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震災に関するあらゆる記録・教訓を、次の世代へ

kn.ndl.go.jp

愛称ひなぎくについて
「Hybrid Infrastructure for National Archive of the Great East 
Japan Earthquake and Innovative Knowledge Utilization」の
頭文字をとり、「ひなぎく」という愛称を付けました。
ひなぎくの花言葉「未来」「希望」「あなたと同じ気持ちです」に、
復興支援という事業の趣旨を込めています。



 
   

ひなぎくとは
東日本大震災に関するあらゆる記録・教訓を次の世代へ
伝え、被災地の復旧・復興事業、今後の防災・減災対策に
役立てられるように、公的機関、民間団体、報道機関等に
よる記録・報告書や大学、学会、研究機関による学術研究の
成果などを一元的に検索できるポータルサイトです。
ひなぎくは、国立国会図書館が収集したコンテンツだけで
なく、47の連携アーカイブに収録されたコンテンツも検索
対象としています（平成30年12月末現在）。また、ひなぎくの
電子書庫に収録したコンテンツを永続的に保存しています。
政府の「復興構想 7 原則」（東日本大震災復興構想会議 
平成 23年5月10日決定）や「東日本大震災からの復興の
基本方針」（東日本大震災復興対策本部平成23年7月29日
決定、8月11日改定）において、東日本大震災の記録・教訓の
収集・保存・公開体制の整備を図り、誰もがアクセス可能な
一元的に活用できる仕組みを構築する必要性が掲げられ
ました。これらを踏まえ、国立国会図書館は、総務省と連携
して、国立国会図書館東日本大震災アーカイブ（ひなぎく）を
開発し、平成 25年3月7日に公開しました。
「「復興・創生期間」における東日本大震災からの復興の
基本方針」（平成28年3月11日閣議決定）では、「３．復興の
姿と震災の記憶・教訓」において、ひなぎくとの連携等を
通じて復興全般にわたる取組の集約・総括を進めると
されているように、ひなぎくは、震災の教訓を次の世代へ
伝えていく上で重要な役割を担っています。

東日本大震災の記録を国全体で
収集・保存・公開するためのポータルサイト

トップページ・簡易検索

内訳は最終ページをご覧ください
※国立国会図書館の5データベースも含みます

検索結果一覧画面

検索結果を、以下の項目から
絞り込むことができます。

資料種別

場所

日付

提供元

言語

利用条件

コンテンツの例
タイトルやアイコン（画像）にリンクがある場合は、コンテンツを閲覧できます。
検索結果一覧画面の「利用条件」で「web 閲覧可」を選択すると、インターネットで閲覧できるコンテンツに絞り込む
ことができます。

証言記録
検索キーワードの例：「証言」「体験談」「インタビュー」「あの日　わたしは」等

フラガールの再出発 
あの日 わたしは

提供元
東日本大震災アーカイブス
（日本放送協会）

昭和19 年東南海地震 体験談　
（宿田曽　川口祐二）

提供元
みえ防災・減災アーカイブ 
（三重県・三重大学 みえ防災・
減災センター）

災害の状況
検索キーワードの例：「航空写真」

仙台空港 （地点情報 : 2360）

提供元
被 災 地 斜め 航 空 写 真
（ 朝日 航 洋）

検索キーワードの例：「帰宅困難者」

都内で帰宅困難者が続出 
新宿駅付近

提供元
3.11 忘れない FNN東日本大
震災アーカイブ
（㈱フジテレビジョン・FNN）

支援活動の記録
検索キーワードの例：「支援活動」「取り組み」「アンケート調査」等

震災における新潟県の取り組み
仮設のトリセツ

提供元
3がつ11にちをわすれないため
にセンター
（せんだいメディアテーク）

浦安市における東日本大震災
時の自治会活動と担い手に関
する研究　
提供元　
浦安震災アーカイブ
（千葉県浦安市）

本文検索
詳細検索画面で本文検索ができます。本文検索できる資料は、震災・
防災関係の論文、自治体パンフレット、1960 ～ 1980年代の都道府県
の消防計画等、約2,000 タイトルです。（平成28年9月末サービス開始）

「この本の本文検索」「この章の本文検索」から、
検索キーワードを含む本文に移動します。



国立国会図書館は、
様々な機関と連携・協力し、
記録の収集・保存・提供を行っています。

連携アーカイブ一覧
地方公共団体
青森震災アーカイブ（青森県八戸市、三沢市、おいらせ町、
階上町）/久慈・野田・普代 震災アーカイブ（岩手県久慈市、
野田村、普代村）/郡山震災アーカイブ（福島県郡山市、富岡町、
双葉町、川内村）/東日本大震災アーカイブ宮城（宮城県及び
宮城県内市町村）/浦安震災アーカイブ（千葉県浦安市）/いわ
て震災津波アーカイブ～希望～（岩手県）/熊本地震デジタル
アーカイブ（熊本県）

図書館
震災文庫（神戸大学附属図書館）/3.11 震災文庫（仙台市民
図書館）/ 震災関連資料コーナー（岩手県立図書館）/ 東日本
大震災福島県復興ライブラリー（福島県立図書館）/市町村史に
記された地震の記録（埼玉県立熊谷図書館）/長岡市災害復興
文庫（長岡市立中央図書館文書資料室）

大学・研究機関
CiNii Articles、JAIRO（国立情報学研究所）/J-STAGE（科学技術
振興機構）/ 日本原子力研究開発機構図書館蔵書 / 立教大学
共生社会研究センター / 日本災害 DIGITAL アーカイブ（ハー
バード大学エドウィン・O・ライシャワー日本研究所）/みちのく
震録伝（東北大学災害科学国際研究所）/東日本大震災の記録 
Remembering 3.11（学校法人東北学院）/土木学会東日本大
震災アーカイブサイト / 農林漁業協同組合の復興への取組み
記録 東日本大震災アーカイブズ（㈱農林中金総合研究所）/防
災科学技術研究所自然災害情報室蔵書目録 / はまどおりのきお
く（いわき明星大学）/みえ防災・減災アーカイブ（三重県・三重
大学 みえ防災・減災センター）/福島原子力事故関連情報アー
カイブ（FNAA）（日本原子力研究開発機構）/放射線医学県民
健康管理センターデジタルアーカイブ（福島県立医科大学放
射線医学県民健康管理センター）

報道機関
NHK東日本大震災アーカイブス（日本放送協会）/3.11 忘れない
FNN東日本大震災アーカイブ（㈱フジテレビジョン・FNN）/
河北新報 震災アーカイブ（㈱河北新報社）

企業・各種団体等
東日本大震災写真保存プロジェクト（ヤフー株式会社）/未来
へのキオク（グーグル株式会社）/ 東日本大震災アーカイブ
Fukushima（東日本大震災アーカイブ福島協議会）/NWEC
災害復興支援女性アーカイブ（国立女性教育会館）/ 赤十字
原子力災害情報センターデジタルアーカイブ（日本赤十字
社）/わかりやすいプロジェクト 国会事故調編 /3がつ11にちを
わすれないためにセンター（せんだいメディアテーク）/防災
専門図書館（全国市有物件災害共済会）蔵書 / 災害・文献
データベース（中越防災安全推進機構）/niconico（株式会社
ドワンゴ）/311ドキュメンタリーフィルム・アーカイブ（山形
国際ドキュメンタリー映画祭）

※連携開始年月日順。
国立国会図書館のデータベースは除いています。

主な収録コンテンツ
国の機関
衆議院・参議院（発災から第 190 回国会までの審議中継動画）
/内閣府、復興庁（政府インターネットテレビの動画）/内閣官房、
厚生労働省、環境省、原子力規制委員会、防衛省（YouTube
公式チャンネル等の動画）/ 国土地理院（被災地空中写真）/
東京電力福島原子力発電所事故調査委員会［国会事故調］
（委員会、記者発表の動画等）/原子力規制委員会（東京電力福
島第一原子力発電所事故情報に係るアーカイブ）

図書館
宮城県東松島市図書館（I C T 地 域 の 絆 保 存 プ ロ ジ ェ ク ト 「 東 日
 本 大 震 災 を 語 り 継 ぐ 」 の証言動画等）/福島県新地町図書館（新地
町図書館及び周辺の被災写真）

研究機関
防 災 科 学 技 術 研 究 所 自 然 災 害 情 報 室（調査報告速報、被災地の
津波碑の写真等）

報道機関
東海新報社（「東海新報」）/日本建設新聞社（「東日本激災復興
新聞」）

企業・各種団体等
朝日航洋株式会社、国際航業株式会社、株式会社パスコ（被災
地航空写真）/東京電力ホールディングス株式会社（福島第一
原子力発電所事故関係動画）/日本財団（写真・動画コンクー
ルの応募作品）/味の素株式会社（「ふれあいの赤いエプロン
プロジェクト」活動記録）/岩手未来機構（被災地でのワーク
ショップの写真等）

平成30年12月末現在
詳しくは「検索対象データベース等一覧」
kn.ndl.go.jp/static/dbをご覧ください。

連携を希望される機関等の方へ
ひなぎくにメタデータをご提供いただくと、そのメタデータ
をひなぎくの一括検索の対象とすることができます。
また、ひなぎくでは、震災の記録を、記録媒体の形式にかかわ
らず収集対象としています。詳しくは下記連絡先までお問い
合わせください。
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