ＤＶＤ

81 架空請求のワナ 中学生～一般 19 江　刺分館  平成18年度 ＤＶＤ

82 子どもの連れ去り被害防止　地域で考える防犯 一般 22 千　厩分館  平成18年度 ＤＶＤ

83 ネット社会の道しるべ 中学生～一般 25 江　刺分館  平成19年度 ＤＶＤ
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84 ケータイ社会の落とし穴 中学生～一般 25 千　厩分館  平成19年度 ＤＶＤ

85 ブログ社会の落とし穴 中学生～一般 25 水　沢本館  平成19年度 ＤＶＤ

86 思わぬ火もと高齢社会　増え続けている電気火災 一般（高齢者） 20 千 厩分館  平成20年度 ビデオ

87 できたかな？　あんぜんかくにん 幼児～小学生 13 千　厩分館  平成20年度 ＤＶＤ

88 ゆうかい・いたずらされないために 小学生～一般 13 江　刺分館  平成20年度 ＤＶＤ

89 ケンタとニャンタのクルマ大好き！ 幼児～小学生 15 一　関分館  平成21年度 ＤＶＤ

90 ぼくは子象の消防隊 幼児～小学生 17 水　沢本館  平成21年度 ＤＶＤ

91 がんばれ！子象の交通安全パトロール隊 幼児～小学生 17 水　沢本館  平成21年度 ＤＶＤ

92 地震への備えが命を守る 小学生～一般 21 江　刺分館  平成21年度 ＤＶＤ

93 地震に備えて、今やるべきこと 一般 23 一　関分館  平成21年度 ＤＶＤ

94 はじめにおぼえる交通安全 幼児～小学生 12 水　沢本館  平成21年度 フィルム

96 サル太郎　地震には負けないぞ 幼児～小学生 15 一　関分館  平成22年度 ＤＶＤ

97 まめうしくんの交通安全　宝さがしの旅だっし 幼児～小学生 12 江　刺分館  平成22年度 ＤＶＤ

98 小学生の自転車の安全な乗り方 小 学 生 ～ 一 般 16 江　刺分館  平成22年度 ＤＶＤ

99 地震防災　大地しんから命を守ろう 小 学 生 ～ 一 般 20 千　厩分館  平成22年度 ＤＶＤ

100 平成若者仕事図鑑　救急救命士 小 学 生 ～ 一 般 24 水　沢本館  平成22年度 ＤＶＤ

101 平成若者仕事図鑑　消防官 小 学 生 ～ 一 般 24 一　関分館  平成22年度 ＤＶＤ

102 平成若者仕事図鑑　気象予報士 小 学 生 ～ 一 般 24 江　刺分館  平成22年度 ＤＶＤ

103 平成若者仕事図鑑　航空整備士 小 学 生 ～ 一 般 24 千　厩分館  平成22年度 ＤＶＤ

104 ケータイトラブル 中 学 生 ～ 一 般 25 一　関分館  平成22年度 ＤＶＤ

105 知っておきたい　子どもの安全と応急処置 一般 33 千　厩分館  平成22年度 ＤＶＤ

106 アラジンと魔法のランプの交通安全 幼 児 ～ 小 学 生 15 水　沢本館  平成23年度 ＤＶＤ

107 我が家の交通安全　暗やみは危険がいっぱい 小 学 生 ～ 一 般 15 江　刺分館  平成23年度 ＤＶＤ

108 あっ危ない！必ず止まってみぎひだり 小 学 生 ～ 一 般 16 千　厩分館  平成23年度 ＤＶＤ

109 名探偵コナン　防犯ガイド 小 学 生 ～ 一 般 26 水　沢本館  平成23年度 ＤＶＤ

110 ストップ！　自転車の危険運転 中 学 生 ～ 一 般 20 水　沢本館  平成23年度 ＤＶＤ

111 ３.１１東日本大震災から学ぶ　もし今、地震が起きたら 中 学 生 ～ 一 般 19 水　沢本館  平成23年度 ＤＶＤ

112 熱中症から子どもを守れ！救命救急センターからの報告 一般 20 一　関分館  平成23年度 ＤＶＤ
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113 むしむし村の交通安全 幼児～小学生 12 千  厩分館  平成24年度 ＤＶＤ

114 小学生のための自転車教室 小学生～一般 17 千　厩分館  平成24年度 ＤＶＤ

115
忘れないで五つのポイント
自転車の交通ルールとマナー

小学生～一般 18 江　刺分館  平成24年度 ＤＶＤ

116
ボクはすぐに逃げたんだ
東日本大震災から学んだこと

小学生～一般 14 水　沢本館  平成24年度 ＤＶＤ

117 ３.１１東日本大震災から学ぶ　津波・命を守る心構え 中学生～一般 20 水　沢本館  平成24年度 ＤＶＤ

118 阿藤快のあっ、と撃退！悪質商法 一般 22 水　沢本館  平成24年度 ＤＶＤ

119 放射性物質の光と影 一般 26 一　関分館  平成24年度 ＤＶＤ

120 むしむし村の防災訓練 幼 児 ～ 小 学 生 12 江　刺分館  平成25年度 ＤＶＤ

121 はなかっぱの交通安全 幼 児 ～ 小 学 生 13 千　厩分館  平成25年度 ＤＶＤ

122 小学生のためのケータイ・ネット教室 小 学 生 ～ 一 般 30 千　厩分館  平成25年度 ＤＶＤ

123 どう守る？ 自分の命 東日本大震災から教えられたこと 小 学 生 ～ 一 般 22 一　関分館  平成25年度 ＤＶＤ

124 放射線の正しい理解 小 学 生 ～ 一 般 18 江　刺分館  平成25年度 ＤＶＤ

125 生きる行動　生きる備え 中 学 生 ～ 一 般 18 千　厩分館  平成25年度 ＤＶＤ

126 ヒロシマの記憶 一般 35 千　厩分館  平成25年度 ＤＶＤ

127 赤ずきんちゃんと学ぼう　交通ル－ル 幼 児 ～ 小 学 生 14 水沢本館  平成26年度 ＤＶＤ

128 町内新撰組　おたすけ組めざし隊の交通安全 幼 児 ～ 小 学 生 13 一関分館  平成26年度 ＤＶＤ

129 ズッコケ三人組の火あそび防止大作戦 幼 児 ～ 小 学 生 11 江刺分館  平成26年度 ＤＶＤ

130 命を守れますか？　地しんのとき、つ波のとき 幼 児 ～ 小 学 生 21 千厩分館  平成26年度 ＤＶＤ

131 クイズ！危険をさがせ　道路を歩くとき 小 学 生 ～ 一 般 15 水沢本館  平成26年度 ＤＶＤ

132 クイズ！危険をさがせ　自転車に乗るとき 小 学 生 ～ 一 般 15 一関分館  平成26年度 ＤＶＤ

133
あぶないめにあったときは？
身を守れる力を身につけよう

小 学 生 ～ 一 般 20 江刺分館  平成26年度 ＤＶＤ

134 地震・津波から生き延びる 小 学 生 ～ 一 般 16 水沢本館  平成26年度 ＤＶＤ

135 中学生も消費者です 中 学 生 ～ 一 般 16 江刺分館  平成26年度 ＤＶＤ

136 人生をダメにしないで！　違法ドラッグの危険性 中 学 生 ～ 一 般 19 千厩分館  平成26年度 ＤＶＤ

137
ねらわれています！　あなたも
多発する振り込め詐欺

中 学 生 ～ 一 般 22 水沢本館  平成26年度 ＤＶＤ

138 火災から命を守る８つのポイント 中 学 生 ～ 一 般 19 一関分館  平成26年度 ＤＶＤ

139 オトナのための自転車教室 中 学 生 ～ 一 般 16 千厩分館  平成26年度 ＤＶＤ

140
おじいちゃんが残してくれたもの
燃えても燃えない？　燃えにくい

中 学 生 ～ 一 般 10 水沢本館  平成26年度 ＤＶＤ

141 ズッコケ三人組のこうつうあんぜん 小学生～一般 12 水　沢本館  平成27年度 アニメ
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142 危険から身を守ろう！ 近所にある危ない場所 小学生～一般 12 江　刺分館  平成27年度 実録

143 危険から身を守ろう！パソコンやスマホを使うとき 小学生～一般 16 千　厩分館  平成27年度 実録

144 そのクリックは危険です！ 中学生～一般 19 一　関分館  平成27年度 実録

145
ドライブレコーダーは見た！
あなたの乗り方大丈夫！？

中学生～一般 16 江　刺分館  平成27年度 実録

146 深刻化する気象災害 中学生～一般 25 江　刺分館  平成27年度 実録

147 幼い命を守れ！ どう教える「避難の方法」 幼・保育関係 26 千　厩分館  平成27年度 実録

148 林家たい平の高齢ドライバーの交通安全 一般～高齢者 21 水　沢本館  平成27年度 実録

6


	目次
	災害防止・防犯



