
平成 29 年度 第 2 回 自然科学系アーカイブズ研究会 プログラム  
「アーカイブズと歴史分析」 

 
 
日時：2017 年 12 月 14 日（木）13：45 〜 15 日（金） 
場所：核融合科学研究所 シミュレーション科学研究棟 1 階 会議室 
 
12 月 14 日（木）  

13：45 挨拶、趣旨説明   
13：55 「坂田昌一とその研究室（Ｅ研）」 
  講演者：西谷 正（元キクチ眼鏡専門学校・教授） 
 

-----15：25 – 15：45----- 休憩 
 
15：45 「研究計画または研究機関の歴史とその資料による裏付け」 
  話題提供者：高岩 義信（高エネルギー加速器研究機構史料室） 
16：20 「アーカイブと歴史」 
  話題提供者：小沼 通二（慶應義塾大学・名誉教授） 
16：55 総合討論 
17：10  （初日閉会） 
17：30  懇親会会場へのバス出発 
18：00 懇親会（〜19：30） 
 
12 月 15 日（金） 

 9：00～ アーカイブズ研究会（研究発表と話題提供） 
9：00  「自然科学と人文科学の融合」 

   話題提供者：松田慎三郎（東京工業大学） 
9：35  「資料所蔵機関はその歴史分析を支える気があるのか？」 

   話題提供者：久保田 明子（広島大学原爆放射線医科学研究所） 
10：10 「年譜作成を軸とした科学者資料の整理と調査研究の往還」 

   話題提供者：有賀暢迪（国立科学博物館） 
10：45 「核融合科学関係個人・団体等の典拠データ例」 

   話題提供者：五島敏芳（京都大学総合博物館） 
        

-----11：30 – 13：00----- 昼食 
 

13：00 研究会参加研究機関からの現状等紹介 
    「KEK 史料室の最近」 菊谷英司（高エネルギー加速器研究機構史料室） 
 
14：00 総合討論（〜15：00） 

・来年度の共同研究、研究会について 
 
15：00 研究会終了 
 核融合科学研究所見学（希望者） 
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   話題提供者：松田慎三郎（東京工業大学） 
9：35  「資料所蔵機関はその歴史分析を支える気があるのか？」 

   話題提供者：久保田 明子（広島大学原爆放射線医科学研究所） 
10：10 「年譜作成を軸とした科学者資料の整理と調査研究の往還」 

   話題提供者：有賀暢迪（国立科学博物館） 
10：45 「核融合科学関係個人・団体等の典拠データ例」 

   話題提供者：五島敏芳（京都大学総合博物館） 
        

-----11：30 – 13：00----- 昼食 
 

13：00 研究会参加研究機関からの現状等紹介 
    「KEK 史料室の最近」 菊谷英司（高エネルギー加速器研究機構史料室） 
 
14：00 総合討論（〜15：00） 

・来年度の共同研究、研究会について 
 
15：00 研究会終了 
 核融合科学研究所見学（希望者） 
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