
こども向け防災・防JE教育DVDの
決定盤シリーズ
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～じぶんの命をじぶんでまもる～

地震や風水害などの自然災害や事故、犯罪等、身近な危険から身を守る、

こどもの安全教育に最適のDVD教材です。

DVD(上映可)+CD‐ROM(各巻共通)の 2枚組セット 全 5巻
ライブラリー価格 :各巻 50,000円 (税月J)
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tしtのときたできること
ぐらぐらど―ん !

自然災害編①/
地震・津波
NZS-707

還電鷲川   rt■1亀
●オープニング
●もしも劇場:おうちで ぐらぐら
●いえにしヽるときおおきなじしんがおこつたら
じしんがおこるとこうなる〔家助稚園保育園学l~/スーバーマーケット〕
じしんのときにおほえておきたいこと(だんこむしのボーズ

'イ

カアシオカシモ]

●もしも劇場:おそとで ぐらぐら
●そとにしヽるときおおきなじしんがおこつたら
そとではこんなことがおこる[住宅街/地下街/遊園地〕

●どうして じしんが おきるの?
●もしものときのうた「ぐらぐらど一ん 」
●じしんが おさまつた あとは どうする

じしんがおさまつたあとこんなことがおこる[火災/津波′土砂災害]

●もしもの ときの ために
●エンディング

こどもを守るために (監修 国崎信江解説 )

プロフィール 地震による被害を避けるためには
こどもたちを守るために 地震災害への備え
災害時の連絡方法 津波からの避難について
心のケアについて

もしものときのうた
「ぐらぐらど―ん|」 フリレヴァージョン

ぶ―ぶ―きき― !

生活安全編②/
交通安全
NZS‐710

<収録内容>
ぶ―ぶ―きき― !

●オープニング
●もしも劇場|あ ぶない|ぶ―ぶ―
●こうつうルールを しらなかつたら

こんなところで事故はおこる/基本的な交通ルール

●こうつうルールを しらなかつたら 〔自転車同
こんなところで自転車の事故はおこる/基本的な交通ルール

●もしものときのうた「ぶ―ぶ―きき― 」
●もしも濠」場:とつぜん|きき―
●ルールを まもつていても

こんなところで事故はおこる[雨 /夜
]

雨の日や夜 事故にあわないために

●エンデイング

こどもを守るために (監修 国崎信江解説 )

プロフィール 交通事故にあわないためには
こどもが自転車に乗るときには 自転車で事故に
あわないためには こどもがカロ害者となる事故を
防ぐためには

もしものときのうた
「ぶ―ぶ―きき―|」 フルヴアージョン

びゅうびゅうざざ― !

自然災害編②/
風水害・雪害・    |
土砂災害・大山噴火  |
NZS-708                   1

<収録内容>        |
びゅうびゅうざざ―!    下

●オープニング
●もしも劇場:おおあめ ざ―ざ―
●おおあめが ふつて きたら
おおあめがふるとこうなる[大雨/雷 ]

●かみなりのときにやつてましヽけないこと
●もしも濠」場:たいふうびゅうびゅう
●たいふうがちかづいてきたら…
●た_lふうの ときにきをつけること
●もしものときのうた「びゅうびゅうざざ―」
●かざんがふんか したら
●ゆきがふつたら
●エンディング

こどもを守るために (監修 国崎信江解説 )

プロフィール 台風大雨による被害を避けるため
には 避難する時の注意点 雷による被害を避け
るために|ま 火山噴火による被害を避けるために
は 雪による被害を避けるためには

もしものときのうた

めらめらもくもく!

生活安全編①/
火災        |
NZS-709

<収録内容>
めらめらもくもく!

●オープニング
●もしも劇場:そこにも もくもく
●かじの もとは ちかくにある
●もしも濠」場|めらめらたいへん
●かじに なつて しまつたら
かじになつたらおぼえておきたいこと
[ヒヨコあるき/おかしも/119番 ]

●119ばんの かけかた
●もしものときのうた「めらめらもくもく!J

●いろいろなひの けしかた
みずをかけてはダメなもの/消火器/し ろヽしヽろな人の消し方
●エンディング

こどもを守るために (監修 国崎信江解説)

プロフィール 火災を防ぐために|ま こどもの防
火教育について 火災fll発生した場合には 火災
への備え

もしものときのうた
「めらめらもくもく」フルヴアージヨン

こちらの

DVD各巻に

下記資料集 CD‐ ROM
(各巻共通)が付属した

2枚組セット

DVD CD‐ROM
帷 奨動作ヌ読)このCOROMが nヽdtts9811町 MaC OSX]05以降のOSに 対応していま,
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「びゅうびゆうざざ一」フルヴァージョン

 約29分

にこにこがお― !

生活安全編③/
犯罪防止
NZS-711

プ‐
/  ■

靡 ぉ ョ    1‐
111

●オープニング
●もしも劇場:ちかくにがお― |

●みんなの まちに こわいilとが しヽたら
こわいひとはこんなところにいる1外で気をつけること

●わるい ひとよこうして ちかづく
●じぶんを まもる にげかた
あtlてとのきょり

'し
ゃtlんで」― ''ずケ

'ッ

シュl,

ひじまけポンけあおむけタタコネ|
おぼえておきたいこと[ことも110香 /t'か のおすし〕

●もしものときのうた「ここにこがお―!J

●もしも濠」場 いえにも がお― |

●るすばん しているとき わるいひとが
やってきたら

●エンディング

こどもを守るために (監修 国崎信江解説 )

プロフィール 犯罪の被害にあわないためによ
こどもを守るために伝えること巧巳罪者から身を守
るためによ 地域社会での防犯対策 」生犯罪の被害
にあわないためには こどもに留守番をさせない

もしものときのうた
「にこにこがお―」フルヴァージヨン

tしものときたてきること
アニメーションやノ〔ペット劇場、歌などで構

成され、見る、聞く、歌う、探す、まねしてみる

など、こどもが夢中になって体験できる多様

なアプローチで安全について学べます。「も

しも劇場」、「二―ノ島」、「もしも絵本Jの 3

つのコーナーを中心に構成されています。

歌でおぼえる防災・防犯
もしものときのうた フルヴァ…ジョン

防災・防犯にまつわるキーワードや身の守り

方などが盛り込まれた歌詞と音楽で、安全に

ついての知識をいつの間にかおぼえることが

できます。いざというときに思い出せるよう、

何度も繰り返し、楽しく歌つて下さい。

北 辰 映 像 株 式
〒336-0911埼玉県さいたま市緑区三室 2190-2 電話 048-810-52
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家族の情報リスト

家族のスケジユールシート

もしものときの連絡方法リスト

(家庭)(園 学校 )

・もしものときの緊急カード

帰電MAP記 入シート

だんこ虫のポーズの教え方

家庭/園 学校用安全チェックシート

あぶ札 とヽころはどこかな?

「もしも絵本」ワークシート(18場面 )

しヽかあし おかしも しヽかのおすし標語シート

(カラー ぬりえ)

イラスト素材 (30点 )

社
・″

この DVDは 3つの構成になつています。

こどもを守るために
【監修国崎信江解説】

大切なこどもたちを守るために、大人が知って

おくべき防災・防犯の知識について、監修の国

崎信江氏が解説します。この解説をご覧になっ

た上で、おこさまと一緒に「もしものときにで

きること」を見ることで、深い理解が可能です。

資料集 CD‐ROM(各巻共通)諄言鵠罐 毬ぷ
=Lじ

こ野■1ラストデータ集
,卜常用持ち出しリスト

・常備携帯品リスト
<収録内容> 備蓄品リスト

もしものときの緊急連絡先
・避難所リスト

取扱店

3x048-876-29F15


