
時限

時間 9:30 9:45

9/30

月

10/1

火

2

水

3

木

4

金

時限

時間 9:30

10/7

月

8

火

9

水

10

木

11

金

大野　郁英 岸田　和明

（凸版印刷株式会社） （慶応義塾大学文学部教授）

峯尾　俊

（東京工業学術国際情報センター情報支援部門大学教授）
（社）ビジネス機械・情報シス

テム産業協会 （富士フイルム(株)）

デジタルアーカイブ メタデータ論

評価選別論④

神奈川県立公文書館

神奈川県立公文書館

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ情報の原本性確保、カラー画像 e-文書法､電磁的記録 媒体変換と保存性

山口　雅浩 井上紀雄

評価選別論①諸外国の取組 評価選別論②国の取組 評価選別論③神奈川県の取組

中島　康比古 中島　康比古 薄井　達雄

（国立公文書館公文書専門官） （国立公文書館公文書専門官） （神奈川県立公文書館）

近代法史とアーカイブズ 情報科学総論

浅古　弘 杉本　重雄

（早稲田大学大学院法務研究科教授） （筑波大学大学院図書館情報メディア研究科教授）

4 5

11:00 11:15 12:45 14:00 15:30 15:45 17:15 17:30

前期第2週

1 2 3

（出版文化社アーカイブ研究所所長） （国立公文書館公文書専門官）

歴史資料論 個別課題研究演習①

19:00

大石　学 高山正也、大濱徹也、後藤仁

（東京学芸大学教授）

アーカイブズ学教育の現状

学習院大学大学院アーカイブズ学専攻

記録管理論 諸外国の公文書館

小谷允志 小原　由美子

公文書管理特論① 公文書管理特論② 地方公文書館の事例研究、討論①

木藤　茂 松岡　資明 荒木　清二

（獨協大学法学部准教授） （日本経済新聞社） （広島県立文書館主任研究員）

事務連絡

記録管理と公文書館 公文書管理法

高山　正也 野口　貴公美

（国立公文書館フェロー）

11:00 11:15 12:45 14:00 15:30 15:45

（中央大学法学部教授）

平成２５年度アーカイブズ研修Ⅲ（公文書管理研修Ⅲ）日程
前期第1週

1 2 3 4 5

17:15 17:30 19:00

[資料３－７７]
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時限

時間 9:30

11/11

月

12

火

13

水

14

木

15

金

11/18

～11/22

後期第2週

個別課題研究演習③（論文研究及び指導）

（国立公文書館公文書専門官一同）

情報公開法と個人情報保護② 個別課題研究演習②

事務連絡堀部　政男 高山正也、大濱徹也、後藤仁

（一橋大学名誉教授）

牧原　出 三輪　眞木子 大賀妙子

（東京大学先端科学技術研究センター教授） （放送大学ICT活用・遠隔教育センター教授） (国立公文書館統括公文書専門官)

（原後綜合法律事務所） （群馬県立文書館） (国立公文書館統括公文書専門官)

オーラルヒストリー 情報検索技術 資料整理論（後半）

情報公開法と個人情報保護① 地方公文書館の事例研究、討論② 資料整理論（前半）

三宅　弘 小髙　哲茂 大賀妙子

記録管理史 資料情報サービス

太田　富康

（埼玉県立文書館） 埼玉県立文書館

青木　睦 青木　睦 花谷　敦子 (国立公文書館業務課
修復係、保存係）（国文学研究資料館准教授） （国文学研究資料館准教授） (紙資料修復工房)

15:45 17:15 17:30 19:00

史料保存一般、災害対策 有害生物対策 予防的保存（前半） 予防的保存（後半）

1 2 3 4 5

11:00 11:15 12:45 14:00 15:30

後期第1週

－ 365 －



講師等名 所属・役職

公文書館論 記録管理と公文書館 高山正也 国立公文書館フェロー

諸外国の公文書館 小原由美子 国立公文書館公文書専門官

公文書管理法 野口貴公美 中央大学法学部教授

公文書管理特論① 木藤　茂 獨協大学法学部准教授

公文書管理特論② 松岡　資明 日本経済新聞社

アーカイブズ学教育の現状
学習院大学大学院
アーカイブズ学専攻

－

公文書資料論 記録管理論 小谷允志 株式会社出版文化社アーカイブ研究所所長

オーラルヒストリー 牧原　出 東京大学先端科学技術研究センター教授

歴史資料論 大石　学 東京学芸大学教授

近代法史とアーカイブズ 浅古　弘 早稲田大学大学院法務研究科教授

評価･選別論①・② 中島康比古 国立公文書館公文書専門官

評価･選別論③ 薄井　達雄 神奈川県立公文書館

評価･選別論④ 神奈川県立公文書館 －

記録管理史 太田富康 埼玉県立文書館

資料管理論 情報科学総論 杉本重雄 筑波大学大学院図書館情報メディア研究科教授

メタデータ論 岸田和明 慶應義塾大学文学部教授

e-文書法､電磁的記録 井上紀雄 （社）ビジネス機械・情報システム産業協会

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ情報の原本性確保、
カラー画像

山口雅浩 東京工業大学学術国際情報センター情報支援部門教授  

媒体変換と保存性 峯尾　俊 富士フイルム（株）

史料保存一般、
災害対策

青木　睦 国文学研究資料館准教授

予防的保存、修復（前半）花谷敦子 (有)紙資料修復工房

予防的保存、修復（後半）修復室・保存係 国立公文書館

有害生物対策 青木　睦 国文学研究資料館准教授

資料整理論 大賀妙子 国立公文書館統括公文書専門官

デジタルアーカイブ 大野郁英 凸版印刷株式会社

情報公開法と個人情報保護① 三宅　弘 原後綜合法律事務所弁護士

情報公開法と個人情報保護② 堀部政男 一橋大学名誉教授

資料情報サービス 埼玉県立文書館 －

情報検索技術 三輪眞木子 放送大学ICT活用・遠隔教育センター教授

事例研究・討論
地方公文書館の事例研究、
討論①

荒木　清二 広島県立文書館主任研究員

地方公文書館の事例研究、
討論②

小髙　哲茂 群馬県立文書館

修了研究論文 個別課題研究演習① 高山正也・大濱徹也・後藤仁 国立公文書館フェロー、国立公文書館フェロー、神奈川大学名誉教授

個別課題研究演習② 高山正也・大濱徹也・後藤仁 国立公文書館フェロー、国立公文書館フェロー、神奈川大学名誉教授

個別課題研究演習③ 公文書専門官一同 －

平成２５年度アーカイブズ研修Ⅲ（公文書管理研修Ⅲ） 　講師一覧

科目

資料情報
サービス論

－ 366 －



【9機関13名】

【国】　

機関名 受講者数

宮内公文書館 1

防衛研究所戦史研究センター 1

【都道府県】　

機関名 受講者数

静岡県 1

【政令指定都市】

機関名 受講者数

新潟市 1

【市区町村】

機関名 受講者数

長野市公文書館 1

小布施町文書館 1

高松市 1

天草市立天草アーカイブズ 1

【独立行政法人】　

機関名 受講者数

国立公文書館 5

平成25年度アーカイブズ研修Ⅲ

機関別受講者数

－ 367 －



【4機関4名】

【国】　（2機関2名）

機関名 受講者数

外務省 1

防衛省 1

【国立大学法人】　（2機関2名）

機関名 受講者数

筑波技術大学 1

信州大学 1

平成２５年度　公文書管理研修Ⅲ

機関別受講者数

— 368 —




