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1 R3 長 宮田　有香
美術館における機関アーカイブズに関する考察
—独立行政法人国立美術館を例に—

2 R3 長 森山　佳志枝 公益財団法人国際文化会館 公益財団法人国際文化会館のアーカイブ構築における現状と課題

3 R3 長 山本　宗由 長久手市役所
地域の劇場における舞台芸術アーカイブズの構築
――長久手市文化の家を事例として

4 R3 長 神崎　信子 お茶の水女子大学大学院
第二次世界大戦期における企業の記録管理
―三井本社調査部を事例として―

5 R3 長 須田　華那 お茶の水女子大学大学院 江戸町奉行所年番方の史料分析—旧幕引継書を対象に—

6 R3 長 田部井　涼生 お茶の水女子大学大学院
山口県文書館所蔵村上家文書の階層構造分析
-中世文書の目録編成の検討-

7 R3 長 羽鳥　真由 お茶の水女子大学大学院
テオドール・デュレ（1838-1927）の和本コレクション
に関するアーカイブズ学的考察

8 R3 長 横手　夢奈 お茶の水女子大学大学院 総理府オスマン文書館における史料管理とその変遷

9 R3 長 新井　翠 明治大学大学院 武蔵国川越高沢町井上家文書の階層構造分析

10 R3 長 角田　くるみ 明治大学大学院 寺院史料の目録と課題―三峯神社史料を例に―

11 R3 長 日比野　洋文 同朋大学
寺院所蔵史料の恒久的保存に向けた研究機関の役割の検討
-同朋大学仏教文化研究所と真宗大谷派寺院を事例として-

12 R3 長 津久井　美花子 駒澤大学大学院
東京市域拡張における文書引継の検討
－昭和７年の江戸川区設置を事例に－

13 R3 長 安本　翔音 中央大学大学院 丹波国山国地域宮春日神社文書の目録編成

14 R3 長 栗原　隼人 中央大学大学院 戦国大名大内氏発給文書のアーカイブズ学的研究

15 R3 長 重石　琴音 中央大学大学院 大学吹奏楽部におけるアーカイブズ管理の現状と実践

16 R3 長 石川　茉奈 中央大学大学院 資料ネットと学生の活動に関する一考察

17 R3 長 本村　将之 中央大学大学院 文書館・博物館の機能を併せ持つ複合館について

18 R3 長 淺香　綾斗 中央大学大学院 「岩倉具視関係文書」における編成記述の現状と考察

19 R3 長 川嶋　孝幸 中央大学大学院 コレクション史料の記述・編成における視角

20 R3 長 蒲原　まゆみ 一橋大学大学院
民間アーカイブズの保存活用における課題
ー学童疎開資料センターの情報発信をめぐってー

21 R3 長 権　英玉 一橋大学大学院
近世古文書のデジタル・アーカイブ化の実態について
ー対馬藩の『対馬宗家文書』を中心に

22 R3 長 佐々木　七美 一橋大学大学院 「協働」による地域史料の保存とアーカイブズ構築

23 R3 長 﨑山　みき 一橋大学大学院
米国国立公文書館における第一次世界大戦時食糧庁の記録群
―銃後の「食糧保存運動」記録の管理の歴史をたどる―

24 R3 長 野村　綾子 一橋大学大学院
戦争アーカイブズのなかの医療記録
―「しょうけい館―戦傷病者史料館―」を例に―ー

25 R3 長 李　相眞 一橋大学大学院 韓国の記録管理法の変遷と背景

26 R3 長 江藤　敦美 株式会社ワンビシアーカイブズ 電子文書の管理と保存−民間企業の事例分析−

27 R3 長 石井　悠香 社会科学古典資料センター特殊文庫関係資料の編成記述に係る試論

28 R3 長 井上　理恵 コニカミノルタ(株)
医療機器製品開発文書管理の課題と対策に関する考察
―コニカミノルタ(株) ヘルスケア事業本部を例に―

29 R3 長 濵島　実樹 早稲田大学大学院 鹿児島県における公文書館設立問題について

30 R3 長 秋元　美穂
白蓮社関連資料の構造分析
―内海愛子収集資料群の段階的把握

31 R3 長 戸倉　博之 國學院大學大学院
戦争に関するオーラルヒストリー
―明治大学平和教育登戸研究所資料館の事例から―
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32 R3 長 出口　颯涼 國學院大學大学院 戦後日本の公文書管理におけるマイクロフィルムの普及

33 R3 長 勝村　渓太 國學院大學大学院
國學院大学所蔵久我家文書のアーカイブズ編成
ー中世文書を中心にー

34 R3 長 高口　葵 東京大学大学院
地域に所在する市民活動資料の整理・調査方法に関する研究
―これからの保存と活用を見据えて―

35 R3 長 林　かおる 法政大学大学院 修験寺院文書の目録編成記述に関する課題

1 R3 短 山縣　創明 茨城県立歴史館 茨城県立歴史館における民間所在調査とその課題について

2 R3 短 高原　知江 広島県立文書館
広島県立公文書館における紙資料のための保存容器の活用
～資料の形態にそった固定箱の作成を一例として

3 R3 短 畑中　康博 秋田県公文書館 秋田県公文書館所蔵「伊澤慶治収集資料」の階層構造目録作成について

4 R3 短 岩谷　知広 美郷町教育委員会 過疎地域における持続的なアーカイブズ保存活用体制に関する考察

5 R3 短 高橋　真千子 松江市役所 池田家文書の階層構造整理

6 R3 短 小山　祥子 松江市役所
自治体公文書の評価選別に向けた機能と業務の関連付け
―松江市の文化財保護行政を事例として―

7 R3 短 村角　紀子 松江市役所
松江市における民間アーカイブズの受入と課題
―勝田孝興関係資料の分析から―

8 R3 短 山根　智子 国立大学法人　鳥取大学
鳥取大学附属図書館所蔵、郷土資料データベースとその課題について―メタ・データによる出所・原秩
序再構成の可能性、人材育成

9 R3 短 滝澤　和湖 京都府立大学大学院
地域歴史資料の移動と保存活用
―「芦田家文書」を事例に―

10 R3 短 田中　琢登 京都府立大学大学院
山口県文書館藩政文書の構造
―毛利家文庫と徳山毛利家文庫の比較を中心に―

11 R3 短 山口　陽子 東京大学大学院 バンドデシネに見るアーカイブズとパブリックの交流

12 R3 短 須山　麻美 島根県立図書館 島根県立図書館の郷土資料の現状と課題

13 R3 短 新宮　葵 松江市役所 松江市における文書管理に関する取り組みについて

14 R3 短 飛田　ちづる 文化庁
建築資料の保存管理について
‐村田豊建築設計資料群を事例として‐

15 R3 短 遠藤　浩巳 大田市役所 島根県邇摩郡大森町役場作成の社寺明細帳

16 R3 短 八幡　一寛 大田市役所 『智頭町誌』編さん史料の現状と保存・活用の課題

17 R3 短 長谷川　尚子
小西家文書の保存状態調査および
保存処置の提案について

18 R3 短 大森　拓土 島根県立美術館 「永田生慈　北斎コレクション」の編成について

19 R3 短 小川　歩美 合同会社AMANE
勝興寺文書目録からみる
中世～近代の寺院史料の構造化について

20 R3 短 小林　直樹 独立行政法人国立公文書館 ジャーナリズムとアーカイブズの関係性についての一考察

21 R3 短 松田　采菜
自治体史編纂後の歴史資料について
―『山内村史』を事例に―

22 R3 短 岩永　藍 尾道市 行友季風関係資料の史料論的分析の試み

23 R3 短 西村　路子 国立大学法人　京都大学
京都大学東南アジア地域研究研究所図書室における
マイクロフィルム資料管理の現状と今後の展望

24 R3 短 川端　豊
境港市教育委員会事務局
生涯学習課

小規模自治体におけるアーカイブズの活用と展開について
(郷土資料の活用、市町村史等との関係性を含む)

25 R3 短 山田　正 株式会社　ラックランド 「山田家寒山文書」篆刻家親子の旧蔵資料の整理と分類の課題

26 R3 短 田中　はるひ 国立大学法人における文書管理の体制について

27 R3 短 後藤　杏 埼玉大学大学院
防衛研究所所蔵史料における「戦友会寄贈史料群」の特質
―全国憲友会連合会による「憲兵関係史料」の収集・保存活動を事例として―
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28 R3 短 小林　奈緒子 島根大学附属図書館 島根大学附属図書館における地域資料保存の取り組みについて

29 R3 短 石本　華江 慶應義塾大学 「高井富子資料の整理、編成及び構造分析―アート・アーカイヴの整理事例として」

30 R3 短 小幡　朋子 国立新美術館 
美術資料のアーカイブズの整理・公開における課題：
国立新美術館美術資料室におけるアーカイブズの整理・公開の現状からの報告

31 R3 短 荒川　英里 出雲市役所 出雲市における歴史資料の保存・収集と活用についての課題

32 R3 短 春日　瞳 出雲市役所 出雲市所在古文書の基礎的整理と調査の展望

33 R3 短 渡部　優夏 日本女子大学大学院 東日本大震災からみる災害アーカイブズにおけるデジタル化

34 R3 短 齋藤  莉瑚 日本女子大学大学院 茨城県古河市におけるアーカイブズの実態と課題

35 R3 短 有田　真理子 広島修道大学 学校法人修道学園における学園史編纂資料保存と今後の課題における一考察

36 R3 短 宮腰　博子 法政大学大学院 私文書の史料学的分析「坂本直寛文書」を事例にして

37 R3 短 米田　敦子 法政大学大学院
デジタルアーカイブズにおける記録資料の考察
－「東京化粧品工業会」保有のデジタル資料館を事例として－

38 R3 短 水野　椋太 廿日市市宮島歴史民俗資料館 「野坂文書」の整理履歴にみる保管秩序形成過程

39 R3 短 山本　真彦
地方支部局における公文書管理：都道府県労働局／旧都道府県労働基準局「社労士団体の設立及び会則
等認可綴」を例に

40 R3 短 杉原　美和 雲南市役所
公文書保存期間基準の再設定への試み
―島根県雲南市を事例として―

41 R3 短 白築　香 雲南市役所
職員によるアーカイブスへの評価選別の問題を考察する
雲南市役所におけるアーカイブスへの取り組みと課題

42 R3 短 松村　光希子 「国会文書館」についての一考察

43 R3 短 佐藤　綾子 昭和館 昭和館収蔵資料の整理と保存管理の今後の課題


