
作成・取得年度 大分類 中分類 （小分類） 法人文書ファイル名(小分類) 作成･取得者 起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 管理者
保存期間満
了時の措置

備考

1990/4/1 学術企画部企画課 大学改革係 会議（学内）関係 将来構想委員会(平成2年度) 庶務課庶務係 30 2021/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

1991/4/1 学術企画部企画課 大学改革係 会議（学内）関係 将来構想委員会(平成3年度) 庶務課庶務係 30 2022/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

1992/4/1 学術企画部企画課 大学改革係 会議（学内）関係 将来構想委員会(平成4年度) 庶務課庶務係 30 2023/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

1993/4/1 学術企画部企画課 大学改革係 会議（学内）関係 将来構想委員会(平成5年度) 庶務課庶務係 30 2024/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

1994/4/1 学術企画部企画課 大学改革係 会議（学内）関係 将来構想委員会(平成6年度) 庶務課庶務係 30 2025/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

1995/4/1 学術企画部企画課 大学改革係 会議（学内）関係 将来構想委員会(平成7年度) 庶務課庶務係 30 2026/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

1996/4/1 学術企画部企画課 大学改革係 会議（学内）関係 将来構想委員会(平成8年度) 庶務課庶務係 30 2027/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

1997/4/1 学術企画部企画課 大学改革係 会議（学内）関係 将来構想委員会(平成9年度) 庶務課総務係 30 2028/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

1998/4/1 学術企画部企画課 大学改革係 会議（学内）関係 将来構想委員会(平成10年度) 庶務課総務係 30 2029/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

1999/4/1 学術企画部企画課 大学改革係 会議（学内）関係 将来構想委員会(平成11年度) 庶務課総務係 30 2030/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

2000/4/1 学術企画部企画課 大学改革係 会議（学内）関係 将来構想委員会(平成12年度) 大学改革推進室専門職員（大学改革） 30 2031/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

2001/4/1 学術企画部企画課 大学改革係 会議（学内）関係 将来構想委員会(平成13年度) 大学改革推進室大学改革推進係 30 2032/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

2002/4/1 学術企画部企画課 大学改革係 会議（学内）関係 将来構想委員会(平成14年度) 大学改革推進室大学改革推進係 30 2033/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

2002/9/1 学術企画部企画課 大学改革係 会議（学内）関係 総合計画委員会(平成14年度) 大学改革推進室大学改革推進係 30 2033/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

2003/4/1 学術企画部企画課 大学改革係 会議（学内）関係 将来構想委員会(平成15年度) 大学改革推進室大学改革推進係 30 2034/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

2003/4/1 学術企画部企画課 大学改革係 会議（学内）関係 総合計画委員会(平成15年度) 大学改革推進室大学改革推進係 30 2034/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

2007/9/20 学術企画部企画課 大学改革係 会議（学内）関係 総合計画委員会(平成19年度) 企画課大学改革係 30 2038/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

2008/4/1 学術企画部企画課 大学改革係 会議（学内）関係 総合計画委員会(平成20年度) 企画課大学改革係 30 2039/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

2009/4/1 学術企画部企画課 大学改革係 会議（学内）関係 総合計画委員会(平成21年度) 企画課大学改革係 30 2040/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

2010/4/1 学術企画部企画課 大学改革係 会議（学内）関係 総合計画委員会(平成22年度) 企画課大学改革係 30 2041/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 06 評価 認証評価 企画課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 05 計画･企画 中期目標･中期計画及び年度計画 企画課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 06 評価 業務の実績に関する報告 企画課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 08 文書 文書処理簿(大学戦略･IR室) 大学戦略･IR室副室長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿(大学戦略･IR室) 大学戦略･IR室副室長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 年次有給休暇簿(大学戦略･IR室) 大学戦略･IR室副室長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成27年度 B 教職員 02 出張 旅行命令簿 大学戦略･IR室副室長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 06 評価 認証評価 企画課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 12 統計 大学情報データベース調査(大学改革係) 企画課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 05 計画･企画 中期目標･中期計画及び年度計画 企画課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 06 評価 業務の実績に関する報告 企画課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 02 組織 機能強化タスクフォース 総務課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 02 組織 大学改革準備WG 総務課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 03 会議 総合計画委員会 企画課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 06 評価 認証評価 企画課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 12 統計 大学情報データベース調査(大学改革係) 企画課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 02 組織 大学改革実行プラン 総務課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 05 計画･企画 中期目標･中期計画及び年度計画 企画課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄



平成24年度 A 管理一般 06 評価 業務の実績に関する報告 企画課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 03 会議 機能強化タスクフォース 総務課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 03 会議 大学院改組WG 総務課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 03 会議 大学改革準備WG 総務課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 03 会議 大学改革準備作業部会 総務課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 03 会議 総合計画委員会 企画課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 03 会議 大学ガバナンス改革WG 総務課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 12 統計 大学情報データベース調査(大学改革係) 企画課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 02 組織 大学改革実行プラン(ミッション再定義を含む。) 総務課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 03 会議 機能強化タスクフォース 総務課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 03 会議 大学院改組WG 総務課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 03 会議 大学改革準備WG 総務課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 03 会議 大学改革準備作業部会 総務課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 03 会議 大学改革タスクフォース 大学戦略･IR室長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 03 会議 大学改革文部科学省協議 大学戦略･IR室長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 03 会議 総合計画委員会 企画課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 03 会議 大学ガバナンス改革WG 総務課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 05 計画･企画 茨城大学改革アクション･プログラム 大学戦略･IR室長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 06 評価 認証評価 企画課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 12 統計 大学情報データベース調査及び大学ポートレート 企画課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 02 組織 大学改革実行プラン(ミッション再定義を含む。) 総務課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 05 計画･企画 中期目標･中期計画及び年度計画 企画課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 06 評価 業務の実績に関する報告 企画課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 学術･教員評価会議 大学戦略･IR室副室長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 教育･業務評価会議 大学戦略･IR室副室長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働命令簿 大学戦略･IR室副室長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成27年度 B 教職員 06 服務･表彰 兼業･学外勤務(大学戦略･IR室) 大学戦略･IR室副室長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 大学戦略･IR室　科学研究費補助金 大学戦略･IR室副室長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 大学改革準備WG 大学戦略･IR室副室長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 大学改革タスクフォース 大学戦略･IR室副室長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 大学改革文部科学省協議 大学戦略･IR室副室長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 総合計画委員会 大学戦略･IR室副室長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 05 計画･企画 茨城大学改革アクション･プログラム 大学戦略･IR室副室長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 大学情報データベース調査及び大学ポートレート 大学戦略･IR室副室長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 02 組織 学部･研究科の改組 大学戦略･IR室副室長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 05 計画･企画 中期目標･中期計画及び年度計画 大学戦略･IR室副室長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 06 評価 業務の実績に関する報告 大学戦略･IR室副室長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 06 評価 認証評価 大学戦略･IR室副室長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 08 文書 文書処理簿(大学戦略･IR室) 大学戦略･IR室副室長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿(大学戦略･IR室) 大学戦略･IR室副室長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄



平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 年次有給休暇簿(大学戦略･IR室) 大学戦略･IR室副室長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成28年度 B 教職員 02 出張 旅行命令簿 大学戦略･IR室副室長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 学術･教員評価会議 大学戦略･IR室副室長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 教育･業務評価会議 大学戦略･IR室副室長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働命令簿 大学戦略･IR室副室長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成28年度 B 教職員 06 服務･表彰 兼業･学外勤務(大学戦略･IR室) 大学戦略･IR室副室長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 大学戦略･IR室　科学研究費補助金 大学戦略･IR室副室長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 大学情報データベース調査及び大学ポートレート 大学戦略･IR室副室長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 05 計画･企画 中期目標･中期計画及び年度計画 大学戦略･IR室副室長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 06 評価 業務の実績に関する報告 大学戦略･IR室副室長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 06 評価 認証評価 大学戦略･IR室副室長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 茨城大学ファクトブック 大学戦略･IR室副室長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 08 文書 文書処理簿(大学戦略･IR室) 大学戦略･IR室副室長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿(大学戦略･IR室) 大学戦略･IR室副室長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 年次有給休暇簿(大学戦略･IR室) 大学戦略･IR室副室長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成29年度 B 教職員 02 出張 旅行命令簿 大学戦略･IR室副室長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知･照会(学術企画部) 大学戦略･IR室副室長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知･照会(学務部) 大学戦略･IR室副室長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知･照会(財務部) 大学戦略･IR室副室長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知･照会(総務部) 大学戦略･IR室副室長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 教育･業務評価会議 大学戦略･IR室副室長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働命令簿 大学戦略･IR室副室長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 大学情報データベース調査及び大学ポートレート 大学戦略･IR室副室長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 05 計画･企画 中期目標･中期計画及び年度計画 大学戦略･IR室副室長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 06 評価 業務の実績に関する報告 大学戦略･IR室副室長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 06 評価 認証評価 大学戦略･IR室副室長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 茨城大学ファクトブック 大学戦略･IR室副室長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 02 組織 教育学部･教育学研究科等に係る改革 大学戦略･IR室副室長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 将来戦略タスクフォース 大学戦略･IR室副室長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 08 文書 文書処理簿(大学戦略･IR室) 大学戦略･IR室副室長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿(大学戦略･IR室) 大学戦略･IR室副室長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 年次有給休暇簿(大学戦略･IR室) 大学戦略･IR室副室長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成30年度 B 教職員 02 出張 旅行命令簿 大学戦略･IR室副室長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知･照会(学術企画部) 大学戦略･IR室副室長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知･照会(学務部) 大学戦略･IR室副室長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知･照会(財務部) 大学戦略･IR室副室長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知･照会(総務部) 大学戦略･IR室副室長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 教育･業務評価会議 大学戦略･IR室副室長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働命令簿 大学戦略･IR室副室長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 大学情報データベース調査及び大学ポートレート 大学戦略･IR室副室長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄



平成30年度 A 管理一般 05 計画･企画 中期目標･中期計画及び年度計画 大学戦略･IR室副室長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 06 評価 業務の実績に関する報告 大学戦略･IR室副室長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 06 評価 認証評価 大学戦略･IR室副室長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 茨城大学ファクトブック 大学戦略･IR室副室長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 02 組織 教育学部･教育学研究科等に係る改革 大学戦略･IR室副室長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 将来戦略タスクフォース 大学戦略･IR室副室長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 中期目標･中期計画管理システム 大学戦略･IR室副室長 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 学校基本調査 大学戦略･IR室副室長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 ランキング関係 大学戦略･IR室副室長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 教職大学院に係る調査 大学戦略･IR室副室長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 国立大学の学部における定員超過抑制に係る入学者及び在学者調査 大学戦略･IR室副室長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 教員養成学部調査 大学戦略･IR室副室長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 06 評価 中期目標期間の業務実績評価 大学戦略･IR室副室長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 02 組織 人文社会科学研究科に係る改革 大学戦略･IR室副室長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 茨城における高等教育懇談会 大学戦略･IR室副室長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 学校基本調査 大学戦略･IR室副室長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 学校基本調査 大学戦略･IR室副室長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 学校基本調査 大学戦略･IR室副室長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 12 統計 学校基本調査 大学戦略･IR室副室長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 12 統計 学校基本調査 大学戦略･IR室副室長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 12 統計 学校基本調査 大学戦略･IR室副室長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 12 統計 学校基本調査 大学戦略･IR室副室長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成22年度 A 管理一般 12 統計 学校基本調査 大学戦略･IR室副室長 2011/4/1 10 2021/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 12 統計 教員養成学部等調査 大学戦略･IR室副室長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 12 統計 附属学校調査 大学戦略･IR室副室長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 12 統計 教員養成学部等調査 大学戦略･IR室副室長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 12 統計 附属学校調査 大学戦略･IR室副室長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 12 統計 学校教員統計調査 大学戦略･IR室副室長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 12 統計 教員養成学部等調査 大学戦略･IR室副室長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 12 統計 附属学校調査 大学戦略･IR室副室長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 12 統計 教員養成学部等調査 大学戦略･IR室副室長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 12 統計 附属学校調査 大学戦略･IR室副室長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 教員養成学部等調査 大学戦略･IR室副室長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 附属学校調査 大学戦略･IR室副室長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 学校教員統計調査 大学戦略･IR室副室長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 教員養成学部等調査 大学戦略･IR室副室長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 附属学校調査 大学戦略･IR室副室長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 学校教員統計調査 大学戦略･IR室副室長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 教員養成学部等調査 大学戦略･IR室副室長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 08 文書 文書処理簿(大学戦略･IR室) 大学戦略･IR室副室長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄



令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿(大学戦略･IR室) 大学戦略･IR室副室長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 年次有給休暇簿(大学戦略･IR室) 大学戦略･IR室副室長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

令和元年度 B 教職員 02 出張 旅行命令簿 大学戦略･IR室副室長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知･照会(学術企画部) 大学戦略･IR室副室長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知･照会(学務部) 大学戦略･IR室副室長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知･照会(財務部) 大学戦略･IR室副室長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知･照会(総務部) 大学戦略･IR室副室長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働命令簿 大学戦略･IR室副室長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 大学情報データベース調査及び大学ポートレート 大学戦略･IR室副室長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 05 計画･企画 中期目標･中期計画及び年度計画 大学戦略･IR室副室長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 06 評価 業務の実績に関する報告書 大学戦略･IR室副室長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 06 評価 認証評価 大学戦略･IR室副室長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 茨城大学ファクトブック 大学戦略･IR室副室長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 02 組織 教育学部･教育学研究科等に係る改革 大学戦略･IR室副室長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 将来戦略タスクフォース 大学戦略･IR室副室長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 中期目標･中期計画管理システム 大学戦略･IR室副室長 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 学校基本調査 大学戦略･IR室副室長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 ランキング関係 大学戦略･IR室副室長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 教職大学院に係る調査 大学戦略･IR室副室長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 国立大学の学部における定員超過抑制に係る入学者及び在学者調査 大学戦略･IR室副室長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 教員養成学部調査 大学戦略･IR室副室長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 06 評価 中期目標期間の業務実績評価 大学戦略･IR室副室長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 02 組織 人文社会科学研究科に係る改革 大学戦略･IR室副室長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 茨城における高等教育懇談会 大学戦略･IR室副室長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

令和元年度 B 教職員 02 出張 私有車業務上使用 大学戦略･IR室副室長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 データ標準化に係るデータ提供 大学戦略･IR室副室長 2020/4/1 5 2024/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 11 情報システム 研究者情報管理システム更新 大学戦略･IR室副室長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 データ標準化･モデルシステム開発コンソーシアム 大学戦略･IR室副室長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 05 計画･企画 「国立大学改革方針」を踏まえた国立大学との徹底した対話 大学戦略･IR室副室長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 06 評価 大学戦略･IR室　外部評価 大学戦略･IR室副室長 2020/4/1 5 2028/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 組織評価委員会 大学戦略･IR室副室長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 学校教員統計調査 大学戦略･IR室副室長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 文書保管庫 大学戦略・IR室副室長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 09 検査･監査 会計検査院　　　　　　　　　　　　　 監査主幹 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 文書保管庫 監査主幹 廃棄

平成24年度 A 管理一般 09 検査･監査 会計検査院　　　　　　　　　　　　　 監査主幹 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 文書保管庫 監査主幹 廃棄

平成25年度 A 管理一般 09 検査･監査 会計検査院　　　　　　　　　　　　　 監査主幹 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 文書保管庫 監査主幹 廃棄

平成26年度 A 管理一般 09 検査･監査 会計検査院　　　　　　　　　　　　　 監査主幹 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 文書保管庫 監査主幹 廃棄

平成27年度 A 管理一般 00 総括 公益通報 監査室長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 監査室長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 監事協議会 監査室長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 監査室長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 コンプライアンス推進本部会議 監査室長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 監査室長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 05 計画･企画 茨城大学中期目標･中期計画･年度計画 監査室長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 監査室長 廃棄



平成27年度 A 管理一般 09 検査･監査 会計監査人　　　　　　　　　　 監査室長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 監査室長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 09 検査･監査 会計検査院　　　　　　　　　　　　　 監査室長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 監査室長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 09 検査･監査 科学研究費補助金内部監査　　　　　　　　　　　　　 監査室長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 監査室長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 09 検査･監査 監事監査　　　　　　　　　　　　　 監査室長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 監査室長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 09 検査･監査 現金出納監査 監査室長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 監査室長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 09 検査･監査 内部監査　　　　　　　　　　　　　 監査室長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 監査室長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 09 検査･監査 文部科学省共済組合茨城大学支部定期監査 監査室長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 監査室長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 他機関からの通知･依頼･照会･回答(監査室) 監査室長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 監査室長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 00 総括 公益通報 監査室長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 室内書庫 監査室長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 監事協議会 監査室長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 室内書庫 監査室長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 コンプライアンス推進本部会議 監査室長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 室内書庫 監査室長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 05 計画･企画 茨城大学中期目標･中期計画･年度計画 監査室長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 室内書庫 監査室長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 09 検査･監査 会計監査人　　　　　　　　　　 監査室長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 室内書庫 監査室長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 09 検査･監査 会計検査院　　　　　　　　　　　　　 監査室長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 室内書庫 監査室長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 09 検査･監査 科学研究費補助金内部監査　　　　　　　　　　　　　 監査室長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 室内書庫 監査室長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 09 検査･監査 監事監査　　　　　　　　　　　　　 監査室長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 室内書庫 監査室長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 09 検査･監査 現金出納監査 監査室長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 室内書庫 監査室長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 09 検査･監査 内部監査　　　　　　　　　　　　　 監査室長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 室内書庫 監査室長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 09 検査･監査 文部科学省共済組合茨城大学支部定期監査 監査室長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 室内書庫 監査室長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 他機関からの通知･依頼･照会･回答(監査室) 監査室長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 室内書庫 監査室長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 00 総括 公益通報 監査室長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 室内書庫 監査室長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 監事協議会 監査室長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 室内書庫 監査室長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 コンプライアンス推進本部会議 監査室長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 室内書庫 監査室長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 05 計画･企画 茨城大学中期目標･中期計画･年度計画 監査室長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 室内書庫 監査室長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 09 検査･監査 会計監査人　　　　　　　　　　 監査室長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 室内書庫 監査室長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 09 検査･監査 会計検査院　　　　　　　　　　　　　 監査室長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 室内書庫 監査室長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 09 検査･監査 科学研究費補助金内部監査　　　　　　　　　　　　　 監査室長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 室内書庫 監査室長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 09 検査･監査 監事監査　　　　　　　　　　　　　 監査室長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 室内書庫 監査室長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 09 検査･監査 現金出納監査 監査室長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 室内書庫 監査室長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 09 検査･監査 内部監査　　　　　　　　　　　　　 監査室長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 室内書庫 監査室長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 09 検査･監査 文部科学省共済組合茨城大学支部定期監査 監査室長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 室内書庫 監査室長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知･照会(監査室) 監査室長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 室内書庫 監査室長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関からの通知･依頼･照会･回答(監査室) 監査室長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 室内書庫 監査室長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 00 総括 公益通報 監査室長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 室内書庫 監査室長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 監事協議会 監査室長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 室内書庫 監査室長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 コンプライアンス推進本部会議 監査室長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 室内書庫 監査室長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 05 計画･企画 茨城大学中期目標･中期計画･年度計画 監査室長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 室内書庫 監査室長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 09 検査･監査 会計監査人　　　　　　　　　　 監査室長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 室内書庫 監査室長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 09 検査･監査 会計検査院　　　　　　　　　　　　　 監査室長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 室内書庫 監査室長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 09 検査･監査 科学研究費補助金内部監査　　　　　　　　　　　　　 監査室長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 室内書庫 監査室長 廃棄



平成30年度 A 管理一般 09 検査･監査 監事監査　　　　　　　　　　　　　 監査室長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 室内書庫 監査室長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 09 検査･監査 現金出納監査 監査室長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 室内書庫 監査室長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 09 検査･監査 内部監査　　　　　　　　　　　　　 監査室長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 室内書庫 監査室長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 09 検査･監査 文部科学省共済組合茨城大学支部定期監査 監査室長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 室内書庫 監査室長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知･照会(監査室) 監査室長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 室内書庫 監査室長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関からの通知･依頼･照会･回答(監査室) 監査室長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 室内書庫 監査室長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 00 総括 公益通報 監査室長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 室内書庫 監査室長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 監事協議会 監査室長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 室内書庫 監査室長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 コンプライアンス推進本部会議 監査室長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 室内書庫 監査室長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 05 計画･企画 茨城大学中期目標･中期計画･年度計画 監査室長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 室内書庫 監査室長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 09 検査･監査 会計監査人　　　　　　　　　　 監査室長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 室内書庫 監査室長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 09 検査･監査 会計検査院　　　　　　　　　　　　　 監査室長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 室内書庫 監査室長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 09 検査･監査 科学研究費補助金内部監査　　　　　　　　　　　　　 監査室長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 室内書庫 監査室長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 09 検査･監査 監事監査　　　　　　　　　　　　　 監査室長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 室内書庫 監査室長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 09 検査･監査 現金出納監査 監査室長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 室内書庫 監査室長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 09 検査･監査 内部監査　　　　　　　　　　　　　 監査室長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 室内書庫 監査室長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 09 検査･監査 文部科学省共済組合茨城大学支部定期監査 監査室長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 室内書庫 監査室長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知･照会(監査室) 監査室長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 室内書庫 監査室長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関からの通知･依頼･照会･回答(監査室) 監査室長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 室内書庫 監査室長 廃棄

令和元年度 B 教職員 02 出張 私有車業務上使用 監査室長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 室内書庫 監査室長 廃棄

1990/4/1 総務部総務課 広報係 広報関係 茨城大学概要(平成2年度) 庶務課文書係 30 2021/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

1990/4/1 総務部総務課 広報係 広報関係 茨城大学学報(平成2年度) 庶務課文書係 30 2021/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

1990/4/1 総務部総務課 広報係 職員録関係 茨城大学職員録(平成2年度) 庶務課文書係 30 2021/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

1991/4/1 総務部総務課 広報係 広報関係 茨城大学概要(平成3年度) 庶務課文書係 30 2022/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

1991/4/1 総務部総務課 広報係 広報関係 茨城大学学報(平成3年度) 庶務課文書係 30 2022/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

1991/4/1 総務部総務課 広報係 職員録関係 茨城大学職員録(平成3年度) 庶務課文書係 30 2022/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

1992/4/1 総務部総務課 広報係 広報関係 茨城大学概要(平成4年度) 庶務課文書係 30 2023/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

1992/4/1 総務部総務課 広報係 広報関係 茨城大学学報(平成4年度) 庶務課文書係 30 2023/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

1992/4/1 総務部総務課 広報係 職員録関係 茨城大学職員録(平成4年度) 庶務課文書係 30 2023/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

1993/3/1 総務部総務課 広報係 広報関係 教育研究スタッフ　－教官要覧－(平成4年度) 庶務課文書係 30 2023/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

1993/4/1 総務部総務課 広報係 広報関係 茨城大学概要(平成5年度) 庶務課文書係 30 2024/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

1993/4/1 総務部総務課 広報係 広報関係 茨城大学学報(平成5年度) 庶務課文書係 30 2024/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

1993/4/1 総務部総務課 広報係 職員録関係 茨城大学職員録(平成5年度) 庶務課文書係 30 2024/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

1994/4/1 総務部総務課 広報係 広報関係 茨城大学概要(平成6年度) 庶務課文書係 30 2025/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

1994/4/1 総務部総務課 広報係 広報関係 茨城大学学報(平成6年度) 庶務課文書係 30 2025/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

1994/4/1 総務部総務課 広報係 職員録関係 茨城大学職員録(平成6年度) 庶務課文書係 30 2025/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

1995/4/1 総務部総務課 広報係 広報関係 茨城大学概要(平成7年度) 庶務課文書係 30 2026/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

1995/4/1 総務部総務課 広報係 広報関係 茨城大学学報(平成7年度) 庶務課文書係 30 2026/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

1995/4/1 総務部総務課 広報係 職員録関係 茨城大学職員録(平成7年度) 庶務課文書係 30 2026/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

1996/4/1 総務部総務課 広報係 広報関係 茨城大学概要(平成8年度) 庶務課広報文書係 30 2027/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄



1996/4/1 総務部総務課 広報係 広報関係 茨城大学学報(平成8年度) 庶務課広報文書係 30 2027/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

1996/4/1 総務部総務課 広報係 職員録関係 茨城大学職員録(平成8年度) 庶務課広報文書係 30 2027/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

1997/3/1 総務部総務課 広報係 広報関係 教育研究スタッフ　－教官要覧－(平成8年度) 庶務課広報文書係 30 2027/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

1997/4/1 総務部総務課 広報係 広報関係 茨城大学概要(平成9年度) 庶務課広報係 30 2028/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

1997/4/1 総務部総務課 広報係 広報関係 茨城大学学報(平成9年度) 庶務課広報係 30 2028/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

1997/4/1 総務部総務課 広報係 職員録関係 茨城大学職員録(平成9年度) 庶務課広報係 30 2028/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

1998/4/1 総務部総務課 広報係 広報関係 茨城大学概要(平成10年度) 庶務課広報係 30 2029/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

1998/4/1 総務部総務課 広報係 広報関係 茨城大学学報(平成10年度) 庶務課広報係 30 2029/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

1998/4/1 総務部総務課 広報係 職員録関係 茨城大学職員録(平成10年度) 庶務課広報係 30 2029/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

1999/4/1 総務部総務課 広報係 広報関係 茨城大学概要(平成11年度) 庶務課広報係 30 2030/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

1999/4/1 総務部総務課 広報係 広報関係 茨城大学学報(平成11年度) 庶務課広報係 30 2030/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

1999/4/1 総務部総務課 広報係 職員録関係 茨城大学職員録(平成11年度) 庶務課広報係 30 2030/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

2000/1/1 総務部総務課 広報係 広報関係 教育研究スタッフ　－教官要覧－(平成11年度) 庶務課広報係 30 2030/12/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

2000/4/1 総務部総務課 広報係 広報関係 茨城大学概要(平成12年度) 地域連携推進室企画広報係 30 2031/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

2000/4/1 総務部総務課 広報係 広報関係 茨城大学学報(平成12年度) 地域連携推進室企画広報係 30 2031/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

2000/4/1 総務部総務課 広報係 職員録関係 茨城大学職員録(平成12年度) 地域連携推進室企画広報係 30 2031/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

2001/4/1 総務部総務課 広報係 広報関係 ニューズレター(平成13年度) 地域連携推進室企画広報係 30 2032/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

2001/4/1 総務部総務課 広報係 広報関係 茨城大学概要(平成13年度) 地域連携推進室企画広報係 30 2032/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

2001/4/1 総務部総務課 広報係 広報関係 茨城大学学報(平成13年度) 地域連携推進室企画広報係 30 2032/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

2001/4/1 総務部総務課 広報係 職員録関係 茨城大学職員録(平成13年度) 地域連携推進室企画広報係 30 2032/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

2002/4/1 総務部総務課 広報係 広報関係 ニューズレター(平成14年度) 地域連携推進室企画広報係 30 2033/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

2002/4/1 総務部総務課 広報係 広報関係 茨城大学概要(平成14年度) 地域連携推進室企画広報係 30 2033/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

2002/4/1 総務部総務課 広報係 広報関係 茨城大学学報(平成14年度) 地域連携推進室企画広報係 30 2033/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

2002/4/1 総務部総務課 広報係 職員録関係 茨城大学職員録(平成14年度) 地域連携推進室企画広報係 30 2033/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

2003/4/1 総務部総務課 広報係 広報関係 ニューズレター(平成15年度) 地域連携推進室企画広報係 30 2034/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

2003/4/1 総務部総務課 広報係 広報関係 茨城大学概要(平成15年度) 地域連携推進室企画広報係 30 2034/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

2003/4/1 総務部総務課 広報係 広報関係 茨城大学学報(平成15年度) 地域連携推進室企画広報係 30 2034/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

2003/4/1 総務部総務課 広報係 職員録関係 茨城大学職員録(平成15年度) 地域連携推進室企画広報係 30 2034/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

2004/4/1 総務部総務課 広報係 広報関係 ニューズレター(平成16年度) 総務課広報係 30 2035/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

2004/4/1 総務部総務課 広報係 広報関係 茨城大学ロゴ･マークの作成･商標登録関係 総務課広報係 30 2035/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

2004/4/1 総務部総務課 広報係 広報関係 茨城大学概要(平成16年度) 総務課広報係 30 2035/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

2004/4/1 総務部総務課 広報係 広報関係 茨城大学学報(平成16年度) 総務課広報係 30 2035/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

2004/4/1 総務部総務課 広報係 職員録関係 茨城大学職員録データ(平成16年度) 総務課広報係 30 2035/3/31 電子（共有サーバー） 広報室事務室 広報室副室長 廃棄

2005/4/1 総務部総務課 広報係 広報関係 ニューズレター(平成17年度) 総務課広報係 30 2036/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

2005/4/1 総務部総務課 広報係 広報関係 茨城大学概要(平成17年度) 総務課広報係 30 2036/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

2005/4/1 総務部総務課 広報係 広報関係 茨城大学学報(平成17年度) 総務課広報係 30 2036/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

2005/4/1 総務部総務課 広報係 職員録関係 茨城大学職員録データ(平成17年度) 総務課広報係 30 2036/3/31 電子（共有サーバー） 広報室事務室 広報室副室長 廃棄

2006/4/1 総務部総務課 広報係 広報関係 ニューズレター(平成18年度) 総務課広報係 30 2036/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

2006/4/1 総務部総務課 広報係 広報関係 茨城大学概要(平成18年度) 総務課広報係 30 2036/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

2006/4/1 総務部総務課 広報係 広報関係 茨城大学学報(平成18年度) 総務課広報係 30 2036/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄



2007/4/1 総務部総務課 広報係 広報関係 ニューズレター(平成19年度) 総務課広報係 30 2037/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

2007/4/1 総務部総務課 広報係 広報関係 茨城大学概要(平成19年度) 総務課広報係 30 2037/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

2007/4/1 総務部総務課 広報係 広報関係 茨城大学学報(平成19年度) 総務課広報係 30 2037/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

2008/4/1 総務部総務課 広報係 広報関係 ニューズレター(平成20年度) 総務課広報係 30 2038/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

2008/4/1 総務部総務課 広報係 広報関係 茨城大学概要(平成20年度) 総務課広報係 30 2038/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

2009/4/1 総務部総務課 広報係 広報関係 ニューズレター(平成21年度) 総務課広報係 30 2040/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

2009/4/1 総務部総務課 広報係 広報関係 茨城大学概要(平成21年度) 総務課広報係 30 2040/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

2010/4/1 総務部総務課 広報係 広報関係 ニューズレター(平成22年度) 総務課広報係 30 2041/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

2010/4/1 総務部総務課 広報係 広報関係 茨城大学概要(平成22年度) 総務課広報係 30 2041/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 07 広報 iＵＰ(アイアップ)(保存用) 総務課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 07 広報 茨城大学概要(保存用) 総務課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 07 広報 学報(保存用) 総務課長 2012/4/1 30 2042/3/31 電子（共有サーバー） 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

平成23年度 B 教職員 00 総括 職員録データファイル 総務課長 2012/4/1 30 2042/3/31 電子（共有サーバー） 広報室事務室 広報室副室長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 07 広報 茨城大学概要(保存用) 総務課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 07 広報 茨城大学広報誌(保存用) 総務課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 07 広報 学報(保存用) 総務課長 2013/4/1 30 2043/3/31 電子（共有サーバー） 広報室事務室 広報室副室長 廃棄

平成24年度 B 教職員 00 総括 職員録データファイル 総務課長 2013/4/1 30 2043/3/31 電子（共有サーバー） 広報室事務室 広報室副室長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 07 広報 茨城大学概要(保存用) 総務課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 07 広報 茨城大学広報誌(保存用) 総務課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 07 広報 学報(保存用) 総務課長 2014/4/1 30 2044/3/31 電子（共有サーバー） 広報室事務室 広報室副室長 廃棄

平成25年度 B 教職員 00 総括 職員録データファイル 総務課長 2014/4/1 30 2044/3/31 電子（共有サーバー） 広報室事務室 広報室副室長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 07 広報 茨城大学概要(保存用) 総務課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 07 広報 茨城大学広報誌(保存用) 総務課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 07 広報 学報(保存用) 総務課長 2015/4/1 30 2045/3/31 電子（共有サーバー） 広報室事務室 広報室副室長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 広報戦略会議 広報室副室長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 07 広報 広報室企画 広報室副室長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 07 広報 茨城大学概要 広報室副室長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 07 広報 茨城大学広報誌 広報室副室長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 07 広報 茨城大学学報 広報室副室長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 07 広報 茨城大学ホームページ 広報室副室長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 07 広報 文教ニュース･文教速報 広報室副室長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 07 広報 県政記者クラブ通知 広報室副室長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 07 広報 茨城大学概要(保存用) 広報室副室長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 07 広報 茨城大学広報誌(保存用) 広報室副室長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 07 広報 茨城大学学報(保存用) 広報室副室長 2016/4/1 30 2046/3/31 電子（共有サーバー） 広報室事務室 広報室副室長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 広報戦略会議 広報室副室長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 07 広報 広報室企画 広報室副室長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 07 広報 茨城大学概要 広報室副室長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 07 広報 茨城大学広報誌 広報室副室長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 07 広報 茨城大学学報 広報室副室長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄



平成28年度 A 管理一般 07 広報 茨城大学ホームページ 広報室副室長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 07 広報 文教ニュース･文教速報 広報室副室長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 07 広報 プレスリリース 広報室副室長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 07 広報 茨城大学概要(保存用) 広報室副室長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 07 広報 茨城大学広報誌(保存用) 広報室副室長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 07 広報 茨城大学学報(保存用) 広報室副室長 2017/4/1 30 2047/3/31 電子（共有サーバー） 広報室事務室 広報室副室長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 大学ホームページ戦略タスクフォース 広報室副室長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 07 広報 ホームページリニューアル 広報室副室長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 大学ホームページ戦略タスクフォース 広報室副室長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 07 広報 茨城大学ロゴ･マーク使用申請 広報室副室長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 07 広報 広報室企画 広報室副室長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 07 広報 茨城大学概要 広報室副室長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 07 広報 茨城大学広報誌 広報室副室長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 07 広報 茨城大学学報 広報室副室長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 07 広報 茨城大学ホームページ 広報室副室長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 07 広報 文教ニュース･文教速報 広報室副室長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 07 広報 プレスリリース 広報室副室長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 07 広報 大学見学 広報室副室長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 07 広報 茨城大学概要(保存用) 広報室副室長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 07 広報 茨城大学広報誌(保存用) 広報室副室長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 07 広報 茨城大学学報(保存用) 広報室副室長 2018/4/1 30 2048/3/31 電子（共有サーバー） 広報室事務室 広報室副室長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関からの通知･依頼･照会･回答(広報室) 広報室副室長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内通知･回答 広報室副室長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 大学ホームページ戦略タスクフォース 広報室副室長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 07 広報 茨城大学ロゴ･マーク使用申請 広報室副室長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 07 広報 広報室企画 広報室副室長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 07 広報 茨城大学　大学案内 広報室副室長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 07 広報 茨城大学データブック 広報室副室長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 07 広報 茨城大学広報誌 広報室副室長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 07 広報 茨城大学学報 広報室副室長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 07 広報 茨城大学ホームページ 広報室副室長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 07 広報 文教ニュース･文教速報 広報室副室長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 07 広報 プレスリリース 広報室副室長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 07 広報 大学見学 広報室副室長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 07 広報 茨城大学概要(保存用) 広報室副室長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 07 広報 茨城大学広報誌(保存用) 広報室副室長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 07 広報 茨城大学学報(保存用) 広報室副室長 2019/4/1 30 2049/3/31 電子（共有サーバー） 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関からの通知･依頼･照会･回答(広報室) 広報室副室長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内通知･回答 広報室副室長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 文書保管庫 広報室副室長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 07 広報 広報室企画 広報室副室長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 広報室事務室 広報室副室長 廃棄



令和元年度 A 管理一般 07 広報 茨城大学　大学案内 広報室副室長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 広報室事務室 広報室副室長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 07 広報 茨城大学データブック 広報室副室長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 広報室事務室 広報室副室長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 07 広報 茨城大学広報誌 広報室副室長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 広報室事務室 広報室副室長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 07 広報 茨城大学ホームページ 広報室副室長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 広報室事務室 広報室副室長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 07 広報 文教ニュース･文教速報 広報室副室長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 広報室事務室 広報室副室長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 07 広報 プレスリリース 広報室副室長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 広報室事務室 広報室副室長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 07 広報 茨城大学概要等（保存用） 広報室副室長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 広報室事務室 広報室副室長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 07 広報 茨城大学広報誌（保存用） 広報室副室長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 広報室事務室 広報室副室長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 07 広報 茨城大学学報（保存用） 広報室副室長 2020/4/1 30 2050/3/31 電子（共有サーバー） 広報室事務室 広報室副室長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 07 広報 広報に係る規則等 広報室副室長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 広報室事務室 広報室副室長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関からの通知･依頼･照会･回答（広報室） 広報室副室長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 広報室事務室 広報室副室長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内通知･回答 広報室副室長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 広報室事務室 広報室副室長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 ダイバーシティ推進委員会 ダイバーシティ推進室副室長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 ダイバーシティ推進室副室長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関からの通知･依頼･照会･回答 ダイバーシティ推進室副室長 2020/4/1 3 2025/3/31 紙 課内書庫 ダイバーシティ推進室副室長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知･照会等 ダイバーシティ推進室副室長 2020/4/1 3 2025/3/31 紙 課内書庫 ダイバーシティ推進室副室長 廃棄

令和元年度 B 教職員 00 総括 ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ ダイバーシティ推進室副室長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 ダイバーシティ推進室副室長 廃棄

令和元年度 B 教職員 02 出張 旅行命令･依頼伺･旅行報告書 （ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ） ダイバーシティ推進室副室長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 ダイバーシティ推進室副室長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 ダイバーシティ推進委員会 ダイバーシティ推進室副室長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 ダイバーシティ推進室副室長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関からの通知･依頼･照会･回答 ダイバーシティ推進室副室長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 課内書庫 ダイバーシティ推進室副室長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知･照会等 ダイバーシティ推進室副室長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 課内書庫 ダイバーシティ推進室副室長 廃棄

平成30年度 B 教職員 00 総括 ダイバーシティ（補助金以外） ダイバーシティ推進室副室長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 ダイバーシティ推進室副室長 廃棄

平成30年度 B 教職員 00 総括 ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ ダイバーシティ推進室副室長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 ダイバーシティ推進室副室長 廃棄

平成30年度 B 教職員 02 出張 旅行命令･依頼伺･旅行報告書 （ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ） ダイバーシティ推進室副室長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 ダイバーシティ推進室副室長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 ダイバーシティ推進委員会 ダイバーシティ推進室副室長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 ダイバーシティ推進室副室長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 男女共同参画 ダイバーシティ推進室副室長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 ダイバーシティ推進室副室長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関からの通知･依頼･照会･回答 ダイバーシティ推進室副室長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 課内書庫 ダイバーシティ推進室副室長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知･照会等 ダイバーシティ推進室副室長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 課内書庫 ダイバーシティ推進室副室長 廃棄

平成29年度 B 教職員 00 総括 ダイバーシティ（補助金以外） ダイバーシティ推進室副室長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 ダイバーシティ推進室副室長 廃棄

平成29年度 B 教職員 00 総括 ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ ダイバーシティ推進室副室長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 ダイバーシティ推進室副室長 廃棄

平成29年度 B 教職員 02 出張 旅行命令･依頼伺･旅行報告書 （ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ） ダイバーシティ推進室副室長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 ダイバーシティ推進室副室長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 ダイバーシティ推進委員会 人事労務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 ダイバーシティ推進室副室長 廃棄

平成28年度 B 教職員 00 総括 ダイバーシティ（補助金以外） ダイバーシティ推進副室長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 ダイバーシティ推進室副室長 廃棄

平成28年度 B 教職員 00 総括 ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ ダイバーシティ推進副室長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 ダイバーシティ推進室副室長 廃棄

平成28年度 B 教職員 02 出張 旅行命令･依頼伺･旅行報告書 （ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ） ダイバーシティ推進副室長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 ダイバーシティ推進室副室長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 男女共同参画 人事課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 ダイバーシティ推進室副室長 廃棄

1948/7/1 総務部総務課 法規係 機構･組織関係 大学設置 総務課法規係 無期限 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 移管

1951/4/4 総務部総務課 法規係 機構･組織関係 学科設置･学生定員変更等 総務課法規係 無期限 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 移管

1953/4/1 総務部総務課 総務係 公印関係 公印作成･改刻･廃止 庶務課庶務係 30 2031/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

1955/7/1 総務部総務課 法規係 機構･組織関係 工業短期大学部設置･廃止 総務課法規係 無期限 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 移管

1956/3/17 総務部総務課 法規係 学内規則関係 茨城大学学則等の制定･改廃 総務課法規係 30 2032/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄



1956/11/22 総務部総務課 法規係 教員免許の課程認定関係 教員の免許状授与の所要資格を得させるための課程の認定申請 総務課法規係 30 2027/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

1968/1/12 総務部総務課 法規係 機構･組織関係 大学院等設置 総務課法規係 無期限 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 移管

1972/3/10 総務部総務課 法規係 学内規則関係 茨城大学規則集 総務課法規係 30 2032/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

1990/4/1 総務部総務課 総務係 通知･依頼･照会等関係 他機関からの法令･規則･答申等通知(平成2年度) 庶務課庶務係 30 2021/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

1990/4/1 総務部総務課 法規係 法令･規則等関係 他機関からの法令･規則･答申等通知(平成2年度) 庶務課調査係 30 2021/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

1990/4/1 総務部総務課 総務課課長補佐 会議（学内）関係 評議会(平成2年度) 庶務課課長補佐 30 2021/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

1991/4/1 総務部総務課 総務係 通知･依頼･照会等関係 他機関からの法令･規則･答申等通知(平成3年度) 庶務課庶務係 30 2022/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

1991/4/1 総務部総務課 法規係 法令･規則等関係 他機関からの法令･規則･答申等通知(平成3年度) 庶務課調査係 30 2022/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

1991/4/1 総務部総務課 総務課課長補佐 会議（学内）関係 評議会(平成3年度) 庶務課課長補佐 30 2022/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

1992/4/1 総務部総務課 総務係 選挙関係 学長選挙(平成4年度) 庶務課庶務係 30 2023/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

1992/4/1 総務部総務課 総務係 通知･依頼･照会等関係 他機関からの法令･規則･答申等通知(平成4年度) 庶務課庶務係 30 2023/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

1992/4/1 総務部総務課 法規係 法令･規則等関係 他機関からの法令･規則･答申等通知(平成4年度) 庶務課調査係 30 2023/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

1992/4/1 総務部総務課 総務課課長補佐 会議（学内）関係 評議会(平成4年度) 庶務課課長補佐 30 2023/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

1993/4/1 総務部総務課 総務係 通知･依頼･照会等関係 他機関からの法令･規則･答申等通知(平成5年度) 庶務課庶務係 30 2024/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

1993/4/1 総務部総務課 法規係 法令･規則等関係 他機関からの法令･規則･答申等通知(平成5年度) 庶務課調査係 30 2024/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

1993/4/1 総務部総務課 総務課課長補佐 会議（学内）関係 評議会(平成5年度) 庶務課課長補佐 30 2024/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

1993/8/16 総務部総務課 法規係 機構･組織関係 学科長の指定･廃止 総務課法規係 30 2031/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

1994/4/1 総務部総務課 総務係 通知･依頼･照会等関係 他機関からの法令･規則･答申等通知(平成6年度) 庶務課庶務係 30 2025/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

1994/4/1 総務部総務課 法規係 法令･規則等関係 他機関からの法令･規則･答申等通知(平成6年度) 庶務課調査係 30 2025/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

1994/4/1 総務部総務課 総務課課長補佐 会議（学内）関係 評議会(平成6年度) 庶務課課長補佐 30 2025/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

1995/4/1 総務部総務課 総務係 通知･依頼･照会等関係 他機関からの法令･規則･答申等通知(平成7年度) 庶務課庶務係 30 2026/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

1995/4/1 総務部総務課 法規係 法令･規則等関係 他機関からの法令･規則･答申等通知(平成7年度) 庶務課調査係 30 2026/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

1995/4/1 総務部総務課 総務課課長補佐 会議（学内）関係 評議会(平成7年度) 庶務課課長補佐 30 2026/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

1996/4/1 総務部総務課 総務係 選挙関係 学長選挙(平成8年度) 庶務課庶務係 30 2027/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

1996/4/1 総務部総務課 総務係 通知･依頼･照会等関係 他機関からの法令･規則･答申等通知(平成8年度) 庶務課庶務係 30 2027/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

1996/4/1 総務部総務課 法規係 法令･規則等関係 他機関からの法令･規則･答申等通知(平成8年度) 庶務課企画法規係 30 2027/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

1996/4/1 総務部総務課 総務課課長補佐 会議（学内）関係 評議会(平成8年度) 庶務課課長補佐 30 2027/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

1997/4/1 総務部総務課 総務係 通知･依頼･照会等関係 他機関からの法令･規則･答申等通知(平成9年度) 庶務課総務係 30 2028/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

1997/4/1 総務部総務課 法規係 法令･規則等関係 他機関からの法令･規則･答申等通知(平成9年度) 庶務課企画法規係 30 2028/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

1997/4/1 総務部総務課 総務課課長補佐 会議（学内）関係 評議会(平成9年度) 庶務課課長補佐 30 2028/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

1998/4/1 総務部総務課 総務係 選挙関係 学長選挙(平成10年度) 庶務課庶務係 30 2029/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

1998/4/1 総務部総務課 総務係 通知･依頼･照会等関係 他機関からの法令･規則･答申等通知(平成10年度) 庶務課総務係 30 2029/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

1998/4/1 総務部総務課 法規係 法令･規則等関係 他機関からの法令･規則･答申等通知(平成10年度) 庶務課企画法規係 30 2029/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

1998/4/1 総務部総務課 総務課課長補佐 会議（学内）関係 評議会(平成10年度) 庶務課課長補佐 30 2029/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

1999/4/1 総務部総務課 総務係 通知･依頼･照会等関係 他機関からの法令･規則･答申等通知(平成11年度) 庶務課総務係 30 2030/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

1999/4/1 総務部総務課 法規係 法令･規則等関係 他機関からの法令･規則･答申等通知(平成11年度) 庶務課企画法規係 30 2030/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

1999/4/1 総務部総務課 総務課課長補佐 会議（学内）関係 評議会(平成11年度) 庶務課課長補佐 30 2030/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

2000/4/1 総務部総務課 総務係 通知･依頼･照会等関係 他機関からの法令･規則･答申等通知(平成12年度) 総務課総務係 30 2031/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

2000/4/1 総務部総務課 法規係 法令･規則等関係 他機関からの法令･規則･答申等通知(平成12年度) 総務課法規係 30 2031/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

2000/4/1 総務部総務課 総務課課長補佐 会議（学内）関係 評議会(平成12年度) 総務課専門員（企画調整） 30 2031/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄



2001/4/1 総務部総務課 総務係 通知･依頼･照会等関係 他機関からの法令･規則･答申等通知(平成13年度) 総務課総務係 30 2032/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

2001/4/1 総務部総務課 総務課課長補佐 会議（学内）関係 評議会(平成13年度) 総務課専門員（企画調整） 30 2032/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

2001/4/1 総務部総務課 法規係 法令･規則等関係 法律政令省令等綴(平成13年度) 総務課法規係 30 2032/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

2002/4/1 総務部総務課 総務係 選挙関係 学長選挙(平成14年度) 総務課総務係 30 2033/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

2002/4/1 総務部総務課 総務係 通知･依頼･照会等関係 他機関からの法令･規則･答申等通知(平成14年度) 総務課総務係 30 2033/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

2002/4/1 総務部総務課 総務課課長補佐 会議（学内）関係 評議会(平成14年度) 総務課専門員（企画調整） 30 2033/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

2002/4/1 総務部総務課 法規係 法令･規則等関係 法律政令省令等綴(平成14年度) 総務課法規係 30 2033/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

2003/4/1 総務部総務課 総務係 選挙関係 学長選挙(平成15年度) 総務課総務係 30 2034/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

2003/4/1 総務部総務課 総務係 通知･依頼･照会等関係 他機関からの法令･規則･答申等通知(平成15年度) 総務課総務係 30 2034/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

2003/4/1 総務部総務課 総務課課長補佐 会議（学内）関係 評議会(平成15年度) 総務課専門員（企画調整） 30 2034/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

2003/4/1 総務部総務課 法規係 法令･規則等関係 法律政令省令等綴(平成15年度) 総務課法規係 30 2034/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

2004/4/1 総務部総務課 総務係 選挙関係 学長選考会議(平成16年度) 庶務課庶務係 30 2035/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

2004/4/1 総務部総務課 総務課課長補佐 会議（学内）関係 教育研究評議会(平成16年度) 総務課課長補佐 30 2035/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

2004/4/1 総務部総務課 総務課課長補佐 会議（学内）関係 経営協議会(平成16年度) 総務課課長補佐 30 2035/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

2004/4/1 総務部総務課 法規係 学内規則関係 国立大学法人茨城大学規則集 総務課法規係 30 2035/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

2004/4/1 総務部総務課 法規係 学内規則関係 国立大学法人茨城大学組織規則等の制定･改廃 総務課法規係 30 2035/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

2004/4/1 総務部総務課 法規係 機構･組織関係 国立大学法人登記(不動産登記を除く。) 総務課法規係 30 2035/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

2004/4/1 総務部総務課 総務係 通知･依頼･照会等関係 他機関からの法令･規則･答申等通知(平成16年度) 総務課総務係 30 2035/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

2004/4/1 総務部総務課 法規係 法令･規則等関係 法律政令省令等綴(平成16年度) 総務課法規係 30 2035/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

2004/4/1 総務部総務課 総務課課長補佐 会議（学内）関係 役員会(平成16年度) 総務課課長補佐 30 2035/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

2005/4/1 総務部総務課 総務課課長補佐 各種団体関係 茨城県文化振興協会解散関係 総務課課長補佐（総務･危機管理） 30 2036/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

2005/4/1 総務部総務課 総務課課長補佐 会議（学内）関係 教育研究評議会(平成17年度) 総務課課長補佐（総務･法規） 30 2036/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

2005/4/1 総務部総務課 総務課課長補佐 会議（学内）関係 経営協議会(平成17年度) 総務課課長補佐（総務･法規） 30 2036/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

2005/4/1 総務部総務課 総務係 通知･依頼･照会等関係 他機関からの法令･規則･答申等通知(平成17年度) 総務課総務係 30 2036/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

2005/4/1 総務部総務課 法規係 法令･規則等関係 法律政令省令等綴(平成17年度) 総務課法規係 30 2036/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

2005/4/1 総務部総務課 総務課課長補佐 会議（学内）関係 役員会(平成17年度) 総務課課長補佐（総務･法規） 30 2036/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

2006/4/1 総務部総務課 総務課課長補佐 会議（学内）関係 教育研究評議会(平成18年度) 総務課課長補佐（総務･法規） 30 2037/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

2006/4/1 総務部総務課 総務課課長補佐 会議（学内）関係 経営協議会(平成18年度) 総務課課長補佐（総務･法規） 30 2037/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

2006/4/1 総務部総務課 総務課課長補佐 訴訟関係 訴訟(平成18年度) 総務課課長補佐 30 2037/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

2006/4/1 総務部総務課 総務係 通知･依頼･照会等関係 他機関からの法令･規則･答申等通知(平成18年度) 総務課総務係 30 2037/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

2006/4/1 総務部総務課 法規係 法令･規則等関係 法律政令省令等綴(平成18年度) 総務課法規係 30 2036/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

2006/4/1 総務部総務課 総務課課長補佐 会議（学内）関係 役員会(平成18年度) 総務課課長補佐（総務･法規） 30 2037/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

2007/4/1 総務部総務課 総務課課長補佐 会議（学内）関係 教育研究評議会(平成19年度) 総務課課長補佐 30 2038/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

2007/4/1 総務部総務課 総務課課長補佐 会議（学内）関係 経営協議会(平成19年度) 総務課課長補佐 30 2038/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

2007/4/1 総務部総務課 総務課課長補佐 訴訟関係 訴訟(平成19年度) 総務課課長補佐 30 2038/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

2007/4/1 総務部総務課 総務係 通知･依頼･照会等関係 他機関からの法令･規則･答申等通知(平成19年度) 総務課総務係 30 2038/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

2007/4/1 総務部総務課 法規係 法令･規則等関係 法律政令省令等綴(平成19年度) 総務課法規係 30 2037/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

2007/4/1 総務部総務課 総務課課長補佐 会議（学内）関係 役員会(平成19年度) 総務課課長補佐 30 2038/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

2008/4/1 総務部総務課 総務係 選挙関係 学長選考会議(平成20年度) 庶務課庶務係 30 2039/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

2008/4/1 総務部総務課 総務企画主幹 会議（学内）関係 教育研究評議会(平成20年度) 総務企画主幹 30 2039/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄



2008/4/1 総務部総務課 総務企画主幹 会議（学内）関係 経営協議会(平成20年度) 総務企画主幹 30 2039/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

2008/4/1 総務部総務課 総務課課長補佐 訴訟関係 訴訟(平成20年度) 総務課課長補佐 30 2039/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

2008/4/1 総務部総務課 総務係 通知･依頼･照会等関係 他機関からの法令･規則･答申等通知(平成20年度) 総務課総務係 30 2039/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

2008/4/1 総務部総務課 法規係 法令･規則等関係 法律政令省令等綴(平成20年度) 総務課法規係 30 2038/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

2008/4/1 総務部総務課 総務企画主幹 会議（学内）関係 役員会(平成20年度) 総務企画主幹 30 2039/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

2009/4/1 総務部総務課 総務係 選挙関係 学長選考会議(平成21年度) 庶務課庶務係 30 2040/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

2009/4/1 総務部総務課 総務企画主幹 会議（学内）関係 教育研究評議会(平成21年度) 総務企画主幹 30 2040/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

2009/4/1 総務部総務課 総務企画主幹 会議（学内）関係 経営協議会(平成21年度) 総務企画主幹 30 2040/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

2009/4/1 総務部総務課 総務課課長補佐 訴訟関係 訴訟(平成21年度) 総務課課長補佐 30 2040/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

2009/4/1 総務部総務課 総務係 通知･依頼･照会等関係 他機関からの法令･規則･答申等通知(平成21年度) 総務課総務係 30 2040/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

2009/4/1 総務部総務課 法規係 法令･規則等関係 法律政令省令等綴(平成21年度) 総務課法規係 30 2040/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

2009/4/1 総務部総務課 総務企画主幹 会議（学内）関係 役員会(平成21年度) 総務企画主幹 30 2040/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

2009/4/1 危機管理室 危機管理推進員 防災覚書 水戸市との洪水時における緊急避難場所に関する覚書 危機管理室長 無期限 紙 総務課事務室 総務部総務課 廃棄

2010/4/1 総務部総務課 総務係 選挙関係 学長選考会議(平成22年度) 総務課総務係 30 2041/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

2010/4/1 総務部総務課 学長秘書室長 会議（学内）関係 教育研究評議会(平成22年度) 学長秘書室長 30 2041/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

2010/4/1 総務部総務課 学長秘書室長 会議（学内）関係 経営協議会(平成22年度) 学長秘書室長 30 2041/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

2010/4/1 総務部総務課 総務課課長補佐 訴訟関係 訴訟(平成22年度) 総務課課長補佐 30 2041/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

2010/4/1 総務部総務課 総務係 式典･行事関係 卒業式(平成22年度) 総務課総務係 10 2021/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

2010/4/1 総務部総務課 総務係 通知･依頼･照会等関係 他機関からの法令･規則･答申等通知(平成22年度) 総務課総務係 30 2041/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

2010/4/1 総務部総務課 総務係 式典･行事関係 入学式(平成22年度) 総務課総務係 10 2021/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

2010/4/1 総務部総務課 法規係 法令･規則等関係 法律政令省令等綴(平成22年度) 総務課法規係 30 2041/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

2010/4/1 総務部総務課 学長秘書室長 会議（学内）関係 役員会(平成22年度) 学長秘書室長 30 2041/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務部総務課 廃棄

平成23年度～ A 管理一般 00 総括 鍵保管台帳(総務課･事務支援室) 総務課長 2012/4/1 常用 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 00 総括 卒業式 総務課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務課長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 00 総括 入学式 総務課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務課長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 00 総括 理工学研究科博士後期課程学位記授与式 総務課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務課長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 00 総括 理工学研究科博士後期課程入学式(１０月期) 総務課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務課長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 01 法令･規則 学内規則 総務課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務課長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 01 法令･規則 法律政令省令 総務課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務課長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 02 組織 教育組織設置･改廃 総務課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務課長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 03 会議 教育研究評議会 総務課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務課長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 03 会議 経営協議会 総務課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務課長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 03 会議 原子力防災委員会 総務課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務課長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 03 会議 大学院委員会 総務課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務課長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 03 会議 副学長･学部長会議 総務課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務課長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 03 会議 副学長･補佐会議 総務課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務課長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 03 会議 役員会 総務課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務課長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 04 運営 東日本大震災対応(「報告」含む) 総務課長 2012/4/1 無期限 紙 事務局文書保管庫 総務課長 廃棄 ＜震災関連含む＞

平成23年度 A 管理一般 04 運営 福島スクリーニング(東日本大震災関連) 総務課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務課長 廃棄 ＜震災関連含む＞

平成23年度 A 管理一般 08 文書 公印管理 総務課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄



平成23年度 A 管理一般 08 文書 文書管理 総務課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務課長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 08 文書 法人文書ファイル管理簿 総務課長 2012/4/1 5 2022/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務課長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 12 統計 事故報告･届出 総務課長 2012/4/1 5 2022/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 03 選考･選挙 学長選考 総務課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務課長 廃棄

平成23年度 C 財務 06 動産等 備品管理(総務部) 総務課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務課長 廃棄

平成23年度～ A 管理一般 08 文書 法人文書ファイル管理簿 総務課長 2012/4/1 常用 電子（共有サーバー） 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成23年度～ A 管理一般 08 文書 個人情報ファイル簿 総務課長 2012/4/1 常用 電子（共有サーバー） 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 00 総括 国立大学法人登記 総務課長 2013/4/1 無期限 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 00 総括 卒業式･理工学研究科博士後期課程学位記授与式 総務課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務課長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 00 総括 入学式･理工学研究科博士後期課程入学式(１０月期) 総務課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務課長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 01 法令･規則 学内規則 総務課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務課長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 01 法令･規則 法律政令省令 総務課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務課長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 02 組織 教育組織設置･改廃 総務課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務課長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 03 会議 教育研究評議会 総務課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務課長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 03 会議 経営協議会 総務課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 学長秘書室 総務課長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 03 会議 原子力防災委員会 総務課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務課長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 03 会議 大学院委員会(将来構想専門委員会･点検･評価専門委員会含む) 総務課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務課長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 03 会議 副学長･学部長会議 総務課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 学長秘書室 総務課長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 03 会議 副学長･補佐会議 総務課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 学長秘書室 総務課長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 03 会議 役員会 総務課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 学長秘書室 総務課長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 04 運営 無線局登録状 総務課長 2013/4/1 無期限 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 08 文書 公印管理 総務課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 08 文書 文書管理 総務課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務課長 廃棄

平成24年度～ A 管理一般 08 文書 法人文書ファイル廃棄簿 総務課長 2013/4/1 常用 電子（共有サーバー） 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 12 統計 事故報告･届出 総務課長 2013/4/1 5 2023/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務課長 廃棄

平成24年度 B 教職員 03 選考･選挙 学長選考 総務課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 学長秘書室 総務課長 廃棄

平成24年度 C 財務 06 動産等 備品管理(総務部) 総務課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務課長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 00 総括 卒業式･理工学研究科博士後期課程学位記授与式 総務課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務課長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 00 総括 入学式･理工学研究科博士後期課程入学式(１０月期) 総務課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務課長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 01 法令･規則 学内規則 総務課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務課長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 01 法令･規則 法律政令省令 総務課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務課長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 02 組織 教育組織設置･改廃 総務課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務課長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 03 会議 教育研究評議会 総務課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 学長秘書室 総務課長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 03 会議 経営協議会 総務課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 学長秘書室 総務課長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 03 会議 原子力防災委員会 総務課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務課長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 03 会議 大学院委員会(将来構想専門委員会･点検･評価専門委員会含む) 総務課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務課長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 03 会議 副学長･学部長会議 総務課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 03 会議 副学長･補佐会議 総務課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 学長秘書室 総務課長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 03 会議 役員会 総務課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 学長秘書室 総務課長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 04 運営 無線局登録状 総務課長 2014/4/1 無期限 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄



平成25年度 A 管理一般 08 文書 公印管理 総務課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 08 文書 文書管理 総務課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 03 選考･選挙 学長選考 総務課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 学長秘書室 総務課長 廃棄

平成25年度 C 財務 06 動産等 備品管理(総務部) 総務課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 00 総括 国立大学法人登記 総務課長 2015/4/1 無期限 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 00 総括 入学式･理工学研究科博士後期課程入学式(１０月期) 総務課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務課長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 00 総括 卒業式･理工学研究科博士後期課程学位記授与式 総務課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務課長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 01 法令･規則 法律政令省令 総務課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務課長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 01 法令･規則 学内規則 総務課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務課長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 02 組織 教職大学院設置 総務課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務課長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 02 組織 教育組織設置･改廃 総務課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務課長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 03 会議 経営協議会 総務課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 学長秘書室 総務課長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 03 会議 役員会 総務課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 学長秘書室 総務課長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 03 会議 教育研究評議会 総務課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 学長秘書室 総務課長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 03 会議 副学長･補佐会議 総務課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 学長秘書室 総務課長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 03 会議 大学運営会議 総務課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 学長秘書室 総務課長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 03 会議 副学長･学部長会議 総務課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 03 会議 大学院委員会(将来構想専門委員会･点検･評価専門委員会含む) 総務課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務課長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 03 会議 原子力防災委員会 総務課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務課長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 04 運営 2020年東京オリンピック･パラリンピック競技大会開催に向けた大学連携 総務課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 08 文書 文書管理 総務課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務課長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 08 文書 公印管理 総務課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 12 統計 事故報告･届出 総務課長 2015/4/1 5 2025/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 03 選考･選挙 学長選考会議 総務課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成26年度 C 財務 06 動産等 備品管理(総務部) 総務課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 00 総括 入学式･理工学研究科博士後期課程入学式(１０月期) 総務課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 00 総括 卒業式･理工学研究科博士後期課程学位記授与式 総務課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 00 総括 鍵保管台帳(総務課･事務支援室) 総務課長 2016/4/1 常用 2021/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 01 法令･規則 法律政令省令 総務課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 01 法令･規則 学内規則(総務係) 総務課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 01 法令･規則 学内規則 総務課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 02 組織 教職大学院設置 総務課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 02 組織 教育組織設置･改廃 総務課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 経営協議会 総務課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 学長秘書室 総務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 役員会 総務課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 学長秘書室 総務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 教育研究評議会 総務課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 学長秘書室 総務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 副学長･学長補佐会議 総務課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 学長秘書室 総務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 大学運営会議 総務課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 学長秘書室 総務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 副学長･学部長会議 総務課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 部課長事務長会議 総務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務課長 廃棄



平成27年度 A 管理一般 03 会議 大学院委員会(将来構想専門委員会･点検･評価専門委員会含む) 総務課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 教育研究助成会 総務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 リスク管理委員会 総務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 リスク管理対策連絡会議 総務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 原子力防災委員会 総務課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 04 運営 国立大学法人総合損害保険 総務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 04 運営 防災･防火管理者等資格管理票 総務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 04 運営 茨城大学名称使用･茨城大学校章使用 総務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 04 運営 事務支援室支援業務 総務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 04 運営 2020年東京オリンピック･パラリンピック競技大会開催に向けた大学連携 総務課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 05 計画･企画 中期目標･中期計画及び年度計画 総務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 08 文書 文書管理 総務課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 08 文書 法人文書ファイル管理簿(平成25年度作成分) 総務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 08 文書 法人文書ファイル廃棄簿(平成26年度廃棄分) 総務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 08 文書 公印管理 総務課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 08 文書 公印使用伺簿 総務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 08 文書 文書処理簿(総務課) 総務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 08 文書 文書処理簿(事務支援室) 総務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 08 文書 郵便物等発送伝票(総務課) 総務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 08 文書 個人情報保護 総務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 08 文書 情報開示及び個人情報開示請求 総務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 08 文書 情報公開 総務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 08 文書 郵便物等発送伝票(事務支援室) 総務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 08 文書 特殊郵便物収受簿(事務支援室) 総務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 08 文書 電報発信･収受簿 総務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 09 検査･監査 学内監査(総務課) 総務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 文部科学省からの通知･依頼･照会･回答(総務課総務係) 総務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 文部科学省からの通知･依頼･照会･回答(総務課法規係) 総務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 国立大学協会からの通知･依頼･照会･回答(総務課総務係) 総務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 国立大学協会からの通知･依頼･照会･回答(学長秘書室) 総務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 学長秘書室 総務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 事故報告･届出 総務課長 2016/4/1 5 2026/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 毎月勤労統計調査 総務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 調査･統計･報告 総務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿 総務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 休暇簿 総務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働命令簿･報告書 総務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 02 出張 旅行命令簿 総務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 03 選考･選挙 学長選考会議 総務課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成27年度 C 財務 01 予算 予算配分･執行 総務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務課長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 預り金出納簿 総務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務課長 廃棄



平成27年度 C 財務 06 動産等 金券等受払簿 総務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成27年度 C 財務 06 動産等 備品管理(総務部) 総務課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 04 運営 Ｇ７茨城･つくば科学技術大臣会合協議会 総務課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 04 運営 第74回国民体育大会茨城県準備委員会 総務課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 00 総括 国立大学法人登記 総務課長 2017/4/1 無期限 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 経営協議会 総務課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 学長秘書室 総務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 役員会 総務課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 学長秘書室 総務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 教育研究評議会 総務課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 学長秘書室 総務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 副学長･学長補佐会議 総務課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 学長秘書室 総務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 学長アドバイザリーボード 総務課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 学長秘書室 総務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 国立大学協会からの通知･依頼･照会･回答(学長秘書室) 総務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 学長秘書室 総務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 08 文書 文書処理簿(事務支援室) 総務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務支援室 総務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 08 文書 郵便物等発送伝票(事務支援室) 総務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務支援室 総務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 08 文書 特殊郵便物収受簿(事務支援室) 総務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務支援室 総務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 00 総括 理工学研究科博士後期課程入学式(１０月期) 総務課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 00 総括 卒業式･理工学研究科博士後期課程学位記授与式 総務課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 00 総括 茨城大学創立70周年記念事業 総務課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 00 総括 鍵保管台帳(総務課･事務支援室) 総務課長 2017/4/1 常用 2022/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 01 法令･規則 法律政令省令 総務課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 01 法令･規則 学内規則(総務係) 総務課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 01 法令･規則 学内規則 総務課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 02 組織 教育組織設置･改廃 総務課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 副学長･学部長会議 総務課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 大学運営会議 総務課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 学長秘書室 総務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 部課長事務長会議 総務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 大学院委員会(将来構想専門委員会･点検･評価専門委員会含む) 総務課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 教育研究助成会 総務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 事務連絡会 総務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 リスク管理対策連絡会議 総務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 04 運営 国立大学法人総合損害保険 総務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 04 運営 防災･防火管理者等資格管理票 総務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 04 運営 阿見町との防災連携協力覚書 総務課長 2017/4/1 無期限 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 04 運営 茨城大学名義使用 総務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 04 運営 2020年東京オリンピック･パラリンピック競技大会開催に向けた大学連携 総務課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 05 計画･企画 中期目標･中期計画及び年度計画 総務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 08 文書 法人文書管理 総務課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 08 文書 公印管理 総務課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 08 文書 文書処理簿(総務課) 総務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 08 文書 郵便物等発送伝票(総務課) 総務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 08 文書 電報発信･収受簿 総務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄



平成28年度 A 管理一般 08 文書 個人情報保護 総務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 08 文書 情報開示及び個人情報開示請求 総務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 08 文書 情報公開 総務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務局文書保管庫 総務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 09 検査･監査 学内監査(総務課) 総務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 文部科学省からの通知･依頼･照会･回答(総務課総務係) 総務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 文部科学省からの通知･依頼･照会･回答(総務課法規係) 総務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 国立大学協会からの通知･依頼･照会･回答(総務課総務係) 総務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 事故報告･届出 総務課長 2017/4/1 5 2027/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿 総務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 休暇簿 総務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働命令簿･報告書 総務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 02 出張 旅行命令簿 総務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 03 選考･選挙 学長選考会議 総務課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成28年度 C 財務 01 予算 予算配分･執行 総務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成28年度 C 財務 06 動産等 金券等受払簿 総務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成28年度 C 財務 06 動産等 備品管理(総務部) 総務課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 04 運営 Ｇ７茨城･つくば科学技術大臣会合協議会 総務課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 04 運営 第74回国民体育大会茨城県準備委員会 総務課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 04 運営 業務改善･効率化 総務課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 00 総括 国立大学法人登記 総務課長 2018/4/1 無期限 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 00 総括 感謝状 総務課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 経営協議会 総務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 学長秘書室 総務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 役員会 総務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 学長秘書室 総務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 教育研究評議会 総務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 学長秘書室 総務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 副学長･学長補佐会議 総務課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 学長秘書室 総務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 学長アドバイザリーボード 総務課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 学長秘書室 総務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 国立大学協会からの通知･依頼･照会･回答（学長秘書室） 総務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学長秘書室 総務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関からの通知･依頼･照会･回答（学長秘書室） 総務課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 学長秘書室 総務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知･照会等(学長秘書室) 総務課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 学長秘書室 総務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 08 文書 文書処理簿（事務支援室） 総務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務支援室 総務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 08 文書 郵便物等発送伝票（事務支援室） 総務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務支援室 総務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 08 文書 特殊郵便物収受簿（事務支援室） 総務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務支援室 総務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 00 総括 入学式･理工学研究科博士後期課程入学式（１０月期） 総務課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 00 総括 卒業式･学位記授与式（９月期） 総務課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 00 総括 茨城大学創立70周年記念事業 総務課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 00 総括 鍵保管台帳(総務課･事務支援室) 総務課長 2018/4/1 常用 2023/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 01 法令･規則 法律政令省令 総務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 01 法令･規則 学内規則（総務係） 総務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 01 法令･規則 学内規則 総務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 02 組織 教育組織設置･改廃 総務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄



平成29年度 A 管理一般 03 会議 副学長･学部長会議 総務課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 大学運営会議 総務課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 学長秘書室 総務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 部課長事務長会議 総務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 教育研究助成会 総務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 事務連絡会 総務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 業務改善･効率化 総務課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 国立大学法人総合損害保険 総務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 防災･防火管理者等資格管理票 総務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 茨城大学名義使用 総務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 業務用自動車運転者名簿 総務課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 堀原運動公園利用申請 総務課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 2020年東京オリンピック･パラリンピック競技大会開催に向けた大学連携 総務課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 05 計画･企画 中期目標･中期計画及び年度計画 総務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 08 文書 法人文書管理 総務課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 08 文書 公印管理 総務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 08 文書 文書処理簿（総務課） 総務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 08 文書 電報発信･収受簿 総務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 08 文書 個人情報保護 総務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 08 文書 情報公開 総務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 09 検査･監査 学内監査（総務課） 総務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 文部科学省からの通知･依頼･照会･回答（総務課総務係） 総務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 文部科学省からの通知･依頼･照会･回答（総務課法規係） 総務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 国立大学協会からの通知･依頼･照会･回答（総務課総務係） 総務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関からの通知･依頼･照会･回答（総務課総務係） 総務課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知･照会等 総務課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 郵便･学内便等に関する通知等 総務課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 事務支援室 総務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 事故報告･届出 総務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 調査･統計･報告 総務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 00 総括 人事労務管理 総務課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿 総務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 休暇簿 総務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働命令簿･報告書 総務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 02 出張 旅行命令簿 総務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 03 選考･選挙 学長選考会議 総務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成29年度 C 財務 01 予算 予算配分･執行 総務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成29年度 C 財務 06 動産等 金券等受払簿 総務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成29年度 C 財務 06 動産等 備品管理（総務部） 総務課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 第74回国民体育大会茨城県準備委員会 総務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 00 総括 感謝状 総務課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 08 文書 文書処理簿（事務支援室） 総務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務支援室 総務課長 廃棄



平成30年度 A 管理一般 08 文書 郵便物等発送伝票（事務支援室） 総務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務支援室 総務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 08 文書 特殊郵便物収受簿（事務支援室） 総務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務支援室 総務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 00 総括 入学式･理工学研究科博士後期課程入学式（後学期） 総務課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 00 総括 卒業式･学位記授与式（９月期） 総務課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 部課長事務長会議 総務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 教育研究助成会 総務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 G20茨城つくば貿易･デジタル経済大臣会合推進協議会 総務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 茨城大学名義使用 総務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 業務用自動車運転者名簿 総務課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 堀原運動公園利用申請 総務課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 2020年東京オリンピック･パラリンピック競技大会開催に向けた大学連携 総務課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 08 文書 文書処理簿（総務課） 総務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 08 文書 電報発信･収受簿 総務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 09 検査･監査 学内監査（総務課） 総務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 文部科学省からの通知･依頼･照会･回答（総務課総務係） 総務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 国立大学協会からの通知･依頼･照会･回答（総務課総務係） 総務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関からの通知･依頼･照会･回答（総務課総務係） 総務課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知･照会等（総務課総務係） 総務課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 郵便･学内便等に関する通知等 総務課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 事務支援室 総務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿 総務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 休暇簿 総務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働命令簿･報告書 総務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 02 出張 旅行命令簿 総務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成30年度 C 財務 01 予算 予算配分･執行 総務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成30年度 C 財務 06 動産等 金券等受払簿 総務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成30年度 C 財務 06 動産等 備品管理（総務部） 総務課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 00 総括 国立大学法人登記 総務課長 2019/4/1 無期限 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 01 法令･規則 法律政令省令 総務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 01 法令･規則 学内規則 総務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 02 組織 教育組織設置･改廃 総務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 08 文書 個人情報保護 総務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 08 文書 情報公開 総務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 文部科学省からの通知･依頼･照会･回答（総務課総務係） 総務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 調査･統計･報告 総務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 09 能力開発 研修（総務課法規係） 総務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 経営協議会 総務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 学長秘書室 総務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 役員会 総務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 学長秘書室 総務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 教育研究評議会 総務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 学長秘書室 総務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 副学長･学長補佐会議 総務課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 学長秘書室 総務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 学長アドバイザリーボード 総務課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 学長秘書室 総務課長 廃棄



平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 国立大学協会からの通知･依頼･照会･回答(学長秘書室) 総務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 学長秘書室 総務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関からの通知･依頼･照会･回答(学長秘書室) 総務課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 学長秘書室 総務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知･照会等(学長秘書室) 総務課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 学長秘書室 総務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 大学運営会議 総務課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 学長秘書室 総務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 00 総括 茨城大学創立70周年記念事業 総務課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 副学長･学部長会議 総務課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 事務連絡会 総務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 国立大学法人総合損害保険 総務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 防災･防火管理者等資格管理票 総務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 05 計画･企画 中期目標･中期計画及び年度計画 総務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 業務改善･効率化 総務課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 08 文書 法人文書管理 総務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 08 文書 公印管理 総務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 事故報告･届出 総務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 00 総括 人事労務管理 総務課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 03 選考･選挙 学長選考会議 総務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 00 総括 感謝状 総務課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 08 文書 文書処理簿（事務支援室） 総務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務支援室 総務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 08 文書 郵便物等発送伝票（事務支援室） 総務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務支援室 総務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 08 文書 特殊郵便物収受簿（事務支援室） 総務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務支援室 総務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 00 総括 入学式･理工学研究科博士後期課程入学式（後学期） 総務課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 00 総括 卒業式･学位記授与式（９月期） 総務課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 部課長事務長会議 総務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 教育研究助成会 総務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 G20茨城つくば貿易･デジタル経済大臣会合推進協議会 総務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 茨城大学名義使用 総務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 業務用自動車運転者名簿 総務課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 堀原運動公園利用申請 総務課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 2020年東京オリンピック･パラリンピック競技大会開催に向けた大学連携 総務課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 茨城県産業会館 総務課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 08 文書 文書処理簿（総務課） 総務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 08 文書 電報発信･収受簿 総務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 09 検査･監査 学内監査（総務課） 総務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 文部科学省からの通知･依頼･照会･回答（総務課総務係） 総務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 国立大学協会からの通知･依頼･照会･回答（総務課総務係） 総務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関からの通知･依頼･照会･回答（総務課総務係） 総務課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知･依頼･照会･回答（総務課総務係） 総務課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 郵便･学内便等に関する通知等 総務課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務支援室 総務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿 総務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 休暇簿 総務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄



令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働命令簿･報告書 総務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 02 出張 旅行命令簿 総務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

令和元年度 C 財務 01 予算 予算配分･執行 総務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

令和元年度 C 財務 06 動産等 金券等受払簿 総務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

令和元年度 C 財務 06 動産等 備品管理（総務部） 総務課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

令和元年度 C 財務 06 動産等 ETC･ガソリンカード受渡簿 総務課長 2020/4/1 1 2021/3/31 紙 事務支援室 総務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 01 法令･規則 法律政令省令 総務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 01 法令･規則 学内規則 総務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 02 組織 教育組織設置･改廃 総務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 08 文書 個人情報保護 総務課長 2020/4/1 5 2024/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 08 文書 情報公開 総務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 文部科学省からの通知･依頼･照会･回答（総務課法規係） 総務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 調査･統計･報告 総務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 経営協議会 総務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 学長秘書室 総務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 役員会 総務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 学長秘書室 総務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 教育研究評議会 総務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 学長秘書室 総務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 副学長･学長補佐会議 総務課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 学長秘書室 総務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 学長アドバイザリーボード 総務課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 学長秘書室 総務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 国立大学協会からの通知･依頼･照会･回答(学長秘書室) 総務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 学長秘書室 総務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関からの通知･依頼･照会･回答(学長秘書室) 総務課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 学長秘書室 総務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知･依頼･照会･回答(学長秘書室) 総務課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 学長秘書室 総務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 大学運営会議 総務課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 学長秘書室 総務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 00 総括 茨城大学創立70周年記念事業 総務課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 副学長･学部長会議 総務課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 事務連絡会 総務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 国立大学法人総合損害保険 総務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 防災･防火管理者等資格管理票 総務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 05 計画･企画 中期目標･中期計画及び年度計画 総務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 業務改善･効率化 総務課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 08 文書 法人文書管理 総務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 08 文書 公印管理 総務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 事故報告･届出 総務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 00 総括 人事労務管理 総務課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 03 選考･選挙 学長選考会議 総務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 総務課事務室 総務課長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 13 社会連携 社会連携事業会会報　「茨苑」印刷物 社会連携課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 課内書庫 基金・同窓会課長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 13 社会連携 社会連携事業会会報「茨苑」 社会連携課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 課内書庫 基金・同窓会課長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 13 社会連携 社会連携事業会会報「茨苑」 社会連携課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 課内書庫 基金・同窓会課長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 13 社会連携 社会連携事業会会報「茨苑」 社会連携課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 課内書庫 基金・同窓会課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 04 運営 茨城大学基金 総務課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 総務課事務室 基金・同窓会課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 社会連携事業会理事会 社会連携課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 基金・同窓会課長 廃棄



平成27年度 A 管理一般 03 会議 基盤強化委員会 社会連携課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 基金・同窓会課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 13 社会連携 社会連携事業会運営 社会連携課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 基金・同窓会課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 13 社会連携 社会連携事業会会報「茨苑」 社会連携課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 課内書庫 基金・同窓会課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 13 社会連携 社会連携事業会会報「茨苑」編集資料 社会連携課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 基金・同窓会課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 04 運営 ホームカミングデー 総務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 基金・同窓会課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 13 社会連携 社会連携事業会　寄附金･会費受入関係 社会連携課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 基金・同窓会課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 04 運営 寄附契約関係書類 事業推進課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 課内書庫 基金・同窓会課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 04 運営 茨城大学基金寄附受入 事業推進課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 基金・同窓会課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 社会連携事業会理事会 事業推進課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 基金・同窓会課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 基盤強化委員会 事業推進課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 基金・同窓会課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 13 社会連携 社会連携事業会運営 事業推進課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 基金・同窓会課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 13 社会連携 社会連携事業会会報「茨苑」 事業推進課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 課内書庫 基金・同窓会課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 13 社会連携 社会連携事業会会報「茨苑」編集資料 事業推進課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 基金・同窓会課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 13 社会連携 社会連携事業会　寄附金･会費受入関係 事業推進課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 基金・同窓会課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 13 社会連携 ホームカミングデー　2016 事業推進課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 基金・同窓会課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 13 社会連携 茨城大学同窓会連合会 事業推進課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 基金・同窓会課長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 預り金出納簿（同窓会連合会） 事業推進課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 基金・同窓会課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 04 運営 茨城大学基金室準備資料 事業推進課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 課内書庫 基金・同窓会課長 廃棄

平成29年度 I 社会連携 02 地域連携 社会連携事業会運営 連携渉外課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 基金・同窓会課長 廃棄

平成29年度 I 社会連携 00 総括 茨城大学基金　管理運営事務 連携渉外課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 基金・同窓会課長 廃棄

平成29年度 I 社会連携 00 総括 茨城大学基金　寄附受入 連携渉外課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 基金・同窓会課長 廃棄

平成29年度 I 社会連携 00 総括 茨城大学基金　寄附報告 連携渉外課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 基金・同窓会課長 廃棄

平成29年度 I 社会連携 02 地域連携 ホームカミングデー　2017 連携渉外課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 基金・同窓会課長 廃棄

平成29年度 I 社会連携 02 地域連携 茨城大学同窓会連合会 連携渉外課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 基金・同窓会課長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 預り金出納簿（同窓会連合会） 連携渉外課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 基金・同窓会課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 08 文書 法人文書管理 連携渉外課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 基金・同窓会課長 廃棄

平成30年度 I 社会連携 00 総括 寄附契約関係書類 連携渉外課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 課内書庫 基金・同窓会課長 廃棄

平成30年度 I 社会連携 00 総括 茨城大学基金　管理運営事務 連携渉外課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 基金・同窓会課長 廃棄

平成30年度 I 社会連携 00 総括 茨城大学基金　寄附受入（日立キャンパス）VOL.1 連携渉外課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 基金・同窓会課長 廃棄

平成30年度 I 社会連携 00 総括 茨城大学基金　寄附受入（日立キャンパス）VOL.2 連携渉外課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 基金・同窓会課長 廃棄

平成30年度 I 社会連携 00 総括 茨城大学基金　寄附受入（阿見キャンパス） 連携渉外課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 基金・同窓会課長 廃棄

平成30年度 I 社会連携 00 総括 茨城大学基金　寄附受入（水戸キャンパス） 連携渉外課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 基金・同窓会課長 廃棄

平成30年度 I 社会連携 00 総括 茨城大学基金　寄附報告　VOL.1 連携渉外課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 基金・同窓会課長 廃棄

平成30年度 I 社会連携 00 総括 茨城大学基金　寄附報告　VOL.2 連携渉外課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 基金・同窓会課長 廃棄

平成30年度 I 社会連携 02 地域連携 ホームカミングデー　2018 事業推進課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 基金・同窓会課長 廃棄

平成30年度 I 社会連携 02 地域連携 茨城大学同窓会連合会 事業推進課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 基金・同窓会課長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 預り金出納簿（同窓会連合会） 事業推進課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 基金・同窓会課長 廃棄

平成30年度 I 社会連携 02 地域連携 創立70周年記念講演会 事業推進課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 基金・同窓会課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 08 文書 法人文書管理 基金・同窓会課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 基金・同窓会課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 02 出張 私有車業務上使用 基金・同窓会課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 課内書庫 基金・同窓会課長 廃棄



令和元年度 C 財務 02 決算 預り金出納簿（同窓会連合会） 基金・同窓会課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 基金・同窓会課長 廃棄

令和元年度 C 財務 06 動産等 受払簿 基金・同窓会課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 基金・同窓会課長 廃棄

令和元年度 I 社会連携 00 総括 茨城大学基金　管理運営事務　VOL.1 基金・同窓会課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 基金・同窓会課長 廃棄

令和元年度 I 社会連携 00 総括 茨城大学基金　管理運営事務　VOL.2 基金・同窓会課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 基金・同窓会課長 廃棄

令和元年度 I 社会連携 00 総括 茨城大学基金　寄附受入 基金・同窓会課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 基金・同窓会課長 廃棄

令和元年度 I 社会連携 00 総括 茨城大学基金　寄附報告 基金・同窓会課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 基金・同窓会課長 廃棄

令和元年度 I 社会連携 00 総括 継続寄附申込一覧 基金・同窓会課長 2020/4/1 常用 2025/3/31 紙 課内書庫 基金・同窓会課長 廃棄

令和元年度 I 社会連携 00 総括 購入依頼書 基金・同窓会課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 基金・同窓会課長 廃棄

令和元年度 I 社会連携 00 総括 一般財団法人常陽地域研究センター「基金への寄附」 基金・同窓会課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 基金・同窓会課長 廃棄

令和元年度 I 社会連携 02 地域連携 ホームカミングデー in 東京　創立70周年記念講演会 2019/10/26（土） 基金・同窓会課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 基金・同窓会課長 廃棄

令和元年度 I 社会連携 02 地域連携 茨城大学同窓会連合会 基金・同窓会課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 基金・同窓会課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 01 法令･規則 期末勤勉手当規則 人事労務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 01 法令･規則 人事院勧告･人事院規則等制定改廃 人事労務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 01 法令･規則 法律等制定改廃･学内規則制定改廃(就業規則を除く。) 人事労務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 01 法令･規則 役職員報酬関係規程の届出(文部科学省宛) 人事労務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 01 法令･規則 学内規則改正依頼 人事労務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 01 法令･規則 就業規則学内通知 人事労務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 01 法令･規則 就業規則労基署届出 人事労務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 01 法令･規則 期末勤勉手当規則 人事課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 01 法令･規則 就業規則学内通知 労務課長 2012/4/1 30 2022/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 01 法令･規則 就業規則労基署届出 労務課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄 ＜震災関連含む＞

平成23年度 A 管理一般 01 法令･規則 人事院勧告･人事院規則等制定改廃 人事課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 01 法令･規則 訴訟･裁判 労務課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 01 法令･規則 法律等制定改廃･学内規則制定改廃(就業規則を除く。) 人事課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 01 法令･規則 役職員報酬関係規程の届出(文部科学省宛) 人事課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 01 法令･規則 期末勤勉手当規則 人事課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 01 法令･規則 就業規則学内通知 労務課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 01 法令･規則 就業規則労基署届出 労務課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 01 法令･規則 人事院勧告･人事院規則等制定改廃 人事課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 01 法令･規則 訴訟･裁判 労務課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 01 法令･規則 法律等制定改廃･学内規則制定改廃(就業規則を除く。) 人事課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 01 法令･規則 役職員報酬関係規程の届出(文部科学省宛) 人事課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 01 法令･規則 学内規則改正依頼 労務課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 01 法令･規則 期末勤勉手当規則 人事課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 01 法令･規則 就業規則学内通知 労務課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 01 法令･規則 就業規則労基署届出 労務課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 01 法令･規則 人事院勧告･人事院規則等制定改廃 人事課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 01 法令･規則 訴訟･裁判 労務課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 01 法令･規則 法律等制定改廃･学内規則制定改廃(就業規則を除く。) 人事課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 01 法令･規則 役職員報酬関係規程の届出(文部科学省宛) 人事課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄



平成26年度 A 管理一般 01 法令･規則 学内規則改正依頼 労務課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 01 法令･規則 期末勤勉手当規則 人事課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 01 法令･規則 就業規則学内通知 労務課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 01 法令･規則 就業規則労基署届出 労務課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 01 法令･規則 人事院勧告･人事院規則等制定改廃 人事課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 01 法令･規則 訴訟･裁判 労務課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 01 法令･規則 法律等制定改廃･学内規則制定改廃(就業規則を除く。) 人事課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 01 法令･規則 役職員報酬関係規程の届出(文部科学省宛) 人事課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 01 法令･規則 学内規則改正依頼 労務課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 01 法令･規則 期末勤勉手当規則 人事課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 01 法令･規則 就業規則学内通知 労務課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 01 法令･規則 就業規則労基署届出 労務課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 01 法令･規則 人事院勧告･人事院規則等制定改廃 人事課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 01 法令･規則 訴訟･裁判 労務課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 01 法令･規則 法律等制定改廃･学内規則制定改廃(就業規則を除く。) 人事課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 01 法令･規則 役職員報酬関係規程の届出(文部科学省宛) 人事課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 01 法令･規則 学内規則改正依頼 労務課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 01 法令･規則 期末勤勉手当規則 人事課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 01 法令･規則 就業規則学内通知 労務課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 01 法令･規則 就業規則労基署届出 労務課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 01 法令･規則 人事院勧告･人事院規則等制定改廃 人事課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 01 法令･規則 訴訟･裁判 労務課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 01 法令･規則 法律等制定改廃･学内規則制定改廃(就業規則を除く。) 人事課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 01 法令･規則 役職員報酬関係規程の届出(文部科学省宛) 人事課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 01 法令･規則 学内規則改正依頼 人事労務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 01 法令･規則 期末勤勉手当規則 人事労務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 01 法令･規則 就業規則学内通知 人事労務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 01 法令･規則 就業規則労基署届出 人事労務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 01 法令･規則 人事院勧告･人事院規則等制定改廃 人事労務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 01 法令･規則 法律等制定改廃･学内規則制定改廃(就業規則を除く。) 人事労務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 01 法令･規則 役職員報酬関係規程の届出(文部科学省宛) 人事労務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 01 法令･規則 学内規則改正依頼 人事労務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 01 法令･規則 期末勤勉手当規則 人事労務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 01 法令･規則 就業規則学内通知 人事労務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 01 法令･規則 就業規則労基署届出 人事労務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 01 法令･規則 人事院勧告･人事院規則等制定改廃 人事労務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 01 法令･規則 法律等制定改廃･学内規則制定改廃(就業規則を除く。) 人事労務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 01 法令･規則 役職員報酬関係規程の届出(文部科学省宛) 人事労務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 化学物質安全管理委員会 人事労務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 水戸事業場安全衛生委員会 人事労務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄



令和元年度 A 管理一般 03 会議 茨城地域人事交流推進委員会 人事労務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 北関東地区人事交流等に関する担当課長協議会 人事労務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 労働組合団体交渉･事前協議会･過半数代表委員会 人事労務課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 全学人事委員会 人事労務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 年俸制教員業績評価専門部会 人事労務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 化学物質安全管理委員会 人事労務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 水戸事業場安全衛生委員会 人事労務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 放射線安全管理委員会 人事労務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 ハラスメント防止委員会 人事労務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 過半数代表委員会 人事労務課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 懲戒審査委員会 人事労務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 03 会議 団体交渉･事前協議会･過半数代表委員会 労務課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 03 会議 労働組合団体交渉･事前協議会･過半数代表委員会 人事課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 03 会議 団体交渉･事前協議会･過半数代表委員会 労務課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 03 会議 労働組合団体交渉･事前協議会･過半数代表委員会 人事課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 03 会議 懲戒審査委員会 労務課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 03 会議 団体交渉･事前協議会･過半数代表委員会 労務課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 03 会議 労働組合団体交渉･事前協議会･過半数代表委員会 人事課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 03 会議 教育研究評議会 労務課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 03 会議 懲戒審査委員会 労務課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 03 会議 団体交渉･事前協議会･過半数代表委員会 労務課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 03 会議 労働組合団体交渉･事前協議会･過半数代表委員会 人事課長 2015/4/1 10 2024/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 03 会議 全学人事委員会 人事課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 03 会議 年俸制教員業績評価専門部会 人事課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 03 会議 教育研究評議会 労務課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 03 会議 懲戒審査委員会 労務課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 ハラスメント調査委員会 労務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 ハラスメント対策委員会 労務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 ハラスメント防止委員会 労務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 茨城地域人事交流推進委員会 人事課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 化学物質安全管理委員会 労務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 環境報告書ワーキンググループ 労務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 水戸事業場安全衛生委員会 労務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 放射線安全管理委員会 労務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 北関東地区人事交流等に関する担当課長協議会 人事課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 過半数代表委員会 労務課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 労働組合団体交渉･事前協議会･過半数代表委員会 人事課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 全学人事委員会 人事課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 年俸制教員業績評価専門部会 人事課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 教育研究評議会 労務課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄



平成28年度 A 管理一般 03 会議 ハラスメント調査委員会 労務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 ハラスメント対策委員会 労務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 ハラスメント防止委員会 労務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 茨城地域人事交流推進委員会 人事課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 化学物質安全管理委員会 労務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 水戸事業場安全衛生委員会 労務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 放射線安全管理委員会 労務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 北関東地区人事交流等に関する担当課長協議会 人事課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 過半数代表委員会 労務課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 労働組合団体交渉･事前協議会･過半数代表委員会 人事課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 全学人事委員会 人事課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 年俸制教員業績評価専門部会 人事課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 ハラスメント防止委員会 人事労務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 茨城地域人事交流推進委員会 人事労務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 化学物質安全管理委員会 人事労務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 水戸事業場安全衛生委員会 人事労務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 北関東地区人事交流等に関する担当課長協議会 人事労務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 過半数代表委員会 人事労務課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 労働組合団体交渉･事前協議会･過半数代表委員会 人事労務課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 全学人事委員会 人事労務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 年俸制教員業績評価専門部会 人事労務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 懲戒審査委員会 人事労務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 ハラスメント防止委員会 人事労務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 茨城地域人事交流推進委員会 人事労務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 附属学校園における働き方改革推進のためのタスクフォース 人事労務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 北関東地区人事交流等に関する担当課長協議会 人事労務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 過半数代表委員会 人事労務課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 労働組合団体交渉･事前協議会･過半数代表委員会 人事労務課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 全学人事委員会 人事労務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 年俸制教員業績評価専門部会 人事労務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 懲戒審査委員会 人事労務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 私有車業務上使用 人事労務課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 早出遅出勤務 人事労務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 04 運営 次世代育成支援 労務課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 04 運営 次世代育成支援 労務課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 04 運営 公印使用伺簿 労務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 04 運営 次世代育成支援 労務課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 04 運営 早出遅出勤務 労務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 私有車業務上使用 人事労務課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 早出遅出勤務 人事労務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄



平成30年度 A 管理一般 04 運営 早出遅出勤務 人事労務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 06 評価 中期目標･中期計画 人事労務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 06 評価 中期目標･中期計画 人事課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 06 評価 中期目標･中期計画 人事課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 06 評価 中期目標･中期計画 人事労務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 06 評価 中期目標･中期計画 人事労務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 08 文書 文書管理(個人情報管理含む。) 人事労務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 08 文書 文書処理簿 人事労務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 08 文書 郵便物等発送伝票 人事労務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 08 文書 法人文書ファイル管理 労務課長 2012/4/1 10 2023/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 08 文書 法人文書ファイル管理 労務課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 08 文書 法人文書ファイル管理 労務課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 08 文書 法人文書ファイル管理 労務課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 08 文書 公印使用伺簿 人事課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 08 文書 文書管理(個人情報管理含む。) 人事課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 08 文書 文書処理簿 人事課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 08 文書 文書処理簿 労務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 08 文書 郵便物等発送伝票 人事課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 08 文書 法人文書ファイル管理 労務課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 08 文書 公印印影印刷 人事課長 2016/4/1 30 2021/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 08 文書 公印使用伺簿 人事課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 08 文書 文書管理(個人情報管理含む。) 人事課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 08 文書 文書処理簿 人事課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 08 文書 文書処理簿 労務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 08 文書 郵便物等発送伝票 人事課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 08 文書 法人文書ファイル管理 労務課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 08 文書 公印印影印刷 人事課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 08 文書 文書管理(個人情報管理含む。) 人事労務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 08 文書 文書処理簿 人事労務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 08 文書 郵便物等発送伝票 人事労務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 08 文書 公印印影印刷 人事労務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 08 文書 文書管理(個人情報管理含む。) 人事労務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 08 文書 文書処理簿 人事労務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 08 文書 郵便物等発送伝票 人事労務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 09 検査･監査 学内監査 人事課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 09 検査･監査 学内監査 人事課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 09 検査･監査 学内監査 人事労務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 09 検査･監査 労基署立入調査 人事労務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成22年度 A 管理一般 10 安全衛生 平成22年度　ＲＩ特別健康診断（工学部） 工学部総務係 無期限 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 10 安全衛生 平成23年度　ＲＩ特別健康診断（工学部） 工学部総務係 無期限 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄



平成23年度 A 管理一般 10 安全衛生 平成23年度　被ばく線量報告書（工学部）（長瀨ランダウア） 工学部総務係 無期限 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 10 安全衛生 平成23年度　被ばく線量報告書（工学部）（日本原子力研究開発機構）(J-PARC) 工学部総務係 無期限 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 10 安全衛生 平成24年度　ＲＩ特別健康診断（工学部） 工学部総務係 2013/4/1 無期限 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 10 安全衛生 平成24年度　被ばく線量報告書（工学部）（長瀨ランダウア） 工学部総務係 2013/4/1 無期限 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 10 安全衛生 平成24年度　被ばく線量報告書（工学部）（日本原子力研究開発機構）(J-PARC) 工学部総務係 2013/4/1 無期限 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 10 安全衛生 平成25年度　ＲＩ特別健康診断（工学部） 工学部総務係 2014/4/1 無期限 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 10 安全衛生 平成25年度　被ばく線量報告書（工学部）（長瀨ランダウア） 工学部総務係 2014/4/1 無期限 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 10 安全衛生 平成25年度　被ばく線量報告書（工学部）（日本原子力研究開発機構）(J-PARC) 工学部総務係 2014/4/1 無期限 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 10 安全衛生 平成26年度　ＲＩ特別健康診断（工学部） 工学部総務係 2014/4/1 無期限 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 10 安全衛生 平成26年度　被ばく線量報告書（工学部）（長瀨ランダウア） 工学部総務係 2015/4/1 無期限 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 10 安全衛生 平成26年度　被ばく線量報告書（工学部）（日本原子力研究開発機構）(J-PARC) 工学部総務係 2015/4/1 無期限 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 10 安全衛生 平成27年度　ＲＩ特別健康診断（工学部） 工学部総務係 2015/4/1 無期限 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 10 安全衛生 平成27年度　被ばく線量報告書（工学部）（長瀨ランダウア） 工学部総務係 2016/4/1 無期限 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 10 安全衛生 平成27年度　被ばく線量報告書（工学部）（日本原子力研究開発機構）(J-PARC) 工学部総務係 2016/4/1 無期限 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 10 安全衛生 平成28年度　ＲＩ特別健康診断（工学部） 工学部総務係 2017/4/1 無期限 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 10 安全衛生 平成28年度　被ばく線量報告書（工学部）（長瀨ランダウア） 工学部総務係 2017/4/1 無期限 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 10 安全衛生 平成28年度　被ばく線量報告書（工学部）（日本原子力研究開発機構）(J-PARC) 工学部総務係 2017/4/1 無期限 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 10 安全衛生 平成29年度　ＲＩ特別健康診断（工学部） 工学部総務係 2018/4/1 無期限 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 10 安全衛生 平成29年度　被ばく線量報告書（工学部）（長瀨ランダウア） 工学部総務係 2018/4/1 無期限 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 10 安全衛生 平成29年度　被ばく線量報告書（工学部）（日本原子力研究開発機構）(J-PARC) 工学部総務係 2018/4/1 無期限 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 10 安全衛生 平成30年度　被ばく線量報告書 人事労務課長 2019/4/1 無期限 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 10 安全衛生 被ばく線量報告書 人事労務課長 2020/4/1 無期限 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 10 環境 局所排気装置等定期自主検査 人事労務課長 2019/4/1 3 2022/3/31 電子（CD-ROM） 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 10 環境 安全衛生教育 人事労務課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 10 環境 環境報告書 人事労務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 10 環境 安全衛生管理に関する通知 人事労務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 10 環境 労働安全衛生法及び関連法令に基づく選任等報告 人事労務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 10 環境 作業環境測定(有機溶剤､特定化学物質､粉じん) 人事労務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 電子（CD-ROM） 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 10 環境 特別管理物質の作業記録 人事労務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 電子（CD-ROM）人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 10 環境 放射線安全管理に関する報告･届出 人事労務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 10 環境 放射線作業環境測定 人事労務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 10 環境 労働安全衛生法及び関連法令に基づく設置等届出 人事労務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 10 環境 化学物質リスクアセスメント 人事労務課長 2019/4/1 本人離職後5年 紙 労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 10 環境 ストレスチェック 人事労務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 10 環境 ストレスチェック結果データファイル 人事労務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 電子（CD-ROM） 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 10 環境 ストレスチェック結果と面接指導報告書 人事労務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 10 環境 メンタルヘルス講習会 人事労務課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 10 環境 病気療養報告 人事労務課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 10 環境 局所排気装置等定期自主検査 人事労務課長 2020/4/1 3 2023/3/31 電子（CD-ROM）人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 10 環境 安全衛生教育 人事労務課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄



令和元年度 A 管理一般 10 環境 安全衛生管理に関する通知 人事労務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 10 環境 労働安全衛生法及び関連法令に基づく選任等報告 人事労務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 10 環境 作業環境測定(有機溶剤､特定化学物質､粉じん) 人事労務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 電子（CD-ROM）人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 10 環境 特別管理物質の作業記録 人事労務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 電子（CD-ROM）人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 10 環境 放射線安全管理に関する報告･届出 人事労務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 10 環境 放射線作業環境測定 人事労務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 10 環境 労働安全衛生法及び関連法令に基づく設置等届出 人事労務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 10 環境 化学物質リスクアセスメント 人事労務課長 2020/4/1 本人離職後5年 電子（CD-ROM）人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 10 環境 一般定期健康診断 労務課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 10 環境 病気療養報告 労務課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 10 環境 特殊健康診断結果 労務課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 10 環境 特殊健康診断 労務課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 10 環境 特定化学物質作業環境測定 労務課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 10 環境 放射線安全管理及び国際規制物質に関する報告･届出 労務課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 10 環境 放射線作業環境測定 労務課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 10 環境 労働安全衛生法及び関連法令に基づく設置等届出 労務課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 10 環境 定期健康診断結果 労務課長 2012/4/1 本人離職後5年 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 10 環境 特別健康診断 労務課長 2012/4/1 本人離職後5年 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成23年度～ A 管理一般 10 環境 化学物質管理データファイル 労務課長 2012/4/1 常用 電子(共有サーバー(化学物質管理システム)) 労務課共有サーバー内 人事労務課長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 10 環境 一般定期健康診断 労務課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 10 環境 病気療養報告 労務課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 10 環境 特殊健康診断結果 労務課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 10 環境 特殊健康診断 労務課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 10 環境 特定化学物質作業環境測定 労務課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 10 環境 放射線安全管理及び国際規制物質に関する報告･届出 労務課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 10 環境 放射線作業環境測定 労務課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 10 環境 労働安全衛生法及び関連法令に基づく設置等届出 労務課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 10 環境 定期健康診断結果 労務課長 2013/4/1 本人離職後5年 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 10 環境 特別健康診断 労務課長 2013/4/1 本人離職後5年 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 10 環境 一般定期健康診断 労務課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 10 環境 病気療養報告 労務課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 10 環境 特殊健康診断結果 労務課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 10 環境 特殊健康診断 労務課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 10 環境 特定化学物質作業環境測定 労務課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 10 環境 放射線安全管理に関する報告･届出 労務課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 10 環境 放射線作業環境測定 労務課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 10 環境 労働安全衛生法及び関連法令に基づく設置等届出 労務課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 10 環境 定期健康診断結果 労務課長 2014/4/1 本人離職後5年 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 10 環境 特別健康診断 労務課長 2014/4/1 本人離職後5年 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 10 環境 一般定期健康診断 労務課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄



平成26年度 A 管理一般 10 環境 病気療養報告 労務課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 10 環境 特殊健康診断結果 労務課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 10 環境 特殊健康診断 労務課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 10 環境 特定化学物質作業環境測定 労務課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 10 環境 放射線安全管理に関する報告･届出 労務課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 10 環境 放射線作業環境測定 労務課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 10 環境 労働安全衛生法及び関連法令に基づく設置等届出 労務課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 10 環境 定期健康診断結果 労務課長 2015/4/1 本人離職後5年 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 10 環境 ストレスチェック 労務課長 2016/4/1 5 2046/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 10 環境 安全衛生管理に関する通知 労務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 10 環境 安全衛生指導業務報告書 労務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 10 環境 労働安全衛生法及び関連法令に基づく選任等報告 労務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 10 環境 一般定期健康診断 労務課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 10 環境 病気療養報告 労務課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 10 環境 特殊健康診断結果 労務課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 10 環境 特殊健康診断 労務課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 10 環境 特定化学物質作業環境測定 労務課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 10 環境 放射線安全管理に関する報告･届出 労務課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 10 環境 放射線作業環境測定 労務課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 10 環境 労働安全衛生法及び関連法令に基づく設置等届出 労務課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 10 環境 定期健康診断結果 労務課長 2016/4/1 本人離職後5年 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 10 環境 環境報告書 労務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 10 環境 ストレスチェック 労務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 10 環境 ストレスチェック結果データファイル 労務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 電子（CD-ROM） 労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 10 環境 ストレスチェック結果と面接指導報告書 労務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 10 環境 安全衛生管理に関する通知 労務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 10 環境 安全衛生指導業務報告書 労務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 10 環境 労働安全衛生法及び関連法令に基づく選任等報告 労務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 10 環境 一般定期健康診断 労務課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 10 環境 病気療養報告 労務課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 10 環境 作業環境測定(有機溶剤､特定化学物質､粉じん) 労務課長 2017/4/1 30 2047/3/31 電子（CD-ROM） 労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 10 環境 特殊健康診断結果 労務課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 10 環境 特殊健康診断 労務課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 10 環境 放射線安全管理に関する報告･届出 労務課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 10 環境 放射線作業環境測定 労務課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 10 環境 労働安全衛生法及び関連法令に基づく設置等届出 労務課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 10 環境 化学物質リスクアセスメント 労務課長 2017/4/1 本人離職後5年 紙 労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 10 環境 定期健康診断結果 労務課長 2017/4/1 本人離職後5年 紙 労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 10 環境 局所排気装置等定期自主検査 人事労務課長 2018/4/1 3 2021/3/31 電子（CD-ROM） 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 10 環境 安全衛生教育 人事労務課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄



平成29年度 A 管理一般 10 環境 環境報告書 人事労務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 10 環境 ストレスチェック 人事労務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 10 環境 ストレスチェック結果データファイル 人事労務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 電子（CD-ROM） 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 10 環境 ストレスチェック結果と面接指導報告書 人事労務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 10 環境 安全衛生管理に関する通知 人事労務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 10 環境 労働安全衛生法及び関連法令に基づく選任等報告 人事労務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 10 環境 病気療養報告 人事労務課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 10 環境 作業環境測定(有機溶剤､特定化学物質､粉じん) 人事労務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 電子（CD-ROM） 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 10 環境 放射線安全管理に関する報告･届出 人事労務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 10 環境 放射線作業環境測定 人事労務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 10 環境 労働安全衛生法及び関連法令に基づく設置等届出 人事労務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 10 環境 ストレスチェック 人事労務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 10 環境 ストレスチェック結果データファイル 人事労務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 電子（CD-ROM） 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 10 環境 ストレスチェック結果と面接指導報告書 人事労務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 10 環境 病気療養報告 人事労務課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関からの通知、依頼、照会、回答(安全衛生) 人事労務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 12 統計 役職員の給与水準の公表･給与実態調査 人事課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 12 統計 役職員の給与水準の公表･給与実態調査 人事課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 12 統計 役職員の給与水準の公表･給与実態調査 人事課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 12 統計 役職員の給与水準の公表･給与実態調査 人事課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 共済組合員動態調査 人事課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 他機関からの通知、依頼、照会、回答 人事課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 他機関からの通知･依頼･照会･回答(安全衛生) 労務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 他機関からの通知･依頼･照会･回答(職員福祉) 労務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 他機関からの通知･依頼･照会･回答(労務企画) 労務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 毎月勤労統計調査[人事課分] 人事課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 毎月勤労統計調査[全学分] 人事課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 民間給与実態統計調査 人事課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 役職員の給与水準の公表･給与実態調査 人事課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 他機関からの通知、依頼、照会、回答 人事課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 他機関からの通知･依頼･照会･回答(安全衛生) 労務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 他機関からの通知･依頼･照会･回答(職員福祉) 労務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 他機関からの通知･依頼･照会･回答(労務企画) 労務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 毎月勤労統計調査[人事課分] 人事課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 毎月勤労統計調査[全学分] 人事課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 民間給与実態統計調査 人事課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 役職員の給与水準の公表･給与実態調査 人事課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関からの通知、依頼、照会、回答(安全衛生) 人事労務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 毎月勤労統計調査[全学分] 人事労務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 民間給与実態統計調査 人事労務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄



令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知･照会 人事労務課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関からの通知、依頼、照会、回答 人事労務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 毎月勤労統計調査[人事労務課分] 人事労務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 毎月勤労統計調査[全学分] 人事労務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 民間給与実態統計調査 人事労務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 役職員の給与水準の公表･給与実態調査 人事労務課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知、依頼、照会(職員福祉) 人事労務課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関からの通知、依頼、照会、回答(職員福祉) 人事労務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知･照会 人事労務課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関からの通知、依頼、照会、回答(労務企画) 人事労務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知･照会 人事労務課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関からの通知、依頼、照会、回答 人事労務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関からの通知、依頼、照会、回答(安全衛生) 人事労務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関からの通知、依頼、照会、回答(職員福祉) 人事労務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関からの通知、依頼、照会、回答(労務企画) 人事労務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 毎月勤労統計調査[人事労務課分] 人事労務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 毎月勤労統計調査[全学分] 人事労務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 民間給与実態統計調査 人事労務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 役職員の給与水準の公表･給与実態調査 人事労務課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知･照会 人事労務課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知･照会 人事労務課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関からの通知、依頼、照会、回答 人事労務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関からの通知、依頼、照会、回答(労務企画) 人事労務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 毎月勤労統計調査[人事労務課分] 人事労務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 役職員の給与水準の公表･給与実態調査 人事労務課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 00 総括 証明書(源泉徴収票等) 人事労務課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 00 総括 証明書 人事労務課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 00 総括 証明書(源泉徴収票等) 人事労務課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 00 総括 文部科学省･国立大学協会･関東ブロック連絡調整委員会 人事労務課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 00 総括 インターンシップ 人事労務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 00 総括 定員･現員管理 人事労務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 00 総括 人事記録(非電算分) 人事労務課長 2020/4/1 無期限 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 00 総括 人事記録(付属書類) 人事労務課長 2020/4/1 無期限 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 00 総括 履歴事項追記･変更 人事労務課長 2020/4/1 無期限 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 00 総括 身分証明証 人事労務課長 2020/4/1 有効期間終了後1年 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 00 総括 過半数代表委員会(各部局選出依頼)[水戸(開催依頼)] 人事労務課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 00 総括 過半数代表勤務時間通知 人事労務課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 00 総括 労使協定･労働協約 人事労務課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 00 総括 教職員組合 人事労務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 00 総括 過半数代表委員会(各部局選出依頼)[水戸(開催依頼)] 労務課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄



平成23年度 B 教職員 00 総括 過半数代表委員会[水戸] 労務課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 00 総括 過半数代表勤務時間通知 労務課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 00 総括 労使協定･労働協約 労務課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 00 総括 教職員組合 労務課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 00 総括 定員･現員管理 人事課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 00 総括 人事記録(非電算分) 人事課長 2012/4/1 無期限 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 00 総括 人事記録(付属書類) 人事課長 2012/4/1 無期限 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 00 総括 履歴事項追記･変更 人事課長 2012/4/1 無期限 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 00 総括 身分証明証 人事課長 2012/4/1 有効期間終了後1年 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成23年度～ B 教職員 00 総括 個人番号台帳 人事課長 2012/4/1 常用 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成23年度～ B 教職員 00 総括 身分証明証(発行データ) 人事課長 2012/4/1 常用 電子（HDD） 学務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成23年度～ B 教職員 00 総括 人事記録(電算マスタ) 人事課長 2012/4/1 常用 電子(共有サーバー(人事給与統合システム)) 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成23年度～ B 教職員 00 総括 名誉教授の証 人事課長 2012/4/1 常用 電子（共有サーバー） 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成23年度～ B 教職員 00 総括 名誉教授の証(発行データ) 人事課長 2012/4/1 常用 電子(共有サーバー(学生証発行システム)) 学務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成24年度 B 教職員 00 総括 過半数代表委員会(各部局選出依頼)[水戸(開催依頼)] 労務課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成24年度 B 教職員 00 総括 過半数代表勤務時間通知 労務課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成24年度 B 教職員 00 総括 労使協定･労働協約 労務課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成24年度 B 教職員 00 総括 教職員組合 労務課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成24年度 B 教職員 00 総括 定員･現員管理 人事課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成24年度 B 教職員 00 総括 人事記録(非電算分) 人事課長 2013/4/1 無期限 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成24年度 B 教職員 00 総括 人事記録(付属書類) 人事課長 2013/4/1 無期限 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成24年度 B 教職員 00 総括 履歴事項追記･変更 人事課長 2013/4/1 無期限 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成24年度 B 教職員 00 総括 身分証明証 人事課長 2013/4/1 有効期間終了後1年 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 00 総括 過半数代表委員会(各部局選出依頼)[水戸(開催依頼)] 労務課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 00 総括 過半数代表勤務時間通知 労務課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 00 総括 労使協定･労働協約 労務課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 00 総括 外部労働組合 労務課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 00 総括 教職員組合 労務課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 00 総括 定員･現員管理 人事課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 00 総括 人事記録(非電算分) 人事課長 2014/4/1 無期限 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 00 総括 人事記録(付属書類) 人事課長 2014/4/1 無期限 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 00 総括 履歴事項追記･変更 人事課長 2014/4/1 無期限 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 00 総括 身分証明証 人事課長 2014/4/1 有効期間終了後1年 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 00 総括 過半数代表委員会(各部局選出依頼)[水戸(開催依頼)] 労務課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 00 総括 過半数代表勤務時間通知 労務課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 00 総括 労使協定･労働協約 労務課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 00 総括 外部労働組合 労務課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 00 総括 教職員組合 労務課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 00 総括 定員･現員管理 人事課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 00 総括 人事記録(非電算分) 人事課長 2015/4/1 無期限 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄



平成26年度 B 教職員 00 総括 人事記録(付属書類) 人事課長 2015/4/1 無期限 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 00 総括 履歴事項追記･変更 人事課長 2015/4/1 無期限 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 00 総括 身分証明証 人事課長 2015/4/1 有効期間終了後1年 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 00 総括 人事･労務コンサルティング 人事課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 00 総括 過半数代表委員会(各部局選出依頼)[水戸(開催依頼)] 労務課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 00 総括 過半数代表勤務時間通知 労務課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 00 総括 労使協定･労働協約 労務課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 00 総括 教職員組合 労務課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 00 総括 定員･現員管理 人事課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 00 総括 人事記録(非電算分) 人事課長 2016/4/1 無期限 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 00 総括 人事記録(付属書類) 人事課長 2016/4/1 無期限 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 00 総括 履歴事項追記･変更 人事課長 2016/4/1 無期限 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 00 総括 身分証明証 人事課長 2016/4/1 有効期間終了後1年 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 00 総括 人事･労務コンサルティング 人事課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 00 総括 過半数代表委員会(各部局選出依頼)[水戸(開催依頼)] 労務課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 00 総括 過半数代表勤務時間通知 労務課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 00 総括 労使協定･労働協約 労務課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 00 総括 外部労働組合(首都圏大学非常勤講師組合) 労務課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 00 総括 教職員組合 労務課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 00 総括 定員･現員管理 人事課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 00 総括 人事記録(非電算分) 人事課長 2017/4/1 無期限 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 00 総括 人事記録(付属書類) 人事課長 2017/4/1 無期限 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 00 総括 履歴事項追記･変更 人事課長 2017/4/1 無期限 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 00 総括 身分証明証 人事課長 2017/4/1 有効期間終了後1年 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 00 総括 勤務時間･研修･職員福祉･安全衛生等 人事労務課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 00 総括 証明書 人事労務課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 00 総括 証明書(源泉徴収票等) 人事労務課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 00 総括 文部科学省･国立大学協会･関東ブロック連絡調整委員会 人事労務課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 00 総括 人事･労務コンサルティング 人事労務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 00 総括 事業所単位の派遣可能期間延長 人事労務課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 00 総括 過半数代表委員会(各部局選出依頼)[水戸(開催依頼)] 人事労務課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 00 総括 過半数代表勤務時間通知 人事労務課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 00 総括 労使協定･労働協約 人事労務課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 00 総括 教職員組合 人事労務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 00 総括 定員･現員管理 人事労務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 00 総括 人事記録(非電算分) 人事労務課長 2018/4/1 無期限 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 00 総括 人事記録(付属書類) 人事労務課長 2018/4/1 無期限 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 00 総括 履歴事項追記･変更 人事労務課長 2018/4/1 無期限 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 00 総括 身分証明証 人事労務課長 2018/4/1 有効期間終了後1年 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 00 総括 証明書 人事労務課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄



平成30年度 B 教職員 00 総括 文部科学省･国立大学協会･関東ブロック連絡調整委員会 人事労務課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 00 総括 インターンシップ 人事労務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 00 総括 事業所単位の派遣可能期間延長 人事労務課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 00 総括 過半数代表委員会(各部局選出依頼)[水戸(開催依頼)] 人事労務課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 00 総括 過半数代表勤務時間通知 人事労務課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 00 総括 労使協定･労働協約 人事労務課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 00 総括 教職員組合 人事労務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 00 総括 定員･現員管理 人事労務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 00 総括 人事記録(非電算分) 人事労務課長 2019/4/1 無期限 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 00 総括 人事記録(付属書類) 人事労務課長 2019/4/1 無期限 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 00 総括 履歴事項追記･変更 人事労務課長 2019/4/1 無期限 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 00 総括 身分証明証 人事労務課長 2019/4/1 有効期間終了後1年 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 勤務時間報告書[全学] 人事労務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 勤務時間報告書、時間外[休日]労働命令簿･報告書 人事労務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 勤務時間報告書[全学] 人事労務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿、振替休日･代休付与日指定簿 人事労務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 年次有給休暇簿、その他休暇･みなし労働簿 人事労務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 労働時間管理 人事労務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 労働時間管理(実態調査) 人事労務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 休暇簿 労務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 勤務時間報告書、時間外[休日]労働命令簿･報告書 人事課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 勤務時間報告書[全学] 人事課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働命令簿 労務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿 労務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿、振替休日･代休付与日指定簿 人事課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 年次有給休暇簿、その他休暇･みなし労働簿 人事課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 労働時間管理 労務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 労働時間管理(実態調査) 労務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 休暇簿 労務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 勤務時間報告書、時間外[休日]労働命令簿･報告書 人事課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 勤務時間報告書[全学] 人事課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働命令簿 労務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿 労務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿、振替休日･代休付与日指定簿 人事課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 年次有給休暇簿、その他休暇･みなし労働簿 人事課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 労働時間管理 労務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 労働時間管理(実態調査) 労務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 勤務時間報告書、時間外[休日]労働命令簿･報告書 人事労務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 勤務時間報告書[全学] 人事労務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿、振替休日･代休付与日指定簿 人事労務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄



平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 年次有給休暇簿、その他休暇･みなし労働簿 人事労務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 労働時間管理 人事労務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 労働時間管理(実態調査) 人事労務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 勤務時間報告書、時間外[休日]労働命令簿･報告書 人事労務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿、振替休日･代休付与日指定簿 人事労務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 年次有給休暇簿、その他休暇･みなし労働簿 人事労務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 労働時間管理 人事労務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 労働時間管理(実態調査) 人事労務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 02 出張 私有車業務上使用 人事労務課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 02 出張 出張計画連絡表、旅行命令、旅行報告書 人事労務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 02 出張 出張計画連絡表、旅行命令、旅行報告書 人事課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 02 出張 旅行命令･依頼伺･旅行報告書 労務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 02 出張 出張計画連絡表、旅行命令、旅行報告書 人事課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 02 出張 旅行命令･依頼伺･旅行報告書 労務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 02 出張 出張計画連絡表、旅行命令、旅行報告書 人事労務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 02 出張 出張計画連絡表、旅行命令、旅行報告書 人事労務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 03 選考･選挙 課長等有資格候補者選考試験 人事労務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 03 選考･選挙 職員採用試験(一般公募) 人事労務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 03 選考･選挙 関東甲信越地区国立大学法人等職員採用試験 人事労務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 03 選考･選挙 関東甲信越地区国立大学法人等職員採用試験(面接試験) 人事労務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 03 選考･選挙 客員教授等称号付与 人事労務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 03 選考･選挙 事務職員登用試験 人事労務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 03 選考･選挙 特命教授等名称付与 人事労務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 03 選考･選挙 関東甲信越地区国立大学法人等職員採用試験 人事課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 03 選考･選挙 関東甲信越地区国立大学法人等職員採用試験(面接試験) 人事課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 03 選考･選挙 客員教授等称号付与 人事課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 03 選考･選挙 事務職員登用試験 人事課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 03 選考･選挙 特命教授等名称付与 人事課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 03 選考･選挙 放送大学茨城学習センター所長候補者の推薦等 人事課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 03 選考･選挙 名誉教授称号授与 人事課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成23年度～ B 教職員 03 選考･選挙 名誉教授称号授与者台帳 人事課長 2012/4/1 常用 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成24年度 B 教職員 03 選考･選挙 関東甲信越地区国立大学法人等職員採用試験 人事課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成24年度 B 教職員 03 選考･選挙 関東甲信越地区国立大学法人等職員採用試験(面接試験) 人事課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成24年度 B 教職員 03 選考･選挙 客員教授等称号付与 人事課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成24年度 B 教職員 03 選考･選挙 事務職員登用試験 人事課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成24年度 B 教職員 03 選考･選挙 特命教授等名称付与 人事課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成24年度 B 教職員 03 選考･選挙 放送大学茨城学習センター所長候補者の推薦等 人事課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成24年度 B 教職員 03 選考･選挙 名誉教授称号授与 人事課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 03 選考･選挙 課長等有資格候補者選考試験 人事課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 03 選考･選挙 関東甲信越地区国立大学法人等職員採用試験 人事課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄



平成25年度 B 教職員 03 選考･選挙 関東甲信越地区国立大学法人等職員採用試験(面接試験) 人事課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 03 選考･選挙 客員教授等称号付与 人事課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 03 選考･選挙 事務職員登用試験 人事課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 03 選考･選挙 特命教授等名称付与 人事課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 03 選考･選挙 放送大学茨城学習センター所長候補者の推薦等 人事課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 03 選考･選挙 名誉教授称号授与 人事課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 03 選考･選挙 課長等有資格候補者選考試験 人事課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 03 選考･選挙 関東甲信越地区国立大学法人等職員採用試験 人事課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 03 選考･選挙 関東甲信越地区国立大学法人等職員採用試験(面接試験) 人事課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 03 選考･選挙 客員教授等称号付与 人事課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 03 選考･選挙 事務職員登用試験 人事課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 03 選考･選挙 特命教授等名称付与 人事課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 03 選考･選挙 名誉教授称号授与 人事課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 03 選考･選挙 課長等有資格候補者選考試験 人事課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 03 選考･選挙 職員採用試験(一般公募) 人事課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 03 選考･選挙 関東甲信越地区国立大学法人等職員採用試験 人事課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 03 選考･選挙 関東甲信越地区国立大学法人等職員採用試験(面接試験) 人事課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 03 選考･選挙 客員教授等称号付与 人事課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 03 選考･選挙 事務職員登用試験 人事課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 03 選考･選挙 特命教授等名称付与 人事課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 03 選考･選挙 名誉教授称号授与 人事課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 03 選考･選挙 課長等有資格候補者選考試験 人事課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 03 選考･選挙 職員採用試験(一般公募) 人事課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 03 選考･選挙 関東甲信越地区国立大学法人等職員採用試験 人事課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 03 選考･選挙 関東甲信越地区国立大学法人等職員採用試験(面接試験) 人事課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 03 選考･選挙 客員教授等称号付与 人事課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 03 選考･選挙 事務職員登用試験 人事課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 03 選考･選挙 特命教授等名称付与 人事課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 03 選考･選挙 課長等有資格候補者選考試験 人事労務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 03 選考･選挙 職員採用試験(一般公募) 人事労務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 03 選考･選挙 関東甲信越地区国立大学法人等職員採用試験 人事労務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 03 選考･選挙 関東甲信越地区国立大学法人等職員採用試験(面接試験) 人事労務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 03 選考･選挙 客員教授等称号付与 人事労務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 03 選考･選挙 事務職員登用試験 人事労務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 03 選考･選挙 特命教授等名称付与 人事労務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 03 選考･選挙 課長等有資格候補者選考試験 人事労務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 03 選考･選挙 職員採用試験(一般公募) 人事労務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 03 選考･選挙 関東甲信越地区国立大学法人等職員採用試験 人事労務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 03 選考･選挙 関東甲信越地区国立大学法人等職員採用試験(面接試験) 人事労務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 03 選考･選挙 客員教授等称号付与 人事労務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄



平成30年度 B 教職員 03 選考･選挙 事務職員登用試験 人事労務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 03 選考･選挙 特命教授等名称付与 人事労務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 04 任免 ＴＡ･ＲＡ履歴書 人事課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 04 任免 人事異動の掲示 人事課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 04 任免 委員･所属長等発令 人事課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 04 任免 外国人教師 人事課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 04 任免 外国人雇用状況報告 人事課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 04 任免 各研究員 人事課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 04 任免 経営協議会委員任免 人事課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 04 任免 継続雇用職員 人事課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 04 任免 室長･副学長･学長特別補佐任免 人事課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 04 任免 授業担当委嘱 人事課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 04 任免 障害者･高年齢者雇用 人事課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 04 任免 退職勧奨 人事課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 04 任免 派遣職員 人事課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 04 任免 博士特別研究員 人事課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師 人事課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師雇用計画 人事課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師採用書類 人事課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師配分時間数 人事課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 04 任免 非常勤職員 有期雇用、パートタイム職員 人事課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 04 任免 非常勤職員雇用計画 人事課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 04 任免 附属学校評議員 人事課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 04 任免 役員(学長･理事･監事)任免 人事課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 04 任免 旧姓使用 人事課長 2012/4/1 無期限 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 04 任免 職員進退録(乙) 人事課長 2012/4/1 無期限 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 04 任免 職員進退録(甲) 人事課長 2012/4/1 無期限 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成24年度 B 教職員 04 任免 ＴＡ･ＲＡ履歴書 人事課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成24年度 B 教職員 04 任免 人事異動の掲示 人事課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成24年度 B 教職員 04 任免 外国人雇用状況報告 人事課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成24年度 B 教職員 04 任免 各研究員 人事課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成24年度 B 教職員 04 任免 経営協議会委員任免 人事課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成24年度 B 教職員 04 任免 継続雇用職員 人事課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成24年度 B 教職員 04 任免 室長･副学長･学長特別補佐任免 人事課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成24年度 B 教職員 04 任免 授業担当委嘱 人事課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成24年度 B 教職員 04 任免 障害者･高年齢者雇用 人事課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成24年度 B 教職員 04 任免 退職勧奨 人事課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成24年度 B 教職員 04 任免 派遣職員 人事課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成24年度 B 教職員 04 任免 博士特別研究員 人事課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成24年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師 人事課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄



平成24年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師雇用計画 人事課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成24年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師採用書類 人事課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成24年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師配分時間数 人事課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成24年度 B 教職員 04 任免 非常勤職員 有期雇用、パートタイム職員 人事課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成24年度 B 教職員 04 任免 非常勤職員雇用計画 人事課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成24年度 B 教職員 04 任免 附属学校評議員 人事課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成24年度 B 教職員 04 任免 役員(学長･理事･監事)任免 人事課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成24年度 B 教職員 04 任免 旧姓使用 人事課長 2013/4/1 無期限 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成24年度 B 教職員 04 任免 職員進退録(乙) 人事課長 2013/4/1 無期限 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成24年度 B 教職員 04 任免 職員進退録(甲) 人事課長 2013/4/1 無期限 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 04 任免 ＴＡ･ＲＡ 人事課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 04 任免 人事異動の掲示 人事課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 04 任免 外国人雇用状況報告 人事課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 04 任免 各研究員 人事課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 04 任免 経営協議会委員任免 人事課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 04 任免 継続雇用職員 人事課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 04 任免 室長･副学長･学長特別補佐任免 人事課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 04 任免 授業担当委嘱 人事課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 04 任免 障害者･高年齢者雇用 人事課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 04 任免 派遣職員 人事課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 04 任免 博士特別研究員 人事課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師 人事課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師雇用計画 人事課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師採用関係書類 人事課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師配分時間数 人事課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 04 任免 非常勤職員 有期雇用、パートタイム職員 人事課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 04 任免 非常勤職員雇用計画 人事課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 04 任免 附属学校評議員 人事課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 04 任免 役員(学長･理事･監事)任免 人事課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 04 任免 旧姓使用 人事課長 2014/4/1 無期限 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 04 任免 職員進退録(乙) 人事課長 2014/4/1 無期限 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 04 任免 職員進退録(甲) 人事課長 2014/4/1 無期限 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 04 任免 ＴＡ･ＲＡ 人事課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 04 任免 所属長等発令 人事課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 04 任免 人事異動の掲示 人事課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 04 任免 外国人雇用状況報告 人事課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 04 任免 各研究員 人事課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 04 任免 経営協議会委員任免 人事課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 04 任免 継続雇用職員 人事課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 04 任免 室長･副学長･学長特別補佐任免 人事課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄



平成26年度 B 教職員 04 任免 授業担当委嘱 人事課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 04 任免 障害者･高年齢者雇用 人事課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 04 任免 派遣職員 人事課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 04 任免 博士特別研究員 人事課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師(伺) 人事課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師雇用計画 人事課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師採用関係書類 人事課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師配分時間数 人事課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 04 任免 非常勤職員 有期雇用、パートタイム職員 人事課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 04 任免 非常勤職員雇用計画 人事課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 04 任免 附属学校評議員 人事課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 04 任免 役員(学長･理事･監事)任免 人事課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 04 任免 旧姓使用 人事課長 2015/4/1 無期限 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 04 任免 職員進退録(乙) 人事課長 2015/4/1 無期限 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 04 任免 職員進退録(甲) 人事課長 2015/4/1 無期限 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 04 任免 ＴＡ･ＲＡ 人事労務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 04 任免 クロスアポイントメント協定書 人事労務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 04 任免 所属長等発令 人事労務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 04 任免 人事異動の掲示 人事労務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 04 任免 外国人雇用状況報告 人事労務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 04 任免 各研究員 人事労務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 04 任免 経営協議会委員任免 人事労務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 04 任免 継続雇用職員 人事労務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 04 任免 室長･副学長･学長特別補佐任免 人事労務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 04 任免 授業担当委嘱 人事労務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 04 任免 障害者･高年齢者雇用 人事労務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 04 任免 博士特別研究員 人事労務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師(伺) 人事労務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師雇用計画 人事労務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師採用関係書類 人事労務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師配分ポイント 人事労務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 04 任免 非常勤職員 有期雇用、パートタイム職員 人事労務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 04 任免 非常勤職員雇用計画 人事労務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 04 任免 附属学校評議員 人事労務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 04 任免 役員(学長･理事･監事)任免 人事労務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 04 任免 育児休業 人事労務課長 2020/4/1 完結後5年 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 04 任免 旧姓使用 人事労務課長 2020/4/1 無期限 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 04 任免 職員進退録(乙) 人事労務課長 2020/4/1 無期限 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 04 任免 職員進退録(甲) 人事労務課長 2020/4/1 無期限 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 04 任免 育児休業 労務課長 2012/4/1 完結後5年 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄



平成24年度 B 教職員 04 任免 育児休業 労務課長 2013/4/1 完結後5年 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 04 任免 育児休業 労務課長 2014/4/1 完結後5年 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 04 任免 育児休業 労務課長 2015/4/1 完結後5年 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 04 任免 ＴＡ･ＲＡ 人事課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 04 任免 所属長等発令 人事課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 04 任免 人事異動の掲示 人事課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 04 任免 外国人雇用状況報告 人事課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 04 任免 各研究員 人事課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 04 任免 経営協議会委員任免 人事課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 04 任免 継続雇用職員 人事課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 04 任免 室長･副学長･学長特別補佐任免 人事課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 04 任免 授業担当委嘱 人事課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 04 任免 障害者･高年齢者雇用 人事課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 04 任免 派遣職員 人事課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 04 任免 博士特別研究員 人事課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師(伺) 人事課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師雇用計画 人事課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師採用関係書類 人事課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師配分時間数 人事課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 04 任免 非常勤職員 有期雇用、パートタイム職員 人事課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 04 任免 非常勤職員雇用計画 人事課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 04 任免 附属学校評議員 人事課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 04 任免 役員(学長･理事･監事)任免 人事課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 04 任免 育児休業 労務課長 2016/4/1 完結後5年 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 04 任免 旧姓使用 人事課長 2016/4/1 無期限 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 04 任免 職員進退録(乙) 人事課長 2016/4/1 無期限 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 04 任免 職員進退録(甲) 人事課長 2016/4/1 無期限 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 04 任免 ＴＡ･ＲＡ 人事課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 04 任免 クロスアポイントメント協定書 人事課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 04 任免 所属長等発令 人事課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 04 任免 人事異動の掲示 人事課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 04 任免 外国人雇用状況報告 人事課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 04 任免 各研究員 人事課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 04 任免 経営協議会委員任免 人事課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 04 任免 継続雇用職員 人事課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 04 任免 室長･副学長･学長特別補佐任免 人事課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 04 任免 授業担当委嘱 人事課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 04 任免 障害者･高年齢者雇用 人事課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 04 任免 派遣職員 人事課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 04 任免 博士特別研究員 人事課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄



平成28年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師(伺) 人事課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師雇用計画 人事課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師採用関係書類 人事課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師配分ポイント 人事課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 04 任免 非常勤職員 有期雇用、パートタイム職員 人事課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 04 任免 非常勤職員雇用計画 人事課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 04 任免 附属学校評議員 人事課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 04 任免 役員(学長･理事･監事)任免 人事課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 04 任免 育児休業 人事課長 2017/4/1 完結後5年 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 04 任免 旧姓使用 人事課長 2017/4/1 無期限 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 04 任免 職員進退録(乙) 人事課長 2017/4/1 無期限 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 04 任免 職員進退録(甲) 人事課長 2017/4/1 無期限 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 04 任免 ＴＡ･ＲＡ 人事労務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 04 任免 クロスアポイントメント協定書 人事労務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 04 任免 所属長等発令 人事労務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 04 任免 人事異動の掲示 人事労務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 04 任免 外国人雇用状況報告 人事労務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 04 任免 各研究員 人事労務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 04 任免 経営協議会委員任免 人事労務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 04 任免 継続雇用職員 人事労務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 04 任免 室長･副学長･学長特別補佐任免 人事労務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 04 任免 授業担当委嘱 人事労務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 04 任免 障害者･高年齢者雇用 人事労務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 04 任免 派遣職員 人事労務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 04 任免 博士特別研究員 人事労務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師(伺) 人事労務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師雇用計画 人事労務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師採用関係書類 人事労務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師配分ポイント 人事労務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 04 任免 非常勤職員 有期雇用、パートタイム職員 人事労務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 04 任免 非常勤職員雇用計画 人事労務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 04 任免 附属学校評議員 人事労務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 04 任免 役員(学長･理事･監事)任免 人事労務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 04 任免 育児休業 人事労務課長 2018/4/1 完結後5年 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 04 任免 旧姓使用 人事労務課長 2018/4/1 無期限 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 04 任免 職員進退録(乙) 人事労務課長 2018/4/1 無期限 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 04 任免 職員進退録(甲) 人事労務課長 2018/4/1 無期限 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 04 任免 ＴＡ･ＲＡ 人事労務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 04 任免 クロスアポイントメント協定書 人事労務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 04 任免 所属長等発令 人事労務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄



平成30年度 B 教職員 04 任免 人事異動の掲示 人事労務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 04 任免 外国人雇用状況報告 人事労務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 04 任免 各研究員 人事労務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 04 任免 経営協議会委員任免 人事労務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 04 任免 継続雇用職員 人事労務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 04 任免 室長･副学長･学長特別補佐任免 人事労務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 04 任免 授業担当委嘱 人事労務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 04 任免 障害者･高年齢者雇用 人事労務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 04 任免 派遣職員 人事労務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 04 任免 博士特別研究員 人事労務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師(伺) 人事労務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師雇用計画 人事労務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師採用関係書類 人事労務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師配分ポイント 人事労務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 04 任免 非常勤職員 有期雇用、パートタイム職員 人事労務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 04 任免 非常勤職員雇用計画 人事労務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 04 任免 附属学校評議員 人事労務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 04 任免 役員(学長･理事･監事)任免 人事労務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 04 任免 育児休業 人事労務課長 2019/4/1 完結後5年 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 04 任免 旧姓使用 人事労務課長 2019/4/1 無期限 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 04 任免 職員進退録(乙) 人事労務課長 2019/4/1 無期限 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 04 任免 職員進退録(甲) 人事労務課長 2019/4/1 無期限 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 05 給与 社会保険適用事業所届出 人事労務課長 2012/4/1 30 2042/4/1 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 05 給与 配偶者控除申告書 人事労務課長 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 05 給与 扶養控除等異動申告書 人事労務課長 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 05 給与 保険料控除申告書 人事労務課長 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 05 給与 マイナンバー対応 人事労務課長 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 05 給与 基準給与簿[全学] 人事労務課長 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 05 給与 住宅特別控除申告書 人事労務課長 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 05 給与 職員別給与簿 人事労務課長 2019/4/1 7 2026/3/31 電子(共有ｻｰﾊﾞｰ(人事給与統合ｼｽﾃﾑ)) 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 05 給与 人事給与統合システム 人事労務課長 2019/4/1 7 2026/3/31 電子(共有ｻｰﾊﾞｰ(人事給与統合ｼｽﾃﾑ)) 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 05 給与 人事給与統合システム 人事労務課長 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 05 給与 賃金からの一部控除に関する申出書 人事労務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 05 給与 年俸制導入促進費 人事労務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 05 給与 給与の口座振込申出･変更申出書 人事労務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 05 給与 住民税･県民税の特別徴収税額決定通知書 人事労務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 05 給与 所得税(税務調査) 人事労務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 05 給与 所得税(租税条約) 人事労務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 05 給与 所得税(年末調整) 人事労務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 05 給与 諸手当(入学試験) 人事労務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄



平成30年度 B 教職員 05 給与 退職金 人事労務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 05 給与 賃金からの法定外控除 人事労務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 05 給与 賃金支払データ 人事労務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 電子（共有サーバー） 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 05 給与 特別徴収に係る異動申告書 人事労務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 05 給与 基準給与簿[人事労務課分] 人事労務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 05 給与 期末･勤勉手当 人事労務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 05 給与 配偶者控除申告書 人事労務課長 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 05 給与 扶養控除等異動申告書 人事労務課長 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 05 給与 保険料控除申告書 人事労務課長 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 05 給与 マイナンバー対応 人事労務課長 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 05 給与 基準給与簿[全学] 人事労務課長 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 05 給与 住宅特別控除申告書 人事労務課長 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 05 給与 職員別給与簿 人事労務課長 2020/4/1 7 2027/3/31 電子(共有ｻｰﾊﾞｰ(人事給与統合ｼｽﾃﾑ)) 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 05 給与 人事給与統合システム 人事労務課長 2020/4/1 7 2027/3/31 電子(共有ｻｰﾊﾞｰ(人事給与統合ｼｽﾃﾑ)) 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 05 給与 人事給与統合システム 人事労務課長 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 05 給与 アルバイト 人事労務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 05 給与 異動保障手当 人事労務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 05 給与 外部資金等獲得調整額 人事労務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 05 給与 広域人事交流手当 人事労務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 05 給与 賃金からの一部控除に関する申出書 人事労務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 05 給与 賃金からの債権差押 人事労務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 05 給与 年俸制導入促進費 人事労務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 05 給与 基本給の調整額 人事労務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 05 給与 給与の口座振込申出･変更申出書 人事労務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 05 給与 現況届 人事労務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 05 給与 住民税･県民税の特別徴収税額決定通知書 人事労務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 05 給与 初任給調整手当 人事労務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 05 給与 所得税(税務調査) 人事労務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 05 給与 所得税(租税条約) 人事労務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 05 給与 所得税(年末調整) 人事労務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 05 給与 諸手当(入学試験) 人事労務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 05 給与 昇格 人事労務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 05 給与 昇給 人事労務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 05 給与 人件費 人事労務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 05 給与 退職金 人事労務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 05 給与 賃金からの法定外控除 人事労務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 05 給与 賃金支払データ 人事労務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 電子（共有サーバー） 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 05 給与 通勤手当改定 人事労務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 05 給与 特別徴収に係る異動申告書 人事労務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 05 給与 住居手当認定簿 人事労務課長 2020/4/1 本人離職後5年 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄



令和元年度 B 教職員 05 給与 単身赴任手当認定簿 人事労務課長 2020/4/1 本人離職後5年 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 05 給与 通勤手当認定簿･通勤届 人事労務課長 2020/4/1 本人離職後5年 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 05 給与 扶養手当改定 人事労務課長 2020/4/1 本人離職後5年 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 05 給与 扶養手当認定簿 人事労務課長 2020/4/1 本人離職後5年 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 05 給与 社会保険（職員福祉係） 人事労務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 05 給与 アルバイト 人事課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 05 給与 異動保障手当 人事課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 05 給与 現況届 人事課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 05 給与 基本給の調整額 人事課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 05 給与 給与の口座振込申出･変更申出書 人事課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 05 給与 広域人事交流手当 人事課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 05 給与 住宅特別控除申告書 人事課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 05 給与 住民税･県民税の特別徴収税額決定通知書 人事課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 05 給与 初任給調整手当 人事課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 05 給与 所得税(租税条約) 人事課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 05 給与 所得税(年末調整) 人事課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 05 給与 諸手当(入学試験) 人事課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 05 給与 昇格 人事課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 05 給与 昇給 人事課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 05 給与 人件費 人事課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 05 給与 退職金 人事課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 05 給与 賃金からの法定外控除 人事課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 05 給与 賃金支払データ 人事課長 2012/4/1 30 2042/3/31 電子（共有サーバー） 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 05 給与 通勤手当改定 人事課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 05 給与 東北地方太平洋沖地震特例措置 人事課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 05 給与 特別徴収に係る異動申告書 人事課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 05 給与 復職時調整 人事課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 05 給与 保険料控除兼配偶者特別控除申告書 人事課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 05 給与 住居手当認定簿 人事課長 2012/4/1 本人離職後5年 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 05 給与 単身赴任手当認定簿 人事課長 2012/4/1 本人離職後5年 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 05 給与 通勤手当認定簿･通勤届 人事課長 2012/4/1 本人離職後5年 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 05 給与 扶養控除申告書 人事課長 2012/4/1 本人離職後5年 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 05 給与 扶養手当改定 人事課長 2012/4/1 本人離職後5年 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 05 給与 扶養手当認定簿 人事課長 2012/4/1 本人離職後5年 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成24年度 B 教職員 05 給与 アルバイト 人事課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成24年度 B 教職員 05 給与 異動保障手当 人事課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成24年度 B 教職員 05 給与 現況届 人事課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成24年度 B 教職員 05 給与 基本給の調整額 人事課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成24年度 B 教職員 05 給与 給与の口座振込申出･変更申出書 人事課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成24年度 B 教職員 05 給与 住宅特別控除申告書 人事課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄



平成24年度 B 教職員 05 給与 住民税･県民税の特別徴収税額決定通知書 人事課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成24年度 B 教職員 05 給与 初任給調整手当 人事課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成24年度 B 教職員 05 給与 所得税(租税条約) 人事課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成24年度 B 教職員 05 給与 所得税(年末調整) 人事課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成24年度 B 教職員 05 給与 諸手当(入学試験) 人事課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成24年度 B 教職員 05 給与 昇格 人事課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成24年度 B 教職員 05 給与 昇給 人事課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成24年度 B 教職員 05 給与 人件費 人事課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成24年度 B 教職員 05 給与 退職金 人事課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成24年度 B 教職員 05 給与 賃金からの法定外控除 人事課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成24年度 B 教職員 05 給与 賃金支払データ 人事課長 2013/4/1 30 2043/3/31 電子（共有サーバー） 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成24年度 B 教職員 05 給与 通勤手当改定 人事課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成24年度 B 教職員 05 給与 特別徴収に係る異動申告書 人事課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成24年度 B 教職員 05 給与 住居手当認定簿 人事課長 2013/4/1 本人離職後5年 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成24年度 B 教職員 05 給与 単身赴任手当認定簿 人事課長 2013/4/1 本人離職後5年 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成24年度 B 教職員 05 給与 通勤手当認定簿･通勤届 人事課長 2013/4/1 本人離職後5年 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成24年度 B 教職員 05 給与 扶養手当改定 人事課長 2013/4/1 本人離職後5年 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成24年度 B 教職員 05 給与 扶養手当認定簿 人事課長 2013/4/1 本人離職後5年 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 05 給与 基準給与簿[全学] 人事課長 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 05 給与 住宅特別控除申告書 人事課長 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 05 給与 職員別給与簿 人事課長 2014/4/1 7 2021/3/31 電子(共有サーバー(人事給与統合システム)) 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 05 給与 人事給与統合システム 人事課長 2014/4/1 7 2021/3/31 電子(共有サーバー(人事給与統合システム)) 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 05 給与 人事給与統合システム 人事課長 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 05 給与 扶養控除申告書 人事課長 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 05 給与 保険料控除兼配偶者特別控除申告書 人事課長 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 05 給与 アルバイト 人事課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 05 給与 異動保障手当 人事課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 05 給与 現況届 人事課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 05 給与 基本給の調整額 人事課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 05 給与 給与の口座振込申出･変更申出書 人事課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 05 給与 住民税･県民税の特別徴収税額決定通知書 人事課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 05 給与 初任給調整手当 人事課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 05 給与 所得税(租税条約) 人事課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 05 給与 所得税(年末調整) 人事課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 05 給与 諸手当(入学試験) 人事課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 05 給与 昇格 人事課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 05 給与 昇給 人事課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 05 給与 人件費 人事課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 05 給与 退職金 人事課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 05 給与 賃金からの法定外控除 人事課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄



平成25年度 B 教職員 05 給与 賃金支払データ 人事課長 2014/4/1 30 2044/3/31 電子（共有サーバー） 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 05 給与 通勤手当改定 人事課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 05 給与 特別徴収に係る異動申告書 人事課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 05 給与 住居手当認定簿 人事課長 2014/4/1 本人離職後5年 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 05 給与 単身赴任手当認定簿 人事課長 2014/4/1 本人離職後5年 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 05 給与 通勤手当認定簿･通勤届 人事課長 2014/4/1 本人離職後5年 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 05 給与 扶養手当改定 人事課長 2014/4/1 本人離職後5年 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 05 給与 扶養手当認定簿 人事課長 2014/4/1 本人離職後5年 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 05 給与 基準給与簿[全学] 人事課長 2015/4/1 7 2022/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 05 給与 住宅特別控除申告書 人事課長 2015/4/1 7 2022/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 05 給与 職員別給与簿 人事課長 2015/4/1 7 2022/3/31 電子(共有サーバー(人事給与統合システム)) 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 05 給与 人事給与統合システム 人事課長 2015/4/1 7 2022/3/31 電子(共有サーバー(人事給与統合システム)) 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 05 給与 人事給与統合システム 人事課長 2015/4/1 7 2022/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 05 給与 扶養控除申告書 人事課長 2015/4/1 7 2022/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 05 給与 保険料控除兼配偶者特別控除申告書 人事課長 2015/4/1 7 2022/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 05 給与 アルバイト 人事課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 05 給与 異動保障手当 人事課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 05 給与 現況届 人事課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 05 給与 賃金からの一部控除に関する申出書 人事課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 05 給与 復職時調整 人事課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 05 給与 基本給の調整額 人事課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 05 給与 給与の口座振込申出･変更申出書 人事課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 05 給与 住民税･県民税の特別徴収税額決定通知書 人事課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 05 給与 初任給調整手当 人事課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 05 給与 所得税(租税条約) 人事課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 05 給与 所得税(年末調整) 人事課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 05 給与 諸手当(入学試験) 人事課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 05 給与 昇格 人事課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 05 給与 昇給 人事課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 05 給与 人件費 人事課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 05 給与 退職金 人事課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 05 給与 賃金からの法定外控除 人事課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 05 給与 賃金支払データ 人事課長 2015/4/1 30 2045/3/31 電子（共有サーバー） 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 05 給与 通勤手当改定 人事課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 05 給与 特別徴収に係る異動申告書 人事課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 05 給与 単身赴任手当認定簿 人事課長 2015/4/1 本人離職後5年 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 05 給与 通勤手当認定簿･通勤届 人事課長 2015/4/1 本人離職後5年 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 05 給与 扶養手当改定 人事課長 2015/4/1 本人離職後5年 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 05 給与 扶養手当認定簿 人事課長 2015/4/1 本人離職後5年 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 05 給与 基準給与簿[人事課分] 人事課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄



平成27年度 B 教職員 05 給与 期末･勤勉手当 人事課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 05 給与 社会保険 労務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 05 給与 マイナンバー対応 人事課長 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 05 給与 基準給与簿[全学] 人事課長 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 05 給与 住宅特別控除申告書 人事課長 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 05 給与 職員別給与簿 人事課長 2016/4/1 7 2023/3/31 電子(共有ｻｰﾊﾞｰ(人事給与統合ｼｽﾃﾑ)) 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 05 給与 人事給与統合システム 人事課長 2016/4/1 7 2023/3/31 電子(共有ｻｰﾊﾞｰ(人事給与統合ｼｽﾃﾑ)) 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 05 給与 人事給与統合システム 人事課長 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 05 給与 扶養控除申告書 人事課長 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 05 給与 保険料控除兼配偶者特別控除申告書 人事課長 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 05 給与 アルバイト 人事課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 05 給与 異動保障手当 人事課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 05 給与 広域人事交流手当 人事課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 05 給与 賃金からの一部控除に関する申出書 人事課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 05 給与 賃金からの債権差押 人事労務課長 2017/4/1 30 2050/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 05 給与 年俸制導入促進費 人事課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 05 給与 復職時調整 人事課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 05 給与 基本給の調整額 人事課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 05 給与 給与の口座振込申出･変更申出書 人事課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 05 給与 現況届 人事課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 05 給与 住民税･県民税の特別徴収税額決定通知書 人事課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 05 給与 初任給調整手当 人事課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 05 給与 所得税(租税条約) 人事課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 05 給与 所得税(年末調整) 人事課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 05 給与 諸手当(入学試験) 人事課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 05 給与 昇格 人事課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 05 給与 昇給 人事課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 05 給与 人件費 人事課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 05 給与 退職金 人事課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 05 給与 賃金からの法定外控除 人事課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 05 給与 賃金支払データ 人事課長 2016/4/1 30 2046/3/31 電子（共有サーバー） 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 05 給与 通勤手当改定 人事課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 05 給与 特別徴収に係る異動申告書 人事課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 05 給与 住居手当認定簿 人事課長 2016/4/1 本人離職後5年 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 05 給与 単身赴任手当認定簿 人事課長 2016/4/1 本人離職後5年 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 05 給与 通勤手当認定簿･通勤届 人事課長 2016/4/1 本人離職後5年 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 05 給与 扶養手当改定 人事課長 2016/4/1 本人離職後5年 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 05 給与 扶養手当認定簿 人事課長 2016/4/1 本人離職後5年 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 05 給与 社会保険資格及び報酬等の調査 労務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 05 給与 基準給与簿[人事課分] 人事課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄



平成28年度 B 教職員 05 給与 期末･勤勉手当 人事課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 05 給与 社会保険 労務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 05 給与 マイナンバー対応 人事課長 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 05 給与 基準給与簿[全学] 人事課長 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 05 給与 住宅特別控除申告書 人事課長 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 05 給与 職員別給与簿 人事課長 2017/4/1 7 2024/3/31 電子(共有ｻｰﾊﾞｰ(人事給与統合ｼｽﾃﾑ)) 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 05 給与 人事給与統合システム 人事課長 2017/4/1 7 2024/3/31 電子(共有ｻｰﾊﾞｰ(人事給与統合ｼｽﾃﾑ)) 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 05 給与 人事給与統合システム 人事課長 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 05 給与 扶養控除申告書 人事課長 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 05 給与 保険料控除兼配偶者特別控除申告書 人事課長 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 05 給与 アルバイト 人事課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 05 給与 異動保障手当 人事課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 05 給与 外部資金等獲得調整額 人事労務課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 05 給与 広域人事交流手当 人事課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 05 給与 賃金からの一部控除に関する申出書 人事課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 05 給与 賃金からの債権差押 人事労務課長 2018/4/1 30 2050/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 05 給与 年俸制導入促進費 人事課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 05 給与 復職時調整 人事課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 05 給与 基本給の調整額 人事課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 05 給与 給与の口座振込申出･変更申出書 人事課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 05 給与 現況届 人事課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 05 給与 住民税･県民税の特別徴収税額決定通知書 人事課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 05 給与 初任給調整手当 人事課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 05 給与 所得税(租税条約) 人事課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 05 給与 所得税(年末調整) 人事課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 05 給与 諸手当(入学試験) 人事課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 05 給与 昇格 人事課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 05 給与 昇給 人事課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 05 給与 人件費 人事課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 05 給与 退職金 人事課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 05 給与 賃金からの法定外控除 人事課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 05 給与 賃金支払データ 人事課長 2017/4/1 30 2047/3/31 電子（共有サーバー） 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 05 給与 通勤手当改定 人事課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 05 給与 特別徴収に係る異動申告書 人事課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 05 給与 住居手当認定簿 人事課長 2017/4/1 本人離職後5年 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 05 給与 単身赴任手当認定簿 人事課長 2017/4/1 本人離職後5年 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 05 給与 通勤手当認定簿･通勤届 人事課長 2017/4/1 本人離職後5年 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 05 給与 扶養手当改定 人事課長 2017/4/1 本人離職後5年 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 05 給与 扶養手当認定簿 人事課長 2017/4/1 本人離職後5年 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 05 給与 社会保険資格及び報酬等の調査 人事労務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄



平成29年度 B 教職員 05 給与 基準給与簿[人事労務課分] 人事労務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 05 給与 期末･勤勉手当 人事労務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 05 給与 社会保険（職員福祉係） 人事労務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 05 給与 マイナンバー対応 人事労務課長 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 05 給与 基準給与簿[全学] 人事労務課長 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 05 給与 住宅特別控除申告書 人事労務課長 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 05 給与 職員別給与簿 人事労務課長 2018/4/1 7 2025/3/31 電子(共有ｻｰﾊﾞｰ(人事給与統合ｼｽﾃﾑ)) 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 05 給与 人事給与統合システム 人事労務課長 2018/4/1 7 2025/3/31 電子(共有ｻｰﾊﾞｰ(人事給与統合ｼｽﾃﾑ)) 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 05 給与 人事給与統合システム 人事労務課長 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 05 給与 扶養控除申告書 人事労務課長 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 05 給与 保険料控除兼配偶者特別控除申告書 人事労務課長 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 05 給与 アルバイト 人事労務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 05 給与 異動保障手当 人事労務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 05 給与 外部資金等獲得調整額 人事労務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 05 給与 広域人事交流手当 人事労務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 05 給与 賃金からの一部控除に関する申出書 人事労務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 05 給与 年俸制導入促進費 人事労務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 05 給与 復職時調整 人事労務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 05 給与 基本給の調整額 人事労務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 05 給与 給与の口座振込申出･変更申出書 人事労務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 05 給与 現況届 人事労務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 05 給与 住民税･県民税の特別徴収税額決定通知書 人事労務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 05 給与 初任給調整手当 人事労務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 05 給与 所得税(税務調査) 人事労務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 05 給与 所得税(租税条約) 人事労務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 05 給与 所得税(年末調整) 人事労務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 05 給与 諸手当(入学試験) 人事労務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 05 給与 昇格 人事労務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 05 給与 昇給 人事労務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 05 給与 人件費 人事労務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 05 給与 退職金 人事労務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 05 給与 賃金からの法定外控除 人事労務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 05 給与 賃金支払データ 人事労務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 電子（共有サーバー） 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 05 給与 通勤手当改定 人事労務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 05 給与 特別徴収に係る異動申告書 人事労務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 05 給与 住居手当認定簿 人事労務課長 2018/4/1 本人離職後5年 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 05 給与 単身赴任手当認定簿 人事労務課長 2018/4/1 本人離職後5年 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 05 給与 通勤手当認定簿･通勤届 人事労務課長 2018/4/1 本人離職後5年 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 05 給与 扶養手当改定 人事労務課長 2018/4/1 本人離職後5年 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 05 給与 扶養手当認定簿 人事労務課長 2018/4/1 本人離職後5年 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄



平成30年度 B 教職員 05 給与 基準給与簿[人事労務課分] 人事労務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 05 給与 期末･勤勉手当 人事労務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 05 給与 社会保険（職員福祉係） 人事労務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 05 給与 アルバイト 人事労務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 05 給与 異動保障手当 人事労務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 05 給与 外部資金等獲得調整額 人事労務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 05 給与 広域人事交流手当 人事労務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 05 給与 基本給の調整額 人事労務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 05 給与 現況届 人事労務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 05 給与 初任給調整手当 人事労務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 05 給与 昇格 人事労務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 05 給与 昇給 人事労務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 05 給与 人件費 人事労務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 05 給与 通勤手当改定 人事労務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 05 給与 住居手当認定簿 人事労務課長 2019/4/1 本人離職後5年 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 05 給与 単身赴任手当認定簿 人事労務課長 2019/4/1 本人離職後5年 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 05 給与 通勤手当認定簿･通勤届 人事労務課長 2019/4/1 本人離職後5年 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 05 給与 扶養手当改定 人事労務課長 2019/4/1 本人離職後5年 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 05 給与 扶養手当認定簿 人事労務課長 2019/4/1 本人離職後5年 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 06 服務･表彰 職員人事評価 人事労務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 電子（共有サーバー） 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 06 服務･表彰 勤務評価 人事労務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 06 服務･表彰 年俸制適用教員業績評価 人事労務課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 06 服務･表彰 兼業事例集 人事労務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 06 服務･表彰 秘匿兼業 人事労務課長 2020/4/1 兼業終了後5年 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 06 服務･表彰 兼業 人事労務課長 2020/4/1 兼業終了後5年 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 06 服務･表彰 研究成果活用企業役員等兼業 人事労務課長 2020/4/1 兼業終了後5年 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 06 服務･表彰 役員の兼業 人事労務課長 2020/4/1 兼業終了後5年 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 06 服務･表彰 栄典･表彰 人事労務課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 06 服務･表彰 栄典･表彰(他機関からの功績照会) 人事労務課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 06 服務･表彰 懲戒処分･職務上の措置 人事労務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 06 服務･表彰 栄典･表彰 人事課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 06 服務･表彰 栄典･表彰(他機関からの功績照会) 人事課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 06 服務･表彰 永年勤続者表彰[勤続20年･退職者] 人事課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 06 服務･表彰 学内表彰(永年勤続者表彰を除く。) 人事課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 06 服務･表彰 職員懲戒 労務課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 06 服務･表彰 兼業 労務課長 2012/4/1 兼業終了後5年 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 06 服務･表彰 役員の兼業 労務課長 2012/4/1 兼業終了後5年 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成23年度～ B 教職員 06 服務･表彰 生存者叙勲授章者台帳､死亡叙位叙勲引渡簿 人事課長 2012/4/1 常用 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成24年度 B 教職員 06 服務･表彰 栄典･表彰 人事課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成24年度 B 教職員 06 服務･表彰 栄典･表彰(他機関からの功績照会) 人事課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄



平成24年度 B 教職員 06 服務･表彰 永年勤続者表彰[勤続20年･退職者] 人事課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成24年度 B 教職員 06 服務･表彰 学内表彰(永年勤続者表彰を除く。) 人事課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成24年度 B 教職員 06 服務･表彰 職員懲戒 労務課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成24年度 B 教職員 06 服務･表彰 兼業 労務課長 2013/4/1 兼業終了後5年 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成24年度 B 教職員 06 服務･表彰 研究成果活用企業役員等兼業 労務課長 2013/4/1 兼業終了後5年 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成24年度 B 教職員 06 服務･表彰 役員の兼業 労務課長 2013/4/1 兼業終了後5年 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 06 服務･表彰 栄典･表彰 人事課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 06 服務･表彰 栄典･表彰(他機関からの功績照会) 人事課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 06 服務･表彰 永年勤続者表彰[勤続20年･退職者] 人事課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 06 服務･表彰 学内表彰(永年勤続者表彰を除く。) 人事課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 06 服務･表彰 職員懲戒 労務課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 06 服務･表彰 懲戒処分･矯正処分 労務課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 06 服務･表彰 研究成果活用企業役員等兼業 労務課長 2014/4/1 兼業終了後5年 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 06 服務･表彰 兼業 労務課長 2014/4/1 兼業終了後5年 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 06 服務･表彰 役員の兼業 労務課長 2014/4/1 兼業終了後5年 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 06 服務･表彰 栄典･表彰 人事課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 06 服務･表彰 栄典･表彰(他機関からの功績照会) 人事課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 06 服務･表彰 永年勤続者表彰[勤続20年･退職者] 人事課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 06 服務･表彰 学内表彰(永年勤続者表彰を除く。) 人事課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 06 服務･表彰 職員懲戒 労務課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 06 服務･表彰 懲戒処分･矯正措置 労務課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 06 服務･表彰 兼業 労務課長 2015/4/1 兼業終了後5年 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 06 服務･表彰 研究成果活用企業役員等兼業 労務課長 2015/4/1 兼業終了後5年 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 06 服務･表彰 役員の兼業 労務課長 2015/4/1 兼業終了後5年 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 06 服務･表彰 勤務評価 労務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 06 服務･表彰 兼業事例集 労務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 06 服務･表彰 年俸制適用教員業績評価 人事課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 06 服務･表彰 栄典･表彰 人事課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 06 服務･表彰 栄典･表彰(他機関からの功績照会) 人事課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 06 服務･表彰 永年勤続者表彰[勤続20年･退職者] 人事課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 06 服務･表彰 学内表彰(永年勤続者表彰を除く。) 人事課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 06 服務･表彰 懲戒処分･職務上の措置 労務課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 06 服務･表彰 秘匿兼業 人事労務課長 2016/4/1 兼業終了後5年 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 06 服務･表彰 兼業 労務課長 2016/4/1 兼業終了後5年 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 06 服務･表彰 研究成果活用企業役員等兼業 労務課長 2016/4/1 兼業終了後5年 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 06 服務･表彰 役員の兼業 労務課長 2016/4/1 兼業終了後5年 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 06 服務･表彰 勤務評価 人事課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 06 服務･表彰 兼業事例集 労務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 06 服務･表彰 栄典･表彰 労務課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 06 服務･表彰 栄典･表彰(他機関からの功績照会) 労務課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄



平成28年度 B 教職員 06 服務･表彰 年俸制適用教員業績評価 人事課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 06 服務･表彰 懲戒処分･職務上の措置 労務課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 06 服務･表彰 秘匿兼業 労務課長 2017/4/1 兼業終了後5年 紙 労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 06 服務･表彰 兼業 労務課長 2017/4/1 兼業終了後5年 紙 労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 06 服務･表彰 研究成果活用企業役員等兼業 労務課長 2017/4/1 兼業終了後5年 紙 労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 06 服務･表彰 役員の兼業 労務課長 2017/4/1 兼業終了後5年 紙 労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 06 服務･表彰 勤務評価 人事労務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 06 服務･表彰 兼業事例集 人事労務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 06 服務･表彰 年俸制適用教員業績評価 人事労務課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 06 服務･表彰 栄典･表彰 人事労務課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 06 服務･表彰 栄典･表彰(他機関からの功績照会) 人事労務課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 06 服務･表彰 懲戒処分･職務上の措置 人事労務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 06 服務･表彰 秘匿兼業 人事労務課長 2018/4/1 兼業終了後5年 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 06 服務･表彰 兼業 人事労務課長 2018/4/1 兼業終了後5年 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 06 服務･表彰 研究成果活用企業役員等兼業 人事労務課長 2018/4/1 兼業終了後5年 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 06 服務･表彰 役員の兼業 人事労務課長 2018/4/1 兼業終了後5年 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 06 服務･表彰 勤務評価 人事労務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 06 服務･表彰 兼業事例集 人事労務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 06 服務･表彰 年俸制適用教員業績評価 人事労務課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 06 服務･表彰 栄典･表彰 人事労務課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 06 服務･表彰 栄典･表彰(他機関からの功績照会) 人事労務課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 06 服務･表彰 懲戒処分･職務上の措置 人事労務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 06 服務･表彰 秘匿兼業 人事労務課長 2019/4/1 兼業終了後5年 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 06 服務･表彰 兼業 人事労務課長 2019/4/1 兼業終了後5年 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 06 服務･表彰 研究成果活用企業役員等兼業 人事労務課長 2019/4/1 兼業終了後5年 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 06 服務･表彰 役員の兼業 人事労務課長 2019/4/1 兼業終了後5年 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 07 福利 雇用保険適用事業所届出 人事労務課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 07 福利 国家公務員災害補償 人事労務課長 2012/4/1 完結後5年 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 07 福利 社会保険（給与係） 人事労務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 07 福利 労働保険 人事労務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 07 福利 国家公務員災害補償 人事労務課長 2019/4/1 完結後5年 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 07 福利 労働者災害補償保険 人事労務課長 2019/4/1 完結後5年 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 07 福利 社会保険（給与係） 人事労務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 07 福利 労働保険 人事労務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 07 福利 雇用保険育児休業給付金 人事労務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 07 福利 雇用保険取得･転勤手続(教職員) 人事労務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 07 福利 雇用保険取得･転勤手続(非常勤職員) 人事労務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 07 福利 雇用保険喪失手続(教職員) 人事労務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 07 福利 雇用保険喪失手続(非常勤職員) 人事労務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 07 福利 財産形成貯蓄控除明細書(システム入力控) 人事労務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄



令和元年度 B 教職員 07 福利 財産形成貯蓄控除明細書(金融機関明細書控) 人事労務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 07 福利 財産形成貯蓄実施状況報告 人事労務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 07 福利 福利厚生(グループ保険) 人事労務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 07 福利 福利厚生(団体傷害保険) 人事労務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 07 福利 雇用保険高年齢雇用継続給付金(教職員) 人事労務課長 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 07 福利 雇用保険高年齢雇用継続給付金(非常勤職員) 人事労務課長 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 07 福利 共済組合貸付経理支出入証拠書 人事労務課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 07 福利 共済組合業務経理支出入証拠書 人事労務課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 07 福利 共済組合短期経理支出入証拠書 人事労務課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 07 福利 共済組合保健経理支出入証拠書 人事労務課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 07 福利 共済控除依頼書 人事労務課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 07 福利 共済組合員動態調査 人事労務課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 07 福利 共済組合各種調査報告書 人事労務課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 07 福利 共済組合給付金台帳 人事労務課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 07 福利 共済組合元帳 人事労務課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 07 福利 共済組合事業報告書 人事労務課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 07 福利 共済組合貸付金台帳 人事労務課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 07 福利 共済組合長期給付 人事労務課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 07 福利 共済組合被扶養者申告書 人事労務課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 07 福利 共済組合予算差引帳 人事労務課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 07 福利 年金決定通知書 人事労務課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 07 福利 国家公務員災害補償 人事労務課長 2020/4/1 完結後5年 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 07 福利 労働者災害補償保険 人事労務課長 2020/4/1 完結後5年 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 07 福利 共済控除依頼書 人事課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 07 福利 共済組合レセプト 人事課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 07 福利 共済組合員証等 人事課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 07 福利 共済組合各種調査報告書 人事課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 07 福利 共済組合給付金台帳 人事課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 07 福利 共済組合業務経理伝票 人事課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 07 福利 共済組合元帳 人事課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 07 福利 共済組合事業報告書 人事課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 07 福利 共済組合貸付金台帳 人事課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 07 福利 共済組合貸付経理伝票 人事課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 07 福利 共済組合短期経理伝票 人事課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 07 福利 共済組合長期給付 人事課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 07 福利 共済組合被扶養者申告書 人事課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 07 福利 共済組合福祉事業書類(写) 人事課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 07 福利 共済組合保健経理伝票 人事課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 07 福利 共済組合予算差引帳 人事課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 07 福利 共済組合療養費請求書等 人事課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄



平成23年度 B 教職員 07 福利 年金決定通知書 人事課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 07 福利 財産形成貯蓄協定書･覚書 労務課長 2012/4/1 常用 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 07 福利 労働者災害補償保険 労務課長 2012/4/1 完結後5年 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成24年度 B 教職員 07 福利 共済控除依頼書 人事課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成24年度 B 教職員 07 福利 共済組合各種調査報告書 人事課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成24年度 B 教職員 07 福利 共済組合給付金台帳 人事課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成24年度 B 教職員 07 福利 共済組合業務経理支出入証拠書 人事課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成24年度 B 教職員 07 福利 共済組合元帳 人事課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成24年度 B 教職員 07 福利 共済組合事業報告書 人事課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成24年度 B 教職員 07 福利 共済組合貸付金台帳 人事課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成24年度 B 教職員 07 福利 共済組合貸付経理支出入証拠書 人事課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成24年度 B 教職員 07 福利 共済組合短期経理支出入証拠書 人事課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成24年度 B 教職員 07 福利 共済組合長期給付 人事課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成24年度 B 教職員 07 福利 共済組合被扶養者申告書 人事課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成24年度 B 教職員 07 福利 共済組合保健経理支出入証拠書 人事課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成24年度 B 教職員 07 福利 共済組合予算差引帳 人事課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成24年度 B 教職員 07 福利 年金決定通知書 人事課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成24年度 B 教職員 07 福利 財形貯蓄送金口座変更手続 労務課長 2013/4/1 30 2033/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成24年度 B 教職員 07 福利 国家公務員災害補償 労務課長 2013/4/1 完結後5年 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成24年度 B 教職員 07 福利 労働者災害補償保険 労務課長 2013/4/1 完結後5年 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 07 福利 雇用保険高年齢雇用継続給付金 労務課長 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 07 福利 共済控除依頼書 人事課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 07 福利 共済組合各種調査報告書 人事課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 07 福利 共済組合給付金台帳 人事課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 07 福利 共済組合業務経理支出入証拠書 人事課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 07 福利 共済組合元帳 人事課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 07 福利 共済組合事業報告書 人事課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 07 福利 共済組合貸付金台帳 人事課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 07 福利 共済組合貸付経理支出入証拠書 人事課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 07 福利 共済組合短期経理支出入証拠書 人事課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 07 福利 共済組合長期給付 人事課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 07 福利 共済組合被扶養者申告書 人事課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 07 福利 共済組合保健経理支出入証拠書 人事課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 07 福利 共済組合予算差引帳 人事課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 07 福利 年金決定通知書 人事課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 07 福利 国家公務員災害補償 労務課長 2014/4/1 完結後5年 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 07 福利 労働者災害補償保険 労務課長 2014/4/1 完結後5年 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 07 福利 雇用保険高年齢雇用継続給付金 労務課長 2015/4/1 7 2022/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 07 福利 共済組合貸付経理支出入証拠書 人事課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 07 福利 共済組合業務経理支出入証拠書 人事課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄



平成26年度 B 教職員 07 福利 共済組合短期経理支出入証拠書 人事課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 07 福利 共済組合保健経理支出入証拠書 人事課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 07 福利 共済控除依頼書 人事課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 07 福利 共済組合員動態調査 人事課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 07 福利 共済組合各種調査報告書 人事課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 07 福利 共済組合給付金台帳 人事課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 07 福利 共済組合元帳 人事課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 07 福利 共済組合事業報告書 人事課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 07 福利 共済組合貸付金台帳 人事課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 07 福利 共済組合長期給付 人事課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 07 福利 共済組合被扶養者申告書 人事課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 07 福利 共済組合予算差引帳 人事課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 07 福利 年金決定通知書 人事課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 07 福利 国家公務員災害補償 労務課長 2015/4/1 完結後5年 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 07 福利 労働者災害補償保険 労務課長 2015/4/1 完結後5年 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 07 福利 雇用保険育児休業給付金 労務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 07 福利 雇用保険取得･転勤手続(教職員) 労務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 07 福利 雇用保険取得･転勤手続(非常勤職員) 労務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 07 福利 雇用保険喪失手続(教職員) 労務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 07 福利 雇用保険喪失手続(非常勤職員) 労務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 07 福利 財産形成貯蓄控除明細書(システム入力控) 労務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 07 福利 財産形成貯蓄控除明細書(金融機関明細書控) 労務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 07 福利 財産形成貯蓄実施状況報告 労務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 07 福利 社会保険 人事課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 07 福利 福利厚生(グループ保険) 労務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 07 福利 福利厚生(マジックキングダム) 労務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 07 福利 福利厚生(団体傷害保険) 労務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 07 福利 保険料団体事務費 労務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 07 福利 労働保険 人事課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 07 福利 雇用保険高年齢雇用継続給付金(教職員) 労務課長 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 07 福利 雇用保険高年齢雇用継続給付金(非常勤職員) 労務課長 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 07 福利 共済組合貸付経理支出入証拠書 人事課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 07 福利 共済組合業務経理支出入証拠書 人事課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 07 福利 共済組合短期経理支出入証拠書 人事課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 07 福利 共済組合保健経理支出入証拠書 人事課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 07 福利 共済控除依頼書 人事課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 07 福利 共済組合員動態調査 人事課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 07 福利 共済組合各種調査報告書 人事課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 07 福利 共済組合給付金台帳 人事課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 07 福利 共済組合元帳 人事課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄



平成27年度 B 教職員 07 福利 共済組合事業報告書 人事課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 07 福利 共済組合貸付金台帳 人事課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 07 福利 共済組合長期給付 人事課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 07 福利 共済組合被扶養者申告書 人事課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 07 福利 共済組合予算差引帳 人事課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 07 福利 年金決定通知書 人事課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 07 福利 国家公務員災害補償 労務課長 2016/4/1 完結後5年 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 07 福利 労働者災害補償保険 労務課長 2016/4/1 完結後5年 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 07 福利 雇用保険育児休業給付金 労務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 07 福利 雇用保険取得･転勤手続(教職員) 労務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 07 福利 雇用保険取得･転勤手続(非常勤職員) 労務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 07 福利 雇用保険喪失手続(教職員) 労務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 07 福利 雇用保険喪失手続(非常勤職員) 労務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 07 福利 財産形成貯蓄控除明細書(システム入力控) 労務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 07 福利 財産形成貯蓄控除明細書(金融機関明細書控) 労務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 07 福利 財産形成貯蓄実施状況報告 労務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 07 福利 社会保険 人事課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 07 福利 福利厚生(グループ保険) 労務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 07 福利 福利厚生(団体傷害保険) 労務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 07 福利 保険料団体事務費 労務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 07 福利 労働保険 人事課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 07 福利 雇用保険高年齢雇用継続給付金(教職員) 労務課長 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 07 福利 雇用保険高年齢雇用継続給付金(非常勤職員) 労務課長 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 07 福利 共済組合貸付経理支出入証拠書 人事課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 07 福利 共済組合業務経理支出入証拠書 人事課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 07 福利 共済組合短期経理支出入証拠書 人事課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 07 福利 共済組合保健経理支出入証拠書 人事課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 07 福利 共済控除依頼書 人事課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 07 福利 共済組合員動態調査 人事課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 07 福利 共済組合各種調査報告書 人事課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 07 福利 共済組合給付金台帳 人事課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 07 福利 共済組合元帳 人事課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 07 福利 共済組合事業報告書 人事課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 07 福利 共済組合貸付金台帳 人事課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 07 福利 共済組合長期給付 人事課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 07 福利 共済組合被扶養者申告書 人事課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 07 福利 共済組合予算差引帳 人事課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 07 福利 年金決定通知書 人事課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 07 福利 国家公務員災害補償 労務課長 2017/4/1 完結後5年 紙 労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 07 福利 労働者災害補償保険 労務課長 2017/4/1 完結後5年 紙 労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄



平成29年度 B 教職員 07 福利 雇用保険育児休業給付金 人事労務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 07 福利 雇用保険取得･転勤手続(教職員) 人事労務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 07 福利 雇用保険取得･転勤手続(非常勤職員) 人事労務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 07 福利 雇用保険喪失手続(教職員) 人事労務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 07 福利 雇用保険喪失手続(非常勤職員) 人事労務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 07 福利 財産形成貯蓄控除明細書(システム入力控) 人事労務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 07 福利 財産形成貯蓄控除明細書(金融機関明細書控) 人事労務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 07 福利 財産形成貯蓄実施状況報告 人事労務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 07 福利 社会保険（給与係） 人事労務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 07 福利 福利厚生(グループ保険) 人事労務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 07 福利 福利厚生(団体傷害保険) 人事労務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 07 福利 保険料団体事務費 人事労務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 07 福利 保険料団体事務費 人事労務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 07 福利 労働保険 人事労務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 07 福利 雇用保険高年齢雇用継続給付金(教職員) 人事労務課長 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 07 福利 雇用保険高年齢雇用継続給付金(非常勤職員) 人事労務課長 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 07 福利 共済組合貸付経理支出入証拠書 人事労務課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 07 福利 共済組合業務経理支出入証拠書 人事労務課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 07 福利 共済組合短期経理支出入証拠書 人事労務課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 07 福利 共済組合保健経理支出入証拠書 人事労務課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 07 福利 共済控除依頼書 人事労務課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 07 福利 共済組合員動態調査 人事労務課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 07 福利 共済組合各種調査報告書 人事労務課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 07 福利 共済組合給付金台帳 人事労務課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 07 福利 共済組合元帳 人事労務課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 07 福利 共済組合事業報告書 人事労務課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 07 福利 共済組合貸付金台帳 人事労務課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 07 福利 共済組合長期給付 人事労務課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 07 福利 共済組合被扶養者申告書 人事労務課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 07 福利 共済組合予算差引帳 人事労務課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 07 福利 年金決定通知書 人事労務課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 07 福利 国家公務員災害補償 人事労務課長 2018/4/1 完結後5年 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 07 福利 労働者災害補償保険 人事労務課長 2018/4/1 完結後5年 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 07 福利 雇用保険育児休業給付金 人事労務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 07 福利 雇用保険取得･転勤手続(教職員) 人事労務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 07 福利 雇用保険取得･転勤手続(非常勤職員) 人事労務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 07 福利 雇用保険喪失手続(教職員) 人事労務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 07 福利 雇用保険喪失手続(非常勤職員) 人事労務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 07 福利 財産形成貯蓄控除明細書(システム入力控) 人事労務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 07 福利 財産形成貯蓄控除明細書(金融機関明細書控) 人事労務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄



平成30年度 B 教職員 07 福利 財産形成貯蓄実施状況報告 人事労務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 07 福利 福利厚生(グループ保険) 人事労務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 07 福利 福利厚生(団体傷害保険) 人事労務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 07 福利 雇用保険高年齢雇用継続給付金(教職員) 人事労務課長 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 07 福利 雇用保険高年齢雇用継続給付金(非常勤職員) 人事労務課長 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 07 福利 共済組合貸付経理支出入証拠書 人事労務課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 07 福利 共済組合業務経理支出入証拠書 人事労務課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 07 福利 共済組合短期経理支出入証拠書 人事労務課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 07 福利 共済組合保健経理支出入証拠書 人事労務課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 07 福利 共済控除依頼書 人事労務課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 07 福利 共済組合員動態調査 人事労務課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 07 福利 共済組合各種調査報告書 人事労務課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 07 福利 共済組合給付金台帳 人事労務課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 07 福利 共済組合元帳 人事労務課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 07 福利 共済組合事業報告書 人事労務課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 07 福利 共済組合貸付金台帳 人事労務課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 07 福利 共済組合長期給付 人事労務課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 07 福利 共済組合被扶養者申告書 人事労務課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 07 福利 共済組合予算差引帳 人事労務課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 07 福利 年金決定通知書 人事労務課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 09 能力開発 キャリアベーシック研修 人事労務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 09 能力開発 学外研修 人事労務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 09 能力開発 学内研修 人事労務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 09 能力開発 国立大学協会関東甲信越地区研修会 人事労務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 09 能力開発 新任教職員研修会 人事労務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 09 能力開発 附属学校園大学院研修 人事労務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 09 能力開発 キャリアベーシック研修 労務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 09 能力開発 学外研修 労務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 09 能力開発 学内研修 労務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 09 能力開発 国立大学協会関東甲信越地区研修会 労務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 09 能力開発 事務系職員海外研修 労務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 09 能力開発 新任教職員研修会 労務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 09 能力開発 附属学校園大学院研修 労務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 09 能力開発 キャリアベーシック研修 人事課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 09 能力開発 学外研修 人事課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 09 能力開発 学内研修 人事課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 09 能力開発 国立大学協会関東甲信越地区研修会 人事課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 09 能力開発 新任教職員研修会 人事課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 09 能力開発 附属学校園大学院研修 人事課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 09 能力開発 キャリアベーシック研修 人事労務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄



平成29年度 B 教職員 09 能力開発 学外研修 人事労務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 09 能力開発 学内研修 人事労務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 09 能力開発 国立大学協会関東甲信越地区研修会 人事労務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 09 能力開発 新任教職員研修会 人事労務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 09 能力開発 附属学校園大学院研修 人事労務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 09 能力開発 キャリアベーシック研修 人事労務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 09 能力開発 学外研修 人事労務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 09 能力開発 学内研修 人事労務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 09 能力開発 国立大学協会関東甲信越地区研修会 人事労務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 09 能力開発 新任教職員研修会 人事労務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 09 能力開発 附属学校園大学院研修 人事労務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 10 安全衛生 受動喫煙防止対策 人事労務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 10 安全衛生 一般定期健康診断 人事労務課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 10 安全衛生 特殊健康診断結果 人事労務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 10 安全衛生 特殊健康診断 人事労務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 10 安全衛生 電離放射線健康診断結果 人事労務課長 2019/4/1 無期限 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 10 安全衛生 定期健康診断結果 人事労務課長 2019/4/1 本人離職後5年 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 10 安全衛生 一般定期健康診断 人事労務課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 10 安全衛生 特殊健康診断結果 人事労務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 10 安全衛生 特殊健康診断 人事労務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 10 安全衛生 電離放射線健康診断結果 人事労務課長 2020/4/1 無期限 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 10 安全衛生 定期健康診断結果 人事労務課長 2020/4/1 本人離職後5年 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 10 安全衛生 受動喫煙防止対策 人事労務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 10 安全衛生 一般定期健康診断 人事労務課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 10 安全衛生 特殊健康診断結果 人事労務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 10 安全衛生 特殊健康診断 人事労務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 10 安全衛生 電離放射線健康診断結果 人事労務課長 2018/4/1 無期限 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 10 安全衛生 定期健康診断結果 人事労務課長 2018/4/1 本人離職後5年 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

令和元年度 C 財務 00 総括 予算･契約等 人事労務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成27年度 C 財務 00 総括 予算･契約等 人事課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成28年度 C 財務 00 総括 予算･契約等 人事課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

平成29年度 C 財務 00 総括 予算･契約等 人事労務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 C 財務 00 総括 予算･契約等 人事労務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 物品購入･各種契約 人事労務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 物品購入･各種契約 人事労務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 物品購入･各種契約 労務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 物品購入･各種契約 労務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 物品購入･各種契約 人事労務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 人事労務課事務室書庫 人事労務課長 廃棄

平成23年度 C 財務 06 動産等 共済組合器具･備品台帳 人事課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

2008/1/1 総務部人事課 給与係 所得税･住民税関係 給与支払報告特別徴収に係る給与所得者異動申告書(平成20年分) 人事課給与係 30 2038/12/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄



2008/1/1 総務部人事課 給与係 給与関係 給与所得者の住宅取得等特別控除申告書(平成20年分) 人事課給与係 30 2038/12/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

2008/1/1 総務部人事課 給与係 給与関係 給与所得者の保険料控除兼給与所得者の配偶者特別控除申告書(平成20年分) 人事課給与係 30 2038/12/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

2008/1/1 総務部人事課 給与係 所得税･住民税関係 租税条約に関する届出書(平成20年分) 人事課給与係 30 2038/12/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2008/1/1 総務部人事課 給与係 給与関係 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(平成20年分) 人事課給与係 本人離職後5年 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

2008/4/1 総務部人事課 給与係 給与関係 給与の口座振込申出･変更申出書(退職者に限る)(平成20年度) 人事課給与係 30 2039/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2008/4/1 総務部人事課 給与係 所得税･住民税関係 住民税県民税特別徴収税額の変更､決定通知書(平成20年度) 人事課給与係 30 2039/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2008/4/1 総務部人事課 給与係 退職手当関係 退職所得の受給に関する申告書･退職所得申告書(平成20年度) 人事課給与係 30 2039/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2009/1/1 総務部人事課 給与係 所得税･住民税関係 給与支払報告特別徴収に係る給与所得者異動申告書(平成21年分) 人事課給与係 30 2039/12/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2009/1/1 総務部人事課 給与係 給与関係 給与所得者の住宅取得等特別控除申告書(平成21年分) 人事課給与係 30 2039/12/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

2009/1/1 総務部人事課 給与係 給与関係 給与所得者の保険料控除兼給与所得者の配偶者特別控除申告書(平成21年分) 人事課給与係 30 2039/12/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

2009/1/1 総務部人事課 給与係 所得税･住民税関係 租税条約に関する届出書(平成21年分) 人事課給与係 30 2039/12/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2009/1/1 総務部人事課 給与係 給与関係 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(平成21年分) 人事課給与係 本人離職後5年 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

2009/4/1 総務部人事課 給与係 給与関係 給与の口座振込申出･変更申出書(退職者に限る)(平成21年度) 人事課給与係 30 2040/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2009/4/1 総務部人事課 給与係 所得税･住民税関係 住民税県民税特別徴収税額の変更､決定通知書(平成21年度) 人事課給与係 30 2040/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2009/4/1 総務部人事課 給与係 退職手当関係 退職所得の受給に関する申告書･退職所得申告書(平成21年度) 人事課給与係 30 2040/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2010/1/1 総務部人事課 給与係 所得税･住民税関係 給与支払報告特別徴収に係る給与所得者異動申告書(平成22年分) 人事課給与係 30 2040/12/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2010/1/1 総務部人事課 給与係 給与関係 給与所得者の住宅取得等特別控除申告書(平成22年分) 人事課給与係 30 2040/12/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

2010/1/1 総務部人事課 給与係 給与関係 給与所得者の保険料控除兼給与所得者の配偶者特別控除申告書(平成22年分) 人事課給与係 30 2040/12/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

2010/1/1 総務部人事課 給与係 所得税･住民税関係 租税条約に関する届出書(平成22年分) 人事課給与係 30 2040/12/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2010/1/1 総務部人事課 給与係 給与関係 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(平成22年分) 人事課給与係 本人離職後5年 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

2010/4/1 総務部人事課 給与係 給与関係 給与の口座振込申出･変更申出書(退職者に限る)(平成22年度) 人事課給与係 30 2041/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2010/4/1 総務部人事課 給与係 所得税･住民税関係 住民税県民税特別徴収税額の変更､決定通知書(平成22年度) 人事課給与係 30 2041/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2010/4/1 総務部人事課 給与係 退職手当関係 退職所得の受給に関する申告書･退職所得申告書(平成22年度) 人事課給与係 30 2041/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2011/1/1 総務部人事課 給与係 給与関係 共済控除依頼書(平成23年分) 人事課給与係 10 2021/12/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1971/4/1 総務部人事課 給与第一係 諸手当関係 住居手当 人事課給与管理係 本人離職後5年 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1971/4/1 総務部人事課 給与第一係 諸手当関係 通勤手当 人事課給与管理係 本人離職後5年 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1971/4/1 総務部人事課 給与第一係 諸手当関係 扶養手当 人事課給与管理係 本人離職後5年 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1990/4/1 総務部人事課 給与第一係 級別定数関係 級別定数管理簿(平成2年度) 人事課給与係 30 2021/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1990/4/1 総務部人事課 給与第一係 級別定数関係 級別定数配布･改訂資料(平成2年度) 人事課給与係 30 2021/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1990/4/1 総務部人事課 給与第一係 俸給決定関係 指定職協議(平成2年度) 人事課給与係 30 2021/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1990/4/1 総務部人事課 給与第一係 俸給決定関係 昇格(平成2年度) 人事課給与係 30 2021/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1990/4/1 総務部人事課 給与第一係 級別定数関係 別定級昇格協議(平成2年度) 人事課給与係 30 2021/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1990/4/1 総務部人事課 給与第一係 俸給決定関係 俸給協議(平成2年度) 人事課給与係 30 2021/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1990/4/1 総務部人事課 給与第一係 諸手当関係 単身赴任手当 人事課給与管理係 本人離職後5年 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1991/4/1 総務部人事課 給与第一係 級別定数関係 級別定数管理簿(平成3年度) 人事課給与係 30 2022/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1991/4/1 総務部人事課 給与第一係 級別定数関係 級別定数配布･改訂資料(平成3年度) 人事課給与係 30 2022/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1991/4/1 総務部人事課 給与第一係 俸給決定関係 指定職協議(平成3年度) 人事課給与係 30 2022/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1991/4/1 総務部人事課 給与第一係 俸給決定関係 昇格(平成3年度) 人事課給与係 30 2022/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1991/4/1 総務部人事課 給与第一係 級別定数関係 別定級昇格協議(平成3年度) 人事課給与係 30 2022/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1991/4/1 総務部人事課 給与第一係 俸給決定関係 俸給協議(平成3年度) 人事課給与係 30 2022/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄



1992/4/1 総務部人事課 給与第一係 級別定数関係 級別定数管理簿(平成4年度) 人事課給与係 30 2023/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1992/4/1 総務部人事課 給与第一係 級別定数関係 級別定数配布･改訂資料(平成4年度) 人事課給与係 30 2023/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1992/4/1 総務部人事課 給与第一係 俸給決定関係 指定職協議(平成4年度) 人事課給与係 30 2023/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1992/4/1 総務部人事課 給与第一係 俸給決定関係 昇格(平成4年度) 人事課給与係 30 2023/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1992/4/1 総務部人事課 給与第一係 級別定数関係 別定級昇格協議(平成4年度) 人事課給与係 30 2023/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1992/4/1 総務部人事課 給与第一係 俸給決定関係 俸給協議(平成4年度) 人事課給与係 30 2023/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1992/4/1 総務部人事課 給与第一係 諸手当関係 初任給調整手当 人事課給与管理係 要件喪失後5年 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1993/4/1 総務部人事課 給与第一係 級別定数関係 級別定数管理簿(平成5年度) 人事課給与係 30 2024/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1993/4/1 総務部人事課 給与第一係 級別定数関係 級別定数配布･改訂資料(平成5年度) 人事課給与係 30 2024/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1993/4/1 総務部人事課 給与第一係 俸給決定関係 指定職協議(平成5年度) 人事課給与係 30 2024/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1993/4/1 総務部人事課 給与第一係 俸給決定関係 昇格(平成5年度) 人事課給与係 30 2024/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1993/4/1 総務部人事課 給与第一係 級別定数関係 別定級昇格協議(平成5年度) 人事課給与係 30 2024/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1993/4/1 総務部人事課 給与第一係 俸給決定関係 俸給協議(平成5年度) 人事課給与係 30 2024/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1994/4/1 総務部人事課 給与第一係 級別定数関係 級別定数管理簿(平成6年度) 人事課給与係 30 2025/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1994/4/1 総務部人事課 給与第一係 級別定数関係 級別定数配布･改訂資料(平成6年度) 人事課給与係 30 2025/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1994/4/1 総務部人事課 給与第一係 俸給決定関係 指定職協議(平成6年度) 人事課給与係 30 2025/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1994/4/1 総務部人事課 給与第一係 俸給決定関係 昇格(平成6年度) 人事課給与係 30 2025/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1994/4/1 総務部人事課 給与第一係 級別定数関係 別定級昇格協議(平成6年度) 人事課給与係 30 2025/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1994/4/1 総務部人事課 給与第一係 俸給決定関係 俸給協議(平成6年度) 人事課給与係 30 2025/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1995/4/1 総務部人事課 給与第一係 級別定数関係 級別定数管理簿(平成7年度) 人事課給与係 30 2026/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1995/4/1 総務部人事課 給与第一係 級別定数関係 級別定数配布･改訂資料(平成7年度) 人事課給与係 30 2026/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1995/4/1 総務部人事課 給与第一係 俸給決定関係 指定職協議(平成7年度) 人事課給与係 30 2026/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1995/4/1 総務部人事課 給与第一係 俸給決定関係 昇格(平成7年度) 人事課給与係 30 2026/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1995/4/1 総務部人事課 給与第一係 級別定数関係 別定級昇格協議(平成7年度) 人事課給与係 30 2026/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1995/4/1 総務部人事課 給与第一係 俸給決定関係 俸給協議(平成7年度) 人事課給与係 30 2026/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1996/4/1 総務部人事課 給与第一係 級別定数関係 級別定数管理簿(平成8年度) 人事課給与係 30 2027/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1996/4/1 総務部人事課 給与第一係 級別定数関係 級別定数配布･改訂資料(平成8年度) 人事課給与係 30 2027/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1996/4/1 総務部人事課 給与第一係 俸給決定関係 指定職協議(平成8年度) 人事課給与係 30 2027/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1996/4/1 総務部人事課 給与第一係 俸給決定関係 昇格(平成8年度) 人事課給与係 30 2027/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1996/4/1 総務部人事課 給与第一係 級別定数関係 別定級昇格協議(平成8年度) 人事課給与係 30 2027/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1996/4/1 総務部人事課 給与第一係 俸給決定関係 俸給協議(平成8年度) 人事課給与係 30 2027/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1997/4/1 総務部人事課 給与第一係 級別定数関係 級別定数管理簿(平成9年度) 人事課給与管理係 30 2028/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1997/4/1 総務部人事課 給与第一係 級別定数関係 級別定数配布･改訂資料(平成9年度) 人事課給与管理係 30 2028/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1997/4/1 総務部人事課 給与第一係 俸給決定関係 指定職協議(平成9年度) 人事課給与管理係 30 2028/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1997/4/1 総務部人事課 給与第一係 俸給決定関係 昇格(平成9年度) 人事課給与管理係 30 2028/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1997/4/1 総務部人事課 給与第一係 級別定数関係 別定級昇格協議(平成9年度) 人事課給与管理係 30 2028/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1997/4/1 総務部人事課 給与第一係 俸給決定関係 俸給協議(平成9年度) 人事課給与管理係 30 2028/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1998/4/1 総務部人事課 給与第一係 級別定数関係 級別定数管理簿(平成10年度) 人事課給与管理係 30 2029/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1998/4/1 総務部人事課 給与第一係 級別定数関係 級別定数配布･改訂資料(平成10年度) 人事課給与管理係 30 2029/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1998/4/1 総務部人事課 給与第一係 俸給決定関係 指定職協議(平成10年度) 人事課給与管理係 30 2029/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄



1998/4/1 総務部人事課 給与第一係 俸給決定関係 昇格(平成10年度) 人事課給与管理係 30 2029/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1998/4/1 総務部人事課 給与第一係 級別定数関係 別定級昇格協議(平成10年度) 人事課給与管理係 30 2029/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1998/4/1 総務部人事課 給与第一係 俸給決定関係 俸給協議(平成10年度) 人事課給与管理係 30 2029/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1999/4/1 総務部人事課 給与第一係 級別定数関係 級別定数管理簿(平成11年度) 人事課給与管理係 30 2030/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1999/4/1 総務部人事課 給与第一係 級別定数関係 級別定数配布･改訂資料(平成11年度) 人事課給与管理係 30 2030/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1999/4/1 総務部人事課 給与第一係 俸給決定関係 指定職協議(平成11年度) 人事課給与管理係 30 2030/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1999/4/1 総務部人事課 給与第一係 俸給決定関係 昇格(平成11年度) 人事課給与管理係 30 2030/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1999/4/1 総務部人事課 給与第一係 級別定数関係 別定級昇格協議(平成11年度) 人事課給与管理係 30 2030/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1999/4/1 総務部人事課 給与第一係 俸給決定関係 俸給協議(平成11年度) 人事課給与管理係 30 2030/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2000/4/1 総務部人事課 給与第一係 級別定数関係 級別定数管理簿(平成12年度) 人事課給与管理係 30 2031/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2000/4/1 総務部人事課 給与第一係 級別定数関係 級別定数配布･改訂資料(平成12年度) 人事課給与管理係 30 2031/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2000/4/1 総務部人事課 給与第一係 俸給決定関係 指定職協議(平成12年度) 人事課給与管理係 30 2031/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2000/4/1 総務部人事課 給与第一係 俸給決定関係 昇格(平成12年度) 人事課給与管理係 30 2031/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2000/4/1 総務部人事課 給与第一係 級別定数関係 別定級昇格協議(平成12年度) 人事課給与管理係 30 2031/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2000/4/1 総務部人事課 給与第一係 俸給決定関係 俸給協議(平成12年度) 人事課給与管理係 30 2031/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2001/4/1 総務部人事課 給与第一係 級別定数関係 級別定数管理簿(平成13年度) 人事課給与管理係 30 2032/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2001/4/1 総務部人事課 給与第一係 級別定数関係 級別定数配布･改訂資料(平成13年度) 人事課給与管理係 30 2032/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2001/4/1 総務部人事課 給与第一係 俸給決定関係 指定職協議(平成13年度) 人事課給与管理係 30 2032/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2001/4/1 総務部人事課 給与第一係 俸給決定関係 昇格(平成13年度) 人事課給与管理係 30 2032/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2001/4/1 総務部人事課 給与第一係 級別定数関係 別定級昇格協議(平成13年度) 人事課給与管理係 30 2032/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2001/4/1 総務部人事課 給与第一係 俸給決定関係 俸給協議(平成13年度) 人事課給与管理係 30 2032/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2002/4/1 総務部人事課 給与第一係 級別定数関係 級別定数管理簿(平成14年度) 人事課給与管理係 30 2033/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2002/4/1 総務部人事課 給与第一係 級別定数関係 級別定数配布･改訂資料(平成14年度) 人事課給与管理係 30 2033/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2002/4/1 総務部人事課 給与第一係 俸給決定関係 指定職協議(平成14年度) 人事課給与管理係 30 2033/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2002/4/1 総務部人事課 給与第一係 俸給決定関係 昇格(平成14年度) 人事課給与管理係 30 2033/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2002/4/1 総務部人事課 給与第一係 俸給の調整額関係 大学院担当教官(平成14年度) 人事課給与管理係 30 2033/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2002/4/1 総務部人事課 給与第一係 基本給の調整額関係 大学院担当教官以外(平成14年度) 人事課給与管理係 30 2033/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2002/4/1 総務部人事課 給与第一係 俸給決定関係 普通昇給(平成14年度) 人事課給与管理係 30 2033/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2002/4/1 総務部人事課 給与第一係 級別定数関係 別定級昇格協議(平成14年度) 人事課給与管理係 30 2033/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2002/4/1 総務部人事課 給与第一係 俸給決定関係 俸給の切替(平成14年度) 人事課給与管理係 30 2033/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2002/4/1 総務部人事課 給与第一係 俸給決定関係 俸給協議(平成14年度) 人事課給与管理係 30 2033/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2002/4/1 総務部人事課 給与第一係 俸給決定関係 俸給半減(平成14年度) 人事課給与管理係 30 2033/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2003/4/1 総務部人事課 給与第一係 級別定数関係 級別定数管理簿(平成15年度) 人事課給与管理係 30 2034/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2003/4/1 総務部人事課 給与第一係 級別定数関係 級別定数配布･改訂資料(平成15年度) 人事課給与管理係 30 2034/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2003/4/1 総務部人事課 給与第一係 俸給決定関係 指定職協議(平成15年度) 人事課給与管理係 30 2034/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2003/4/1 総務部人事課 給与第一係 俸給決定関係 昇格(平成15年度) 人事課給与管理係 30 2034/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2003/4/1 総務部人事課 給与第一係 俸給の調整額関係 大学院担当教官(平成15年度) 人事課給与管理係 30 2034/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2003/4/1 総務部人事課 給与第一係 基本給の調整額関係 大学院担当教官以外(平成15年度) 人事課給与管理係 30 2034/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2003/4/1 総務部人事課 給与第一係 俸給決定関係 普通昇給(平成15年度) 人事課給与管理係 30 2034/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2003/4/1 総務部人事課 給与第一係 級別定数関係 別定級昇格協議(平成15年度) 人事課給与管理係 30 2034/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄



2003/4/1 総務部人事課 給与第一係 俸給決定関係 俸給の切替(平成15年度) 人事課給与管理係 30 2034/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2003/4/1 総務部人事課 給与第一係 俸給決定関係 俸給協議(平成15年度) 人事課給与管理係 30 2034/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2003/4/1 総務部人事課 給与第一係 俸給決定関係 俸給半減(平成15年度) 人事課給与管理係 30 2034/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2004/4/1 総務部人事課 給与第一係 給与決定関係 昇格(平成16年度) 人事課給与第一係 30 2035/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2004/4/1 総務部人事課 給与第一係 基本給の調整額関係 大学院担当教官(平成16年度) 人事課給与第一係 30 2035/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2004/4/1 総務部人事課 給与第一係 基本給の調整額関係 大学院担当教官以外(平成16年度) 人事課給与第一係 30 2035/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2004/4/1 総務部人事課 給与第一係 給与決定関係 普通昇給(平成16年度) 人事課給与第一係 30 2035/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2005/4/1 総務部人事課 給与第一係 給与決定関係 昇格(平成17年度) 人事課給与第一係 30 2036/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2005/4/1 総務部人事課 給与第一係 基本給の調整額関係 大学院担当教官(平成17年度) 人事課給与第一係 30 2036/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2005/4/1 総務部人事課 給与第一係 基本給の調整額関係 大学院担当教官以外(平成17年度) 人事課給与第一係 30 2036/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2005/4/1 総務部人事課 給与第一係 給与決定関係 普通昇給(平成17年度) 人事課給与第一係 30 2036/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2006/4/1 総務部人事課 給与第一係 給与決定関係 昇格(平成18年度) 人事課給与第一係 30 2037/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2006/4/1 総務部人事課 給与第一係 基本給の調整額関係 大学院担当教官(平成18年度) 人事課給与第一係 30 2037/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2006/4/1 総務部人事課 給与第一係 基本給の調整額関係 大学院担当教官以外(平成18年度) 人事課給与第一係 30 2037/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2006/4/1 総務部人事課 給与第一係 給与決定関係 普通昇給(平成18年度) 人事課給与第一係 30 2037/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2007/4/1 総務部人事課 給与第一係 諸手当関係 基本給の特別調整額(平成19年度) 人事課給与第一係 30 2038/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2007/4/1 総務部人事課 給与第一係 給与決定関係 昇格(平成19年度) 人事課給与第一係 30 2038/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2007/4/1 総務部人事課 給与第一係 退職手当関係 退職手当支給決定(平成19年度) 人事課給与第一係 30 2038/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2007/4/1 総務部人事課 給与第一係 基本給の調整額関係 大学院担当教官(平成19年度) 人事課給与第一係 30 2038/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2007/4/1 総務部人事課 給与第一係 基本給の調整額関係 大学院担当教官以外(平成19年度) 人事課給与第一係 30 2038/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2007/4/1 総務部人事課 給与第一係 給与決定関係 普通昇給(平成19年度) 人事課給与第一係 30 2038/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2007/4/1 総務部人事課 給与第一係 諸手当関係 諸手当現況届(平成19年度) 人事課給与第一係 本人離職後5年 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

2005/1/1 総務部人事課 給与第二係 所得税･住民税関係 給与支払報告特別徴収に係る給与所得者異動申告書(平成17年分) 人事課給与第二係 30 2035/12/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2005/1/1 総務部人事課 給与第二係 所得税･住民税関係 租税条約に関する届出書(平成17年分) 人事課給与第二係 30 2035/12/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

2006/1/1 総務部人事課 給与第二係 所得税･住民税関係 給与支払報告特別徴収に係る給与所得者異動申告書(平成18年分) 人事課給与第二係 30 2036/12/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2006/1/1 総務部人事課 給与第二係 所得税･住民税関係 租税条約に関する届出書(平成18年分) 人事課給与第二係 30 2036/12/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2007/1/1 総務部人事課 給与第二係 所得税･住民税関係 給与支払報告特別徴収に係る給与所得者異動申告書(平成19年分) 人事課給与第二係 30 2037/12/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2007/1/1 総務部人事課 給与第二係 給与関係 給与所得者の住宅取得等特別控除申告書(平成19年分) 人事課給与第二係 30 2037/12/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

2007/1/1 総務部人事課 給与第二係 給与関係 給与所得者の保険料控除兼給与所得者の配偶者特別控除申告書(平成19年分) 人事課給与第二係 30 2037/12/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

2007/1/1 総務部人事課 給与第二係 所得税･住民税関係 租税条約に関する届出書(平成19年分) 人事課給与第二係 30 2037/12/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2007/1/1 総務部人事課 給与第二係 給与関係 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(平成19年分) 人事課給与第二係 本人離職後5年 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

2007/4/1 総務部人事課 給与第二係 給与関係 給与の口座振込申出･変更申出書(退職者に限る)(平成19年度) 人事課給与第二係 30 2038/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2007/4/1 総務部人事課 給与第二係 所得税･住民税関係 住民税県民税特別徴収税額の変更､決定通知書(平成19年度) 人事課給与第二係 30 2038/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2007/4/1 総務部人事課 給与第二係 退職手当関係 退職所得の受給に関する申告書･退職所得申告書(平成19年度) 人事課給与第二係 30 2038/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2008/4/1 総務部人事課 人事企画係 職員採用試験 法人職員採用面接試験(平成20年度) 人事課人事企画係 30 2039/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2008/4/1 総務部人事課 人事企画係 職員採用試験 法人等職員採用試験(平成20年度) 人事課人事企画係 30 2039/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2009/4/1 総務部人事課 人事企画係 栄典･表彰関係 栄典･表彰(平成21年度) 人事課人事企画係 30 2040/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2009/4/1 総務部人事課 人事企画係 客員教授関係 客員教授名称付与(平成21年度) 人事企画係 30 2040/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2009/4/1 総務部人事課 人事企画係 職員採用試験 事務職員登用試験(平成21年度) 人事課人事企画係 30 2040/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2009/4/1 総務部人事課 人事企画係 特命教授関係 特命教授名称付与(平成21年度) 人事課人事企画係 30 2040/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄



2009/4/1 総務部人事課 人事企画係 職員採用試験 法人職員採用面接試験(平成21年度) 人事課人事企画係 30 2040/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2009/4/1 総務部人事課 人事企画係 職員採用試験 法人等職員採用試験(平成21年度) 人事課人事企画係 30 2040/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2009/4/1 総務部人事課 人事企画係 名誉教授 名誉教授称号授与(平成21年) 人事企画係 30 2040/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2009/4/1 総務部人事課 人事企画係 証明書関係 身分証明証(平成21年度) 人事課人事企画係 有効期間終了後1年 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

2010/4/1 総務部人事課 人事企画係 栄典･表彰関係 栄典･表彰[他大学等からの照会](平成22年度) 人事課人事企画係 10 2021/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2010/4/1 総務部人事課 人事企画係 永年勤続者表彰関係 永年勤続表彰[勤続20年･退職者](平成22年度) 人事課人事企画係 10 2021/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

2010/4/1 総務部人事課 人事企画係 栄典･表彰関係 栄典･表彰(平成22年度) 人事課人事企画係 30 2041/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2010/4/1 総務部人事課 人事企画係 客員教授関係 客員教授名称付与(平成22年度) 人事企画係 30 2041/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2010/4/1 総務部人事課 人事企画係 職員採用試験 事務職員登用試験(平成22年度) 人事課人事企画係 30 2041/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2010/4/1 総務部人事課 人事企画係 特命教授関係 特命教授名称付与(平成22年度) 人事課人事企画係 30 2041/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2010/4/1 総務部人事課 人事企画係 職員採用試験 法人職員採用面接試験(平成22年度) 人事課人事企画係 30 2041/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2010/4/1 総務部人事課 人事企画係 職員採用試験 法人等職員採用試験(平成22年度) 人事課人事企画係 30 2041/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2010/4/1 総務部人事課 人事企画係 名誉教授 名誉教授称号授与(平成22年) 人事企画係 30 2041/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2010/4/1 総務部人事課 人事企画係 証明書関係 身分証明証(平成22年度) 人事課人事企画係 有効期間終了後1年 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

1949/5/31 総務部人事課 人事係 人事記録関係 人事記録 人事課任用第一係 永年 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 移管

1949/5/31 総務部人事課 人事係 人事記録関係 人事記録附属書類 人事課任用第一係 永年 紙 人事労務課事務室 人事労務課長 移管

1971/4/1 総務部人事課 人事係 顛末報告関係 顛末報告書等 人事課職員係 30 2031/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

1986/4/1 総務部人事課 人事係 任免関係 教育職員の採用･昇任･配置換(転任)･降任(昭和61年度) 人事課任用第一係 無期限 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

1986/4/1 総務部人事課 人事係 任免関係 事務職員の採用･昇任･配置換(転任)･降任(昭和61年度) 人事課任用第一係 無期限 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

1987/4/1 総務部人事課 人事係 任免関係 教育職員の採用･昇任･配置換(転任)･降任(昭和62年度) 人事課任用第一係 無期限 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

1987/4/1 総務部人事課 人事係 任免関係 事務職員の採用･昇任･配置換(転任)･降任(昭和62年度) 人事課任用第一係 無期限 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

1988/4/1 総務部人事課 人事係 任免関係 教育職員の採用･昇任･配置換(転任)･降任(昭和63年度) 人事課任用第一係 無期限 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

1988/4/1 総務部人事課 人事係 任免関係 事務職員の採用･昇任･配置換(転任)･降任(昭和63年度) 人事課任用第一係 無期限 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

1989/4/1 総務部人事課 人事係 任免関係 教育職員の採用･昇任･配置換(転任)･降任(平成元年度) 人事課任用第一係 無期限 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

1989/4/1 総務部人事課 人事係 任免関係 事務職員の採用･昇任･配置換(転任)･降任(平成元年度) 人事課任用第一係 無期限 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

1990/4/1 総務部人事課 人事係 客員教授関係 客員教授名称付与(平成2年度) 人事課任用第一係 30 2021/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1990/4/1 総務部人事課 人事係 任免関係 職員の併任(平成2年度) 人事課任用第一係 30 2021/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

1990/4/1 総務部人事課 人事係 服務関係 宣誓書(平成2年度) 人事課任用第一係 30 2021/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

1990/4/1 総務部人事課 人事係 名誉教授 名誉教授の称号授与等(平成2年) 人事課任用第一係 30 2021/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1990/4/1 総務部人事課 人事係 任免関係 教育職員の採用･昇任･配置換(転任)･降任(平成2年度) 人事課任用第一係 無期限 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

1990/4/1 総務部人事課 人事係 任免関係 事務職員の採用･昇任･配置換(転任)･降任(平成2年度) 人事課任用第一係 無期限 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

1991/4/1 総務部人事課 人事係 客員教授関係 客員教授名称付与(平成3年度) 人事課任用第一係 30 2022/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1991/4/1 総務部人事課 人事係 任免関係 職員の併任(平成3年度) 人事課任用第一係 30 2022/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

1991/4/1 総務部人事課 人事係 服務関係 宣誓書(平成3年度) 人事課任用第一係 30 2022/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

1991/4/1 総務部人事課 人事係 名誉教授 名誉教授の称号授与等(平成3年) 人事課任用第一係 30 2022/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1991/4/1 総務部人事課 人事係 任免関係 教育職員の採用･昇任･配置換(転任)･降任(平成3年度) 人事課任用第一係 無期限 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

1991/4/1 総務部人事課 人事係 任免関係 事務職員の採用･昇任･配置換(転任)･降任(平成3年度) 人事課任用第一係 無期限 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

1992/4/1 総務部人事課 人事係 客員教授関係 客員教授名称付与(平成4年度) 人事課任用第一係 30 2023/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1992/4/1 総務部人事課 人事係 任免関係 職員の併任(平成4年度) 人事課任用第一係 30 2023/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

1992/4/1 総務部人事課 人事係 服務関係 宣誓書(平成4年度) 人事課任用第一係 30 2023/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄



1992/4/1 総務部人事課 人事係 名誉教授 名誉教授の称号授与等(平成4年) 人事課任用第一係 30 2023/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1992/4/1 総務部人事課 人事係 任免関係 教育職員の採用･昇任･配置換(転任)･降任(平成4年度) 人事課任用第一係 無期限 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

1992/4/1 総務部人事課 人事係 任免関係 事務職員の採用･昇任･配置換(転任)･降任(平成4年度) 人事課任用第一係 無期限 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

1993/4/1 総務部人事課 人事係 客員教授関係 客員教授名称付与(平成5年度) 人事課任用第一係 30 2024/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1993/4/1 総務部人事課 人事係 任免関係 職員の併任(平成5年度) 人事課任用第一係 30 2024/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

1993/4/1 総務部人事課 人事係 服務関係 宣誓書(平成5年度) 人事課任用第一係 30 2024/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

1993/4/1 総務部人事課 人事係 名誉教授 名誉教授の称号授与等(平成5年) 人事課任用第一係 30 2024/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1993/4/1 総務部人事課 人事係 任免関係 教育職員の採用･昇任･配置換(転任)･降任(平成5年度) 人事課任用第一係 無期限 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

1993/4/1 総務部人事課 人事係 任免関係 事務職員の採用･昇任･配置換(転任)･降任(平成5年度) 人事課任用第一係 無期限 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

1994/4/1 総務部人事課 人事係 客員教授関係 客員教授名称付与(平成6年度) 人事課任用第一係 30 2025/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1994/4/1 総務部人事課 人事係 任免関係 職員の併任(平成6年度) 人事課任用第一係 30 2025/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

1994/4/1 総務部人事課 人事係 服務関係 宣誓書(平成6年度) 人事課任用第一係 30 2025/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

1994/4/1 総務部人事課 人事係 名誉教授 名誉教授の称号授与等(平成6年) 人事課任用第一係 30 2025/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1994/4/1 総務部人事課 人事係 任免関係 教育職員の採用･昇任･配置換(転任)･降任(平成6年度) 人事課任用第一係 無期限 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

1994/4/1 総務部人事課 人事係 任免関係 事務職員の採用･昇任･配置換(転任)･降任(平成6年度) 人事課任用第一係 無期限 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

1995/4/1 総務部人事課 人事係 客員教授関係 客員教授名称付与(平成7年度) 人事課任用第一係 30 2026/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1995/4/1 総務部人事課 人事係 任免関係 職員の併任(平成7年度) 人事課任用第一係 30 2026/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

1995/4/1 総務部人事課 人事係 服務関係 宣誓書(平成7年度) 人事課任用第一係 30 2026/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

1995/4/1 総務部人事課 人事係 名誉教授 名誉教授の称号授与等(平成7年) 人事課任用第一係 30 2026/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1995/4/1 総務部人事課 人事係 任免関係 教育職員の採用･昇任･配置換(転任)･降任(平成7年度) 人事課任用第一係 無期限 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

1995/4/1 総務部人事課 人事係 任免関係 事務職員の採用･昇任･配置換(転任)･降任(平成7年度) 人事課任用第一係 無期限 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

1996/4/1 総務部人事課 人事係 客員教授関係 客員教授名称付与(平成8年度) 人事課任用第一係 30 2027/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1996/4/1 総務部人事課 人事係 任免関係 職員の併任(平成8年度) 人事課任用第一係 30 2027/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

1996/4/1 総務部人事課 人事係 服務関係 宣誓書(平成8年度) 人事課任用第一係 30 2027/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

1996/4/1 総務部人事課 人事係 名誉教授 名誉教授の称号授与等(平成8年) 人事課任用第一係 30 2027/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1996/4/1 総務部人事課 人事係 任免関係 教育職員の採用･昇任･配置換(転任)･降任(平成8年度) 人事課任用第一係 無期限 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

1996/4/1 総務部人事課 人事係 任免関係 事務職員の採用･昇任･配置換(転任)･降任(平成8年度) 人事課任用第一係 無期限 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

1997/4/1 総務部人事課 人事係 客員教授関係 客員教授名称付与(平成9年度) 人事課任用第二係 30 2028/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1997/4/1 総務部人事課 人事係 任免関係 職員の併任(平成9年度) 人事課任用第一係 30 2028/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

1997/4/1 総務部人事課 人事係 服務関係 宣誓書(平成9年度) 人事課任用第一係 30 2028/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

1997/4/1 総務部人事課 人事係 名誉教授 名誉教授の称号授与等(平成9年) 人事課任用第二係 30 2028/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1997/4/1 総務部人事課 人事係 任免関係 教育職員の採用･昇任･配置換(転任)･降任(平成9年度) 人事課任用第一係 無期限 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

1997/4/1 総務部人事課 人事係 任免関係 事務職員の採用･昇任･配置換(転任)･降任(平成9年度) 人事課任用第一係 無期限 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

1998/4/1 総務部人事課 人事係 客員教授関係 客員教授名称付与(平成10年度) 人事課任用第二係 30 2029/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1998/4/1 総務部人事課 人事係 任免関係 職員の併任(平成10年度) 人事課任用第一係 30 2029/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

1998/4/1 総務部人事課 人事係 服務関係 宣誓書(平成10年度) 人事課任用第一係 30 2029/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

1998/4/1 総務部人事課 人事係 名誉教授 名誉教授の称号授与等(平成10年) 人事課任用第二係 30 2029/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1998/4/1 総務部人事課 人事係 任免関係 教育職員の採用･昇任･配置換(転任)･降任(平成10年度) 人事課任用第一係 無期限 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

1998/4/1 総務部人事課 人事係 任免関係 事務職員の採用･昇任･配置換(転任)･降任(平成10年度) 人事課任用第一係 無期限 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

1999/4/1 総務部人事課 人事係 客員教授関係 客員教授名称付与(平成11年度) 人事課任用第二係 30 2030/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄



1999/4/1 総務部人事課 人事係 任免関係 職員の併任(平成11年度) 人事課任用第一係 30 2030/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

1999/4/1 総務部人事課 人事係 服務関係 宣誓書(平成11年度) 人事課任用第一係 30 2030/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

1999/4/1 総務部人事課 人事係 名誉教授 名誉教授の称号授与等(平成11年) 人事課任用第二係 30 2030/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1999/4/1 総務部人事課 人事係 任免関係 教育職員の採用･昇任･配置換(転任)･降任(平成11年度) 人事課任用第一係 無期限 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

1999/4/1 総務部人事課 人事係 任免関係 事務職員の採用･昇任･配置換(転任)･降任(平成11年度) 人事課任用第一係 無期限 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

2000/4/1 総務部人事課 人事係 客員教授関係 客員教授名称付与(平成12年度) 人事課任用第二係 30 2031/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2000/4/1 総務部人事課 人事係 任免関係 職員の併任(平成12年度) 人事課任用第一係 30 2031/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

2000/4/1 総務部人事課 人事係 服務関係 宣誓書(平成12年度) 人事課任用第一係 30 2031/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

2000/4/1 総務部人事課 人事係 名誉教授 名誉教授の称号授与等(平成12年) 人事課任用第二係 30 2031/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2000/4/1 総務部人事課 人事係 任免関係 教育職員の採用･昇任･配置換(転任)･降任(平成12年度) 人事課任用第一係 無期限 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

2000/4/1 総務部人事課 人事係 任免関係 事務職員の採用･昇任･配置換(転任)･降任(平成12年度) 人事課任用第一係 無期限 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

2001/4/1 総務部人事課 人事係 客員教授関係 客員教授名称付与(平成13年度) 人事課任用第二係 30 2032/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2001/4/1 総務部人事課 人事係 任免関係 職員の併任(平成13年度) 人事課任用第一係 30 2032/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

2001/4/1 総務部人事課 人事係 服務関係 宣誓書(平成13年度) 人事課任用第一係 30 2032/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

2001/4/1 総務部人事課 人事係 名誉教授 名誉教授の称号授与等(平成13年) 人事課任用第二係 30 2032/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2001/4/1 総務部人事課 人事係 任免関係 教育職員の採用･昇任･配置換(転任)･降任(平成13年度) 人事課任用第一係 無期限 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

2001/4/1 総務部人事課 人事係 任免関係 事務職員の採用･昇任･配置換(転任)･降任(平成13年度) 人事課任用第一係 無期限 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

2001/10/1 総務部人事課 人事係 任免関係 新再任用制度 人事課任用第一係 30 2032/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

2001/10/1 総務部人事課 人事係 任免関係 旧姓使用(平成13年度) 人事課任用第一係 本人離職後5年 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

2002/4/1 総務部人事課 人事係 客員教授関係 客員教授名称付与(平成14年度) 人事課任用第二係 30 2033/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2002/4/1 総務部人事課 人事係 任免関係 職員の併任(平成14年度) 人事課任用第一係 30 2033/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

2002/4/1 総務部人事課 人事係 定員及び職制定数関係 職制定数(平成14年度) 人事課任用第一係 30 2033/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

2002/4/1 総務部人事課 人事係 服務関係 宣誓書(平成14年度) 人事課任用第一係 30 2033/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

2002/4/1 総務部人事課 人事係 定員及び職制定数関係 定員(平成14年度) 人事課任用第一係 30 2033/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

2002/4/1 総務部人事課 人事係 定員及び職制定数関係 定員削減計画(平成14年度) 人事課任用第一係 30 2033/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

2002/4/1 総務部人事課 人事係 名誉教授 名誉教授の称号授与等(平成14年) 人事課任用第二係 30 2033/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2002/4/1 総務部人事課 人事係 任免関係 教育職員の採用･昇任･配置換(転任)･降任(平成14年度) 人事課任用第一係 無期限 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

2002/4/1 総務部人事課 人事係 任免関係 事務職員の採用･昇任･配置換(転任)･降任(平成14年度) 人事課任用第一係 無期限 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

2002/10/1 総務部人事課 人事係 任免関係 新再任用制度 人事課任用第一係 30 2033/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

2002/10/1 総務部人事課 人事係 任免関係 旧姓使用(平成14年度) 人事課任用第一係 本人離職後5年 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

2003/4/1 総務部人事課 人事係 客員教授関係 客員教授名称付与(平成15年度) 人事課任用第二係 30 2034/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2003/4/1 総務部人事課 人事係 任免関係 職員の併任(平成15年度) 人事課任用第一係 30 2034/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

2003/4/1 総務部人事課 人事係 定員及び職制定数関係 職制定数(平成15年度) 人事課任用第一係 30 2034/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

2003/4/1 総務部人事課 人事係 服務関係 宣誓書(平成15年度) 人事課任用第一係 30 2034/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

2003/4/1 総務部人事課 人事係 定員及び職制定数関係 定員(平成15年度) 人事課任用第一係 30 2034/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

2003/4/1 総務部人事課 人事係 定員及び職制定数関係 定員削減計画(平成15年度) 人事課任用第一係 30 2034/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

2003/4/1 総務部人事課 人事係 名誉教授 名誉教授の称号授与等(平成15年) 人事課任用第二係 30 2034/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2003/4/1 総務部人事課 人事係 任免関係 教育職員の採用･昇任･配置換(転任)･降任(平成15年度) 人事課任用第一係 無期限 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

2003/4/1 総務部人事課 人事係 任免関係 事務職員の採用･昇任･配置換(転任)･降任(平成15年度) 人事課任用第一係 無期限 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

2003/10/1 総務部人事課 人事係 任免関係 新再任用制度 人事課任用第一係 30 2034/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄



2003/10/1 総務部人事課 人事係 任免関係 旧姓使用(平成15年度) 人事課任用第一係 本人離職後5年 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

2004/4/1 総務部人事課 人事係 任免関係 学長･理事･監事任免(平成16年度) 人事課人事第一係 30 2035/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

2004/4/1 総務部人事課 人事係 客員教授関係 客員教授名称付与(平成16年度) 人事課人事第二係 30 2035/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2004/4/1 総務部人事課 人事係 職員採用試験 法人職員採用面接試験(平成16年度) 人事課人事係 30 2035/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2004/4/1 総務部人事課 人事係 職員採用試験 法人等職員採用試験(平成16年度) 人事課人事係 30 2035/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2004/4/1 総務部人事課 人事係 名誉教授 名誉教授の称号授与等(平成16年) 人事課人事第二係 30 2035/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2004/4/1 総務部人事課 人事係 任免関係 教育職員の採用･昇任･配置転換･降任(平成16年度) 人事課人事第一係 無期限 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

2004/4/1 総務部人事課 人事係 任免関係 事務職員の採用･昇任･配置転換･降任･出向(平成16年度) 人事課人事第一係 無期限 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

2004/4/1 総務部人事課 人事係 任免関係 旧姓使用(平成16年度) 人事課人事第一係 本人離職後5年 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

2005/4/1 総務部人事課 人事係 任免関係 人事異動の通知(平成17年度) 人事課人事係 30 2036/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

2005/4/1 総務部人事課 人事係 任免関係 学長･理事･監事任免(平成17年度) 人事課人事第一係 30 2036/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

2005/4/1 総務部人事課 人事係 客員教授関係 客員教授名称付与(平成17年度) 人事課人事第二係 30 2036/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2005/4/1 総務部人事課 人事係 職員採用試験 法人職員採用面接試験(平成17年度) 人事課人事係 30 2036/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2005/4/1 総務部人事課 人事係 職員採用試験 法人等職員採用試験(平成17年度) 人事課人事係 30 2036/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2005/4/1 総務部人事課 人事係 名誉教授 名誉教授の称号授与等(平成17年) 人事課人事第二係 30 2036/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2005/4/1 総務部人事課 人事係 任免関係 教育職員の採用･昇任･配置転換･降任(平成17年度) 人事課人事第一係 無期限 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

2005/4/1 総務部人事課 人事係 任免関係 事務職員の採用･昇任･配置転換･降任･出向(平成17年度) 人事課人事第一係 無期限 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

2005/4/1 総務部人事課 人事係 任免関係 旧姓使用(平成17年度) 人事課人事第一係 本人離職後5年 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

2006/4/1 総務部人事課 人事係 任免関係 人事異動の通知(平成18年) 人事課人事係 30 2037/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

2006/4/1 総務部人事課 人事係 任免関係 学長･理事･監事任免(平成18年度) 人事課人事係 30 2037/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

2006/4/1 総務部人事課 人事係 職員採用試験 法人職員採用面接試験(平成18年度) 人事課人事係 30 2037/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2006/4/1 総務部人事課 人事係 職員採用試験 法人等職員採用試験(平成18年度) 人事課人事係 30 2037/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2006/4/1 総務部人事課 人事係 任免関係 教育職員の採用･昇任･配置転換･降任(平成18年度) 人事課人事係 無期限 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

2006/4/1 総務部人事課 人事係 任免関係 事務職員の採用･昇任･配置転換･降任･出向(平成18年度) 人事課人事係 無期限 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

2006/4/1 総務部人事課 人事係 任免関係 旧姓使用(平成18年度) 人事課人事係 本人離職後5年 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

2007/4/1 総務部人事課 人事係 任免関係 人事異動の通知(平成19年度) 人事課人事係 30 2038/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

2007/4/1 総務部人事課 人事係 外国人教師等関係 外国人教師(平成19年度) 人事課人事係 30 2038/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2007/4/1 総務部人事課 人事係 任免関係 学長･理事･監事任免(平成19年度) 人事課人事係 30 2038/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

2007/4/1 総務部人事課 人事係 任免関係 非常勤講師(平成19年度) 人事課人事係 30 2038/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2007/4/1 総務部人事課 人事係 職員採用試験 法人職員採用面接試験(平成19年度) 人事課人事係 30 2038/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2007/4/1 総務部人事課 人事係 職員採用試験 法人等職員採用試験(平成19年度) 人事課人事係 30 2038/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2007/4/1 総務部人事課 人事係 任免関係 有期雇用･パート等職員(平成19年度) 人事課人事係 30 2038/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2007/4/1 総務部人事課 人事係 任免関係 教育職員の採用･昇任･配置転換･降任(平成19年度) 人事課人事係 無期限 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

2007/4/1 総務部人事課 人事係 任免関係 事務職員の採用･昇任･配置転換･降任･出向(平成19年度) 人事課人事係 無期限 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

2007/4/1 総務部人事課 人事係 任免関係 旧姓使用(平成19年度) 人事課人事係 本人離職後5年 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

2007/4/1 総務部人事課 人事係 証明書関係 身分証明証発行台帳(平成19年度) 人事課人事係 有効期間終了後1年 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

2008/4/1 総務部人事課 人事係 任免関係 人事異動の通知(平成20年度) 人事課人事係 30 2039/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

2008/4/1 総務部人事課 人事係 外国人教師等関係 外国人教師(平成20年度) 人事課人事係 30 2039/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2008/4/1 総務部人事課 人事係 任免関係 学長･理事･監事任免(平成20年度) 人事課人事係 30 2039/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

2008/4/1 総務部人事課 人事係 諸手当関係 基本給の特別調整額(平成20年度) 人事課人事係 30 2039/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄



2008/4/1 総務部人事課 人事係 給与決定関係 昇格(平成20年度) 人事課人事係 30 2039/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2008/4/1 総務部人事課 人事係 退職手当関係 退職手当支給決定(平成20年度) 人事課人事係 30 2039/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2008/4/1 総務部人事課 人事係 基本給の調整額関係 大学院担当教官(平成20年度) 人事課人事係 30 2039/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2008/4/1 総務部人事課 人事係 基本給の調整額関係 大学院担当教官以外(平成20年度) 人事課人事係 30 2039/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2008/4/1 総務部人事課 人事係 任免関係 非常勤講師(平成20年度) 人事課人事係 30 2039/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2008/4/1 総務部人事課 人事係 給与決定関係 普通昇給(平成20年度) 人事課人事係 30 2039/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2008/4/1 総務部人事課 人事係 任免関係 有期雇用･パート等職員(平成20年度) 人事課人事係 30 2039/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2008/4/1 総務部人事課 人事係 任免関係 教育職員の採用･昇任･配置転換･降任(平成20年度) 人事課人事係 無期限 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

2008/4/1 総務部人事課 人事係 任免関係 事務職員の採用･昇任･配置転換･降任･出向(平成20年度) 人事課人事係 無期限 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

2008/4/1 総務部人事課 人事係 任免関係 旧姓使用(平成20年度) 人事課人事係 本人離職後5年 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

2008/4/1 総務部人事課 人事係 諸手当関係 諸手当現況届(平成20年度) 人事課人事係 本人離職後5年 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

2008/4/1 総務部人事課 人事係 証明書関係 身分証明証発行台帳(平成20年度) 人事課人事係 有効期間終了後1年 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

2009/4/1 総務部人事課 人事係 任免関係 人事異動の通知(平成21年度) 人事課人事係 30 2040/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

2009/4/1 総務部人事課 人事係 外国人教師等関係 外国人教師(平成21年度) 人事課人事係 30 2040/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2009/4/1 総務部人事課 人事係 任免関係 学長･理事･監事任免(平成21年度) 人事課人事係 30 2040/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

2009/4/1 総務部人事課 人事係 給与決定関係 昇格(平成21年度) 人事課人事係 30 2040/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2009/4/1 総務部人事課 人事係 基本給の調整額関係 大学院担当教官以外(平成21年度) 人事課人事係 30 2040/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2009/4/1 総務部人事課 人事係 任免関係 非常勤講師(平成21年度) 人事課人事係 30 2040/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2009/4/1 総務部人事課 人事係 給与決定関係 普通昇給(平成21年度) 人事課人事係 30 2040/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2009/4/1 総務部人事課 人事係 任免関係 有期雇用･パート等職員(平成21年度) 人事課人事係 30 2040/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2009/4/1 総務部人事課 人事係 任免関係 教育職員の採用･昇任･配置転換･降任(平成21年度) 人事課人事係 無期限 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

2009/4/1 総務部人事課 人事係 任免関係 事務職員の採用･昇任･配置転換･降任･出向(平成21年度) 人事課人事係 無期限 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

2009/4/1 総務部人事課 人事係 任免関係 旧姓使用(平成21年度) 人事課人事係 本人離職後5年 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

2009/4/1 総務部人事課 人事係 諸手当関係 諸手当現況届(平成21年度) 人事課人事係 本人離職後5年 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

2010/4/1 総務部人事課 人事係 給与決定関係 特別昇給(平成22年度) 人事課人事係 10 2021/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2010/4/1 総務部人事課 人事係 給与決定関係 復職時等の調整(平成22年度) 人事課人事係 10 2021/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2010/4/1 総務部人事課 人事係 任免関係 人事異動の通知(平成22年度) 人事課人事係 30 2041/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

2010/4/1 総務部人事課 人事係 外国人教師等関係 外国人教師(平成22年度) 人事課人事係 30 2041/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2010/4/1 総務部人事課 人事係 任免関係 学長･理事･監事任免(平成22年度) 人事課人事係 30 2041/3/31 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

2010/4/1 総務部人事課 人事係 給与決定関係 昇格(平成22年度) 人事課人事係 30 2041/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2010/4/1 総務部人事課 人事係 基本給の調整額関係 大学院担当教官以外(平成22年度) 人事課人事係 30 2041/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2010/4/1 総務部人事課 人事係 任免関係 非常勤講師(平成22年度) 人事課人事係 30 2041/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2010/4/1 総務部人事課 人事係 給与決定関係 普通昇給(平成22年度) 人事課人事係 30 2041/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2010/4/1 総務部人事課 人事係 任免関係 有期雇用･パート等職員(平成22年度) 人事課人事係 30 2041/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2010/4/1 総務部人事課 人事係 任免関係 教育職員の採用･昇任･配置転換･降任(平成22年度) 人事課人事係 無期限 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

2010/4/1 総務部人事課 人事係 任免関係 事務職員の採用･昇任･配置転換･降任･出向(平成22年度) 人事課人事係 無期限 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

2010/4/1 総務部人事課 人事係 任免関係 旧姓使用(平成22年度) 人事課人事係 本人離職後5年 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

2010/4/1 総務部人事課 人事係 諸手当関係 諸手当現況届(平成22年度) 人事課人事係 本人離職後5年 紙 人事課事務室 人事労務課長 廃棄

2006/4/1 総務部人事課 専門職員(庶務) 客員教授関係 客員教授名称付与(平成18年度) 人事課専門職員(庶務) 30 2037/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2006/4/1 総務部人事課 専門職員(庶務) 特任教授関係 特任教授名称付与(平成18年度) 人事課専門職員(庶務) 30 2037/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄



2006/4/1 総務部人事課 専門職員(庶務) 名誉教授 名誉教授の称号授与等(平成18年) 人事課専門職員(庶務) 30 2037/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2007/4/1 総務部人事課 専門職員(庶務) 客員教授関係 客員教授名称付与(平成19年度) 人事課専門職員(庶務) 30 2038/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2007/4/1 総務部人事課 専門職員(庶務) 特任教授関係 特任教授名称付与(平成19年度) 人事課専門職員(庶務) 30 2038/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2007/4/1 総務部人事課 専門職員(庶務) 名誉教授 名誉教授の称号授与等(平成19年) 人事課専門職員(庶務) 30 2038/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2008/4/1 総務部人事課 専門職員(庶務) 客員教授関係 客員教授名称付与(平成20年度) 人事課専門職員(庶務) 30 2039/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2008/4/1 総務部人事課 専門職員(庶務) 特任教授関係 特任教授名称付与(平成20年度) 人事課専門職員(庶務) 30 2039/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2008/4/1 総務部人事課 専門職員(庶務) 名誉教授 名誉教授の称号授与等(平成20年) 人事課専門職員(庶務) 30 2039/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1970/9/10 総務部労務課 安全衛生係 許認可等関係 国際規制物質 総務課研究協力係 30 2031/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1971/4/1 総務部労務課 安全衛生係 健康･安全管理関係 安全管理者等の指名･解除 人事課専門職員(安全管理) 指名解除後3年 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1971/4/1 総務部労務課 安全衛生係 発令関係 安全管理者等の指名･解除 人事課専門職員(安全管理) 指名解除後3年 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1980/3/24 総務部労務課 安全衛生係 災害補償関係 公務･通勤災害認定 人事課職員係 完結後5年 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1980/3/24 総務部労務課 安全衛生係 災害補償関係 災害補償記録簿 人事課職員係 完結後5年 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1980/4/16 総務部労務課 安全衛生係 許認可等関係 放射性同位元素等 総務課研究協力係 30 2031/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2002/4/1 総務部労務課 安全衛生係 放射線関係 放射性同位元素関係(平成14年度) 総務課研究協力係 30 2033/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2003/4/1 総務部労務課 安全衛生係 放射線関係 放射性同位元素関係(平成15年度) 総務課研究協力係 30 2034/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2004/4/1 総務部労務課 安全衛生係 国際規制物質関係 核燃料物質関係(平成16年度) 労務課安全衛生係 30 2035/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2004/4/1 総務部労務課 安全衛生係 放射線関係 放射性同位元素関係(平成16年度) 労務課安全衛生係 30 2035/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2004/4/1 総務部労務課 安全衛生係 設備届関係 各種設備届(平成16年度) 労務課安全衛生係 廃止時まで 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2005/4/1 総務部労務課 安全衛生係 国際規制物質関係 核燃料物質関係(平成17年度) 労務課安全衛生係 30 2036/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2005/4/1 総務部労務課 安全衛生係 作業環境関係 特定化学物質作業環境測定(平成17年度) 労務課安全衛生係 30 2036/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2005/4/1 総務部労務課 安全衛生係 放射線関係 放射性同位元素関係(平成17年度) 労務課安全衛生係 30 2036/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2005/4/1 総務部労務課 安全衛生係 作業環境関係 理学部･農学部ＲＩ施設放射線作業環境測定業務報告書(平成17年度) 労務課安全衛生係 30 2036/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2005/4/1 総務部労務課 安全衛生係 設備届関係 各種設備届(平成17年度) 労務課安全衛生係 廃止時まで 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2006/4/1 総務部労務課 安全衛生係 国際規制物質関係 核燃料物質関係(平成18年度) 労務課安全衛生係 30 2037/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2006/4/1 総務部労務課 安全衛生係 作業環境関係 特定化学物質作業環境測定(平成18年度) 労務課安全衛生係 30 2037/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2006/4/1 総務部労務課 安全衛生係 放射線関係 放射性同位元素関係(平成18年度) 労務課安全衛生係 30 2037/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2006/4/1 総務部労務課 安全衛生係 作業環境関係 理学部･農学部ＲＩ施設放射線作業環境測定業務報告書(平成18年度) 労務課安全衛生係 30 2037/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2006/4/1 総務部労務課 安全衛生係 設備届関係 各種設備届(平成18年度) 労務課安全衛生係 廃止時まで 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2007/4/1 総務部労務課 安全衛生係 国際規制物質関係 核燃料物質関係(平成19年度) 労務課安全衛生係 30 2038/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2007/4/1 総務部労務課 安全衛生係 作業環境関係 特定化学物質作業環境測定(平成19年度) 労務課安全衛生係 30 2038/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2007/4/1 総務部労務課 安全衛生係 放射線関係 放射性同位元素関係(平成19年度) 労務課安全衛生係 30 2038/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2007/4/1 総務部労務課 安全衛生係 作業環境関係 理学部･農学部ＲＩ施設放射線作業環境測定業務報告書(平成19年度) 労務課安全衛生係 30 2038/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2007/4/1 総務部労務課 安全衛生係 設備届関係 各種設備届(平成19年度) 労務課安全衛生係 廃止時まで 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2008/4/1 総務部労務課 安全衛生係 国際規制物質関係 核燃料物質関係(平成20年度) 労務課安全衛生係 30 2039/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2008/4/1 総務部労務課 安全衛生係 作業環境関係 特定化学物質作業環境測定(平成20年度) 労務課安全衛生係 30 2039/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2008/4/1 総務部労務課 安全衛生係 放射線関係 放射性同位元素関係(平成20年度) 労務課安全衛生係 30 2039/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2008/4/1 総務部労務課 安全衛生係 作業環境関係 理学部･農学部ＲＩ施設放射線作業環境測定業務報告書(平成20年度) 労務課安全衛生係 30 2039/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2008/4/1 総務部労務課 安全衛生係 設備届関係 各種設備届(平成20年度) 労務課安全衛生係 廃止時まで 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2009/4/1 総務部労務課 安全衛生係 国際規制物質関係 核燃料物質関係(平成21年度) 労務課安全衛生係 30 2040/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2009/4/1 総務部労務課 安全衛生係 作業環境関係 特定化学物質作業環境測定(平成21年度) 労務課安全衛生係 30 2040/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄



2009/4/1 総務部労務課 安全衛生係 放射線関係 放射性同位元素関係(平成21年度) 労務課安全衛生係 30 2040/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2009/4/1 総務部労務課 安全衛生係 作業環境関係 理学部･農学部ＲＩ施設放射線作業環境測定業務報告書(平成21年度) 労務課安全衛生係 30 2040/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2009/4/1 総務部労務課 安全衛生係 設備届関係 各種設備届(平成21年度) 労務課安全衛生係 廃止時まで 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2010/4/1 総務部労務課 安全衛生係 国際規制物質関係 核燃料物質関係(平成22年度) 労務課安全衛生係 30 2041/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2010/4/1 総務部労務課 安全衛生係 作業環境関係 特定化学物質作業環境測定(平成22年度) 労務課安全衛生係 30 2041/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2010/4/1 総務部労務課 安全衛生係 放射線関係 放射性同位元素関係(平成22年度) 労務課安全衛生係 30 2041/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2010/4/1 総務部労務課 安全衛生係 作業環境関係 理学部･農学部ＲＩ施設放射線作業環境測定業務報告書(平成22年度) 労務課安全衛生係 30 2041/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2010/4/1 総務部労務課 安全衛生係 設備届関係 各種設備届(平成22年度) 労務課安全衛生係 廃止時まで 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1971/4/1 総務部労務課 職員福祉係 健康･安全管理関係 職員健康診断 人事課専門職員(安全管理) 本人離職後5年 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2004/4/1 総務部労務課 職員福祉係 兼業関係 研究成果活用企業役員兼業許可申請(平成16年度) 人事課福祉係 兼業終了後3年 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2005/4/1 総務部労務課 職員福祉係 兼業関係 研究成果活用企業役員兼業許可申請(平成17年度) 労務課職員福祉係 兼業終了後3年 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2005/4/1 総務部労務課 職員福祉係 兼業関係 役員の兼業(平成17年度) 労務課職員福祉係 兼業終了後3年 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2006/4/1 総務部労務課 職員福祉係 兼業関係 研究成果活用企業役員兼業許可申請(平成18年度) 労務課職員福祉係 兼業終了後3年 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2006/4/1 総務部労務課 職員福祉係 兼業関係 役員の兼業(平成18年度) 労務課職員福祉係 兼業終了後3年 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2007/4/1 総務部労務課 職員福祉係 兼業関係 研究成果活用企業役員兼業許可申請(平成19年度) 労務課職員福祉係 兼業終了後3年 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2007/4/1 総務部労務課 職員福祉係 兼業関係 役員の兼業(平成19年度) 労務課職員福祉係 兼業終了後3年 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2008/4/1 総務部労務課 職員福祉係 兼業関係 研究成果活用企業役員兼業許可申請(平成20年度) 労務課職員福祉係 兼業終了後3年 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2008/4/1 総務部労務課 職員福祉係 兼業関係 役員の兼業(平成20年度) 労務課職員福祉係 兼業終了後3年 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2009/4/1 総務部労務課 職員福祉係 兼業関係 兼業許可申請等(平成21年度) 労務課職員福祉係 兼業終了後3年 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2009/4/1 総務部労務課 職員福祉係 兼業関係 研究成果活用企業役員兼業許可申請(平成21年度) 労務課職員福祉係 兼業終了後3年 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2009/4/1 総務部労務課 職員福祉係 兼業関係 役員の兼業(平成21年度) 労務課職員福祉係 兼業終了後3年 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2010/4/1 総務部労務課 職員福祉係 兼業関係 兼業許可申請等(平成22年度) 労務課職員福祉係 兼業終了後3年 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2010/4/1 総務部労務課 職員福祉係 兼業関係 研究成果活用企業役員兼業許可申請(平成22年度) 労務課職員福祉係 兼業終了後3年 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2010/4/1 総務部労務課 職員福祉係 兼業関係 役員の兼業(平成22年度) 労務課職員福祉係 兼業終了後3年 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1971/4/1 総務部労務課 福祉係 健康･安全管理関係 職員健康診断 人事課専門職員(安全管理) 本人離職後5年 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2009/4/1 総務部労務課 労務課長補佐(労務企画) 勤務状況関係 職員懲戒関係(平成21年度) 労務課長補佐(労務企画) 30 2040/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2010/4/1 総務部労務課 労務課長補佐(労務企画) 就業規則関係 労使協定･労働協約(平成22年度) 労務課長補佐(労務企画) 10 2021/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1990/4/1 総務部労務課 労務企画係 勤務状況関係 職員懲戒関係(平成2年度) 人事課職員係 30 2021/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1991/4/1 総務部労務課 労務企画係 勤務状況関係 職員懲戒関係(平成3年度) 人事課職員係 30 2022/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1992/4/1 総務部労務課 労務企画係 勤務状況関係 職員懲戒関係(平成4年度) 人事課職員係 30 2023/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1993/4/1 総務部労務課 労務企画係 勤務状況関係 職員懲戒関係(平成5年度) 人事課職員係 30 2024/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1994/4/1 総務部労務課 労務企画係 勤務状況関係 職員懲戒関係(平成6年度) 人事課職員係 30 2025/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1995/4/1 総務部労務課 労務企画係 勤務状況関係 職員懲戒関係(平成7年度) 人事課職員係 30 2026/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1996/4/1 総務部労務課 労務企画係 勤務状況関係 職員懲戒関係(平成8年度) 人事課職員係 30 2027/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1997/4/1 総務部労務課 労務企画係 勤務状況関係 職員懲戒関係(平成9年度) 人事課職員係 30 2028/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1998/4/1 総務部労務課 労務企画係 勤務状況関係 職員懲戒関係(平成10年度) 人事課職員係 30 2029/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1999/4/1 総務部労務課 労務企画係 勤務状況関係 職員懲戒関係(平成11年度) 人事課職員係 30 2030/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2000/4/1 総務部労務課 労務企画係 勤務状況関係 職員懲戒関係(平成12年度) 人事課職員係 30 2031/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2001/4/1 総務部労務課 労務企画係 勤務状況関係 職員懲戒関係(平成13年度) 人事課職員係 30 2032/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2002/4/1 総務部労務課 労務企画係 勤務状況関係 職員懲戒関係(平成14年度) 人事課職員係 30 2033/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄



2003/4/1 総務部労務課 労務企画係 勤務状況関係 職員懲戒関係(平成15年度) 人事課職員係 30 2034/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2004/4/1 総務部労務課 労務企画係 勤務状況関係 職員懲戒関係(平成16年度) 労務課人事考査係 30 2035/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2004/4/1 総務部労務課 労務企画係 労働組合関係 労働組合関係(平成16年度) 労務課労働条件係 30 2035/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2005/4/1 総務部労務課 労務企画係 労働組合関係 教職員組合関係(通知･合意書･質問状)(平成17年度) 労務課労務企画係 30 2036/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2005/4/1 総務部労務課 労務企画係 勤務状況関係 職員懲戒関係(平成17年度) 労務課労務企画係 30 2036/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2006/4/1 総務部労務課 労務企画係 労働組合関係 教職員組合関係(通知･合意書･質問状)(平成18年度) 労務課労務企画係 30 2037/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2006/4/1 総務部労務課 労務企画係 勤務状況関係 職員懲戒関係(平成18年度) 労務課労務企画係 30 2037/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2007/4/1 総務部労務課 労務企画係 労働組合関係 教職員組合関係(通知･合意書･質問状)(平成19年度) 労務課労務企画係 30 2038/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2007/4/1 総務部労務課 労務企画係 勤務状況関係 職員懲戒関係(平成19年度) 労務課労務企画係 30 2038/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2008/4/1 総務部労務課 労務企画係 労働組合関係 教職員組合関係(通知･合意書･質問状)(平成20年度) 労務課労務企画係 30 2039/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2008/4/1 総務部労務課 労務企画係 勤務状況関係 職員懲戒関係(平成20年度) 労務課労務企画係 30 2039/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2009/4/1 総務部労務課 労務企画係 労働組合関係 教職員組合関係(通知･合意書･質問状)(平成21年度) 労務課労務企画係 30 2040/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2010/4/1 総務部労務課 労務企画係 就業規則関係 就業規則･労使協定等･勤務時間管理(学内通知等)(平成22年度) 労務課労務企画係 10 2021/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2010/4/1 総務部労務課 労務企画係 就業規則関係 就業規則制定改廃･労基署届(平成22年度) 労務課労務企画係 10 2021/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

2010/4/1 総務部労務課 労務企画係 労働組合関係 教職員組合関係(通知･合意書･質問状)(平成22年度) 労務課労務企画係 30 2041/3/31 紙 事務局文書保管庫 人事労務課長 廃棄

1990/4/1 財務部財務課 資産管理係 国有財産関係 境界確定協議(平成2年度) 主計課管財係 30 2021/3/31 紙 事務室・書庫 財務部財務課 廃棄

1990/4/1 財務部財務課 資産管理係 国有財産関係 所管換協議(平成2年度) 主計課管財係 30 2021/3/31 紙 事務室・書庫 財務部財務課 廃棄

1990/4/1 財務部財務課 資産管理係 国有財産関係 所管換財産受渡し証書(平成2年度) 主計課管財係 30 2021/3/31 紙 事務室・書庫 財務部財務課 廃棄

1990/4/1 財務部財務課 資産管理係 国有財産関係 土地評価(平成2年度) 主計課管財係 30 2021/3/31 紙 事務室・書庫 財務部財務課 廃棄

1991/4/1 財務部財務課 資産管理係 国有財産関係 土地の売払及び譲与(平成3年度) 主計課管財係 30 2022/3/31 紙 事務室・書庫 財務部財務課 廃棄

1991/4/1 財務部財務課 資産管理係 国有財産関係 納入告知書発行伺(平成3年度) 主計課管財係 30 2022/3/31 紙 事務室・書庫 財務部財務課 廃棄

1991/4/1 財務部財務課 資産管理係 国有財産関係 売払契約書(平成3年度) 主計課管財係 30 2022/3/31 紙 事務室・書庫 財務部財務課 廃棄

1992/4/1 財務部財務課 資産管理係 国有財産関係 土地の売払及び譲与(平成4年度) 主計課管財係 30 2023/3/31 紙 事務室・書庫 財務部財務課 廃棄

1992/4/1 財務部財務課 資産管理係 国有財産関係 納入告知書発行伺(平成4年度) 主計課管財係 30 2023/3/31 紙 事務室・書庫 財務部財務課 廃棄

1992/4/1 財務部財務課 資産管理係 国有財産関係 売払契約書(平成4年度) 主計課管財係 30 2023/3/31 紙 事務室・書庫 財務部財務課 廃棄

1993/4/1 財務部財務課 資産管理係 国有財産関係 所管換協議(平成5年度) 主計課管財係 30 2024/3/31 紙 事務室・書庫 財務部財務課 廃棄

1993/4/1 財務部財務課 資産管理係 国有財産関係 所管換財産受渡し証書(平成5年度) 主計課管財係 30 2024/3/31 紙 事務室・書庫 財務部財務課 廃棄

1993/4/1 財務部財務課 資産管理係 国有財産関係 土地評価(平成5年度) 主計課管財係 30 2024/3/31 紙 事務室・書庫 財務部財務課 廃棄

1994/4/1 財務部財務課 資産管理係 国有財産関係 所管換協議(平成6年度) 主計課管財係 30 2025/3/31 紙 事務室・書庫 財務部財務課 廃棄

1994/4/1 財務部財務課 資産管理係 国有財産関係 所管換財産受渡し証書(平成6年度) 主計課管財係 30 2025/3/31 紙 事務室・書庫 財務部財務課 廃棄

1994/4/1 財務部財務課 資産管理係 国有財産関係 土地評価(平成6年度) 主計課管財係 30 2025/3/31 紙 事務室・書庫 財務部財務課 廃棄

1996/4/1 財務部財務課 資産管理係 国有財産関係 土地の売払及び譲与(平成8年度) 主計課管財係 30 2027/3/31 紙 事務室・書庫 財務部財務課 廃棄

1996/4/1 財務部財務課 資産管理係 国有財産関係 土地評価(平成8年度) 主計課管財係 30 2027/3/31 紙 事務室・書庫 財務部財務課 廃棄

1996/4/1 財務部財務課 資産管理係 国有財産関係 納入告知書発行伺(平成8年度) 主計課管財係 30 2027/3/31 紙 事務室・書庫 財務部財務課 廃棄

1996/4/1 財務部財務課 資産管理係 国有財産関係 売払契約書(平成8年度) 主計課管財係 30 2027/3/31 紙 事務室・書庫 財務部財務課 廃棄

1997/4/1 財務部財務課 資産管理係 国有財産関係 土地の売払及び譲与(平成9年度) 主計課管財係 30 2028/3/31 紙 事務室・書庫 財務部財務課 廃棄

1997/4/1 財務部財務課 資産管理係 国有財産関係 土地評価(平成9年度) 主計課管財係 30 2028/3/31 紙 事務室・書庫 財務部財務課 廃棄

1997/4/1 財務部財務課 資産管理係 国有財産関係 納入告知書発行伺(平成9年度) 主計課管財係 30 2028/3/31 紙 事務室・書庫 財務部財務課 廃棄

1997/4/1 財務部財務課 資産管理係 国有財産関係 売払契約書(平成9年度) 主計課管財係 30 2028/3/31 紙 事務室・書庫 財務部財務課 廃棄

2000/4/1 財務部財務課 資産管理係 国有財産関係 土地の売払及び譲与(平成12年度) 主計課管財係 30 2031/3/31 紙 事務室・書庫 財務部財務課 廃棄



2000/4/1 財務部財務課 資産管理係 国有財産関係 土地評価(平成12年度) 主計課管財係 30 2031/3/31 紙 事務室・書庫 財務部財務課 廃棄

2000/4/1 財務部財務課 資産管理係 国有財産関係 納入告知書発行伺(平成12年度) 主計課管財係 30 2031/3/31 紙 事務室・書庫 財務部財務課 廃棄

2000/4/1 財務部財務課 資産管理係 国有財産関係 売払契約書(平成12年度) 主計課管財係 30 2031/3/31 紙 事務室・書庫 財務部財務課 廃棄

2001/4/1 財務部財務課 資産管理係 国有財産関係 土地評価(平成13年度) 主計課管財係 30 2032/3/31 紙 事務室・書庫 財務部財務課 廃棄

2001/4/1 財務部財務課 資産管理係 国有財産関係 納入告知書発行伺(平成13年度) 主計課管財係 30 2032/3/31 紙 事務室・書庫 財務部財務課 廃棄

2002/4/1 財務部財務課 資産管理係 国有財産関係 土地評価(平成14年度) 主計課管財係 30 2033/3/31 紙 事務室・書庫 財務部財務課 廃棄

2002/4/1 財務部財務課 資産管理係 国有財産関係 納入告知書発行伺(平成14年度) 主計課管財係 30 2033/3/31 紙 事務室・書庫 財務部財務課 廃棄

2003/4/1 財務部財務課 資産管理係 国有財産関係 土地評価(平成15年度) 主計課管財係 30 2034/3/31 紙 事務室・書庫 財務部財務課 廃棄

2003/4/1 財務部財務課 資産管理係 国有財産関係 納入告知書発行伺(平成15年度) 主計課管財係 30 2034/3/31 紙 事務室・書庫 財務部財務課 廃棄

2004/4/1 財務部財務課 財務総務係 規則関係 学内規則関係(平成16年度) 財務課財務企画係 30 2035/3/31 紙 事務室・書庫 財務部財務課 廃棄

2004/4/1 財務部財務課 資産管理係 土地建物管理関係 土地建物評価書(平成16年度) 財務課資産管理係 30 2035/3/31 紙 事務室・書庫 財務部財務課 廃棄

2004/4/1 財務部財務課 資産管理係 国有財産関係 土地評価(平成16年度) 財務課資産管理第二係 30 2035/3/31 紙 事務室・書庫 財務部財務課 廃棄

2004/4/1 財務部財務課 資産管理係 国有財産関係 納入告知書発行伺(平成16年度) 財務課資産管理第二係 30 2035/3/31 紙 事務室・書庫 財務部財務課 廃棄

2005/4/1 財務部財務課 資金管理係 収入関係 現金出納簿(平成17年度) 財務課資金管理係 15 2021/3/31 紙 事務室・書庫 財務部財務課 廃棄

2005/4/1 財務部財務課 財務総務係 規則関係 学内規則関係(平成17年度) 財務課財務企画係 30 2036/3/31 紙 事務室・書庫 財務部財務課 廃棄

2005/4/1 財務部財務課 専門職員(決算) 財務諸表関係 財務諸表(平成16年度) 財務課予算管理係 永年 紙 事務室・書庫 財務部財務課 廃棄

2006/4/1 財務部財務課 資金管理係 収入関係 現金出納簿(平成18年度) 財務課資金管理係 15 2022/3/31 紙 事務室・書庫 財務部財務課 廃棄

2006/4/1 財務部財務課 資金管理係 収入関係 現金領収証書受払簿(平成18年度) 財務課資金管理係 15 2022/3/31 紙 事務室・書庫 財務部財務課 廃棄

2006/4/1 財務部財務課 財務総務係 規則関係 学内規則関係(平成18年度) 財務課財務総務係 30 2037/3/31 紙 事務室・書庫 財務部財務課 廃棄

2006/4/1 財務部財務課 専門職員(決算) 財務諸表関係 財務諸表(平成17年度) 財務課財務分析係 永年 紙 事務室・書庫 財務部財務課 廃棄

2007/4/1 財務部財務課 資金管理係 収入関係 現金出納簿(平成19年度) 財務課資金管理係 15 2023/3/31 紙 事務室・書庫 財務部財務課 廃棄

2007/4/1 財務部財務課 財務総務係 規則関係 学内規則関係(平成19年度) 財務課財務総務係 30 2038/3/31 紙 事務室・書庫 財務部財務課 廃棄

2007/4/1 財務部財務課 専門職員(決算) 財務諸表関係 財務諸表(平成18年度) 専門職員（決算） 永年 紙 事務室・書庫 財務部財務課 廃棄

2008/4/1 財務部財務課 資金管理係 収入関係 現金出納簿(平成20年度) 財務課資金管理係 15 2024/3/31 紙 事務室・書庫 財務部財務課 廃棄

2008/4/1 財務部財務課 財務総務係 規則関係 学内規則関係(平成20年度) 財務課財務総務係 30 2039/3/31 紙 事務室・書庫 財務部財務課 廃棄

2008/4/1 財務部財務課 専門職員(決算) 財務諸表関係 財務諸表(平成19年度) 専門職員（決算） 永年 紙 事務室・書庫 財務部財務課 廃棄

2009/4/1 財務部財務課 資金管理係 収入関係 現金出納簿(平成21年度) 財務課資金管理係 15 2025/3/31 紙 事務室・書庫 財務部財務課 廃棄

2009/4/1 財務部財務課 財務総務係 規則関係 学内規則関係(平成21年度) 財務課財務総務係 30 2040/3/31 紙 事務室・書庫 財務部財務課 廃棄

2009/4/1 財務部財務課 専門職員(決算) 財務諸表関係 財務諸表(平成20年度) 専門職員（決算） 永年 紙 事務室・書庫 財務部財務課 廃棄

2010/4/1 財務部財務課 資産管理係 土地建物管理関係 監守計画(平成22年度) 財務課資産管理係 10 2021/3/31 紙 事務室・書庫 財務部財務課 廃棄

2010/4/1 財務部財務課 財務企画係 概算要求関係 歳出概算要求書(平成22年度) 財務課財務企画係 10 2021/3/31 紙 事務室・書庫 財務部財務課 廃棄

2010/4/1 財務部財務課 支払管理係 支払関係 小切手(平成22年度) 財務課支払管理係 10 2021/3/31 紙 事務室・書庫 財務部財務課 廃棄

2010/4/1 財務部財務課 資産管理係 土地建物管理関係 消防計画書(平成22年度) 財務課資産管理係 10 2021/3/31 紙 事務室・書庫 財務部財務課 廃棄

2010/4/1 財務部財務課 資産管理係 土地建物管理関係 防火管理者選任(解任)届出書(平成22年度) 財務課資産管理係 10 2021/3/31 紙 事務室・書庫 財務部財務課 廃棄

2010/4/1 財務部財務課 資金管理係 収入関係 現金出納簿(平成22年度) 財務課資金管理係 15 2026/3/31 紙 事務室・書庫 財務部財務課 廃棄

2010/4/1 財務部財務課 財務総務係 規則関係 学内規則関係(平成22年度) 財務課財務総務係 30 2041/3/31 紙 事務室・書庫 財務部財務課 廃棄

2010/4/1 財務部財務課 専門職員(決算) 財務諸表関係 財務諸表(平成21年度) 専門職員（決算） 永年 紙 事務室・書庫 財務部財務課 廃棄

平成23年度 A 管理一般 10 環境 監守計画　固定資産(事務局棟) 財務課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 10 環境 消防計画書 財務課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 10 環境 消防用設備点検結果報告書(後期) 財務課長 2012/4/1 10 2022/4/1 紙 課内書庫 財務課長 廃棄



平成23年度 A 管理一般 10 環境 消防用設備点検結果報告書(前期) 財務課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 12 統計 文部科学省からの調査･統計･報告(財務企画係) 財務課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 04 任免 技術審査職員の任命 財務課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 04 任免 防火管理者選任(解任)届出書 財務課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成23年度 C 財務 01 予算 予算差引簿 財務課長 2012/4/1 15 2029/3/31  電子（共有サーバー（財務会計システム）） 電算室 財務課長 廃棄

平成23年度 C 財務 01 予算 概算要求 財務課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成23年度 C 財務 02 決算 平成22事業年度決算(ＣＦ･セグメント等算出資料)) 財務課長 2012/4/1 無期限 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成23年度 C 財務 02 決算 平成22事業年度決算(決算整理仕訳･算出資料)) 財務課長 2012/4/1 無期限 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成23年度 C 財務 02 決算 平成22事業年度決算関係(無期限) 財務課長 2012/4/1 無期限 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成23年度 C 財務 02 決算 平成23事業年度中間決算 財務課長 2012/4/1 無期限 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成23年度 C 財務 02 決算 平成22年度財務報告書 財務課長 2012/4/1 無期限 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成23年度 C 財務 02 決算 総勘定元帳 財務課長 2012/4/1 15 2027/3/31  電子（共有サーバー（財務会計システム）） 電算室 財務課長 廃棄

平成23年度 C 財務 02 決算 平成23年度　合計残高試算表 財務課長 2012/4/1 15 2027/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成23年度 C 財務 02 決算 預金(現金)残高確認表 財務課長 2012/4/1 15 2027/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成23年度 C 財務 03 資金管理 金融機関手続書類 財務課長 2012/4/1 15 2027/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成23年度 C 財務 03 資金管理 取引照合表 財務課長 2012/4/1 15 2027/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成23年度 C 財務 03 資金管理 預金通帳 財務課長 2012/4/1 15 2027/3/31 紙 金庫 財務課長 廃棄

平成23年度 C 財務 04 収入 現金出納簿 財務課長 2012/4/1 15 2027/3/31 紙 金庫 財務課長 廃棄

平成23年度 C 財務 04 収入 小口現金授受簿 財務課長 2012/4/1 15 2027/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成23年度 C 財務 05 支払 小切手帳 財務課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 課内金庫 財務課長 廃棄

平成23年度 C 財務 08 警備 警備報告書 財務課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成23年度 C 財務 08 警備 拾得物 財務課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成23年度 C 財務 08 警備 水戸地区交通対策 財務課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成23年度 C 財務 08 警備 水戸地区駐車違反状況報告等 財務課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成23年度～ C 財務 03 資金管理 授業料債権管理簿 財務課長 2012/4/1 常用  電子（共有サーバー（授業料債権・免除システム）） 電算室 財務課長 廃棄

平成23年度～ C 財務 05 支払 相手先データ(科研費経理事務システム) 財務課長 2012/4/1 常用 電子（共有サーバー（科研費経理事務システム）） 電算室 財務課長 廃棄

平成23年度～ C 財務 05 支払 相手先データ(財務会計システム) 財務課長 2012/4/1 常用  電子（共有サーバー（財務会計システム）） 電算室 財務課長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 10 環境 監守計画　固定資産(事務局棟) 財務課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 10 環境 消防計画書 財務課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 10 環境 消防用設備点検結果報告書(後期) 財務課長 2013/4/1 10 2023/4/1 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 10 環境 消防用設備点検結果報告書(前期) 財務課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成24年度 B 教職員 04 任免 技術審査職員の任命 財務課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成24年度 B 教職員 04 任免 防火管理者選任(解任)届出書 財務課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成24年度 C 財務 01 予算 概算要求 財務課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成24年度 C 財務 02 決算 平成23事業年度決算(ＣＦ･セグメント等算出資料)) 財務課長 2013/4/1 無期限 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成24年度 C 財務 02 決算 平成23事業年度決算(決算整理仕訳･算出資料)) 財務課長 2013/4/1 無期限 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成24年度 C 財務 02 決算 平成23事業年度決算関係(無期限) 財務課長 2013/4/1 無期限 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成24年度 C 財務 02 決算 平成23年度財務報告書 財務課長 2013/4/1 無期限 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成24年度 C 財務 02 決算 平成24事業年度中間決算 財務課長 2013/4/1 無期限 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成24年度 C 財務 02 決算 総勘定元帳 財務課長 2013/4/1 15 2028/3/31  電子（共有サーバー（財務会計システム）） 電算室 財務課長 廃棄



平成24年度 C 財務 02 決算 平成24年度　合計残高試算表 財務課長 2013/4/1 15 2028/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成24年度 C 財務 02 決算 預金(現金)残高確認表 財務課長 2013/4/1 15 2028/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成24年度 C 財務 03 資金管理 金融機関手続書類 財務課長 2013/4/1 15 2028/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成24年度 C 財務 03 資金管理 取引照合表 財務課長 2013/4/1 15 2028/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成24年度 C 財務 03 資金管理 預金通帳 財務課長 2013/4/1 15 2028/3/31 紙 金庫 財務課長 廃棄

平成24年度 C 財務 04 収入 現金出納簿 財務課長 2013/4/1 15 2028/3/31 紙 金庫 財務課長 廃棄

平成24年度 C 財務 04 収入 小口現金授受簿 財務課長 2013/4/1 15 2028/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成24年度 C 財務 05 支払 小切手帳 財務課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 課内金庫 財務課長 廃棄

平成24年度 C 財務 08 警備 警備報告書 財務課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成24年度 C 財務 08 警備 拾得物 財務課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成24年度 C 財務 08 警備 水戸地区交通対策 財務課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 10 環境 監守計画　固定資産(事務局棟) 財務課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 10 環境 消防計画書 財務課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 10 環境 消防用設備点検結果報告書(後期) 財務課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 10 環境 消防用設備点検結果報告書(前期) 財務課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 04 任免 技術審査職員の任命 財務課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 04 任免 防火管理者選任(解任)届出書 財務課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成25年度 C 財務 01 予算 概算要求 財務課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成25年度 C 財務 01 予算 受入計算書 財務課長 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成25年度 C 財務 01 予算 科研振替伝票 財務課長 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成25年度 C 財務 01 予算 為替差損･差益･訂正仕訳伝票(未払･出金) 財務課長 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成25年度 C 財務 01 予算 振替伝票 財務課長 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成25年度 C 財務 02 決算 平成24事業年度決算(ＣＦ･セグメント等算出資料)) 財務課長 2014/4/1 無期限 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成25年度 C 財務 02 決算 平成24事業年度決算(決算整理仕訳･算出資料)) 財務課長 2014/4/1 無期限 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成25年度 C 財務 02 決算 平成24事業年度決算関係(無期限) 財務課長 2014/4/1 無期限 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成25年度 C 財務 02 決算 平成24年度財務報告書 財務課長 2014/4/1 無期限 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成25年度 C 財務 02 決算 平成25事業年度中間決算 財務課長 2014/4/1 無期限 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成25年度 C 財務 02 決算 総勘定元帳 財務課長 2014/4/1 15 2029/3/31  電子（共有サーバー（財務会計システム）） 電算室 財務課長 廃棄

平成25年度 C 財務 02 決算 平成２４年度　合計残高試算表 財務課長 2014/4/1 15 2029/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成25年度 C 財務 02 決算 預金(現金)残高確認表 財務課長 2014/4/1 15 2029/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成25年度 C 財務 02 決算 出金伝票 財務課長 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成25年度 C 財務 02 決算 入金伝票 財務課長 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成25年度 C 財務 02 決算 振込手数料関連伝票(未払･出金) 財務課長 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成25年度 C 財務 02 決算 振替伝票 財務課長 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成25年度 C 財務 02 決算 振替伝票(科学研究費補助金分) 財務課長 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成25年度 C 財務 02 決算 平成２４年度振替伝票･訂正に伴う未払伝票 財務課長 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成25年度 C 財務 02 決算 未収伝票 財務課長 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成25年度 C 財務 02 決算 未払伝票 財務課長 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成25年度 C 財務 03 資金管理 金融機関手続書類 財務課長 2014/4/1 15 2029/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成25年度 C 財務 03 資金管理 取引照合表 財務課長 2014/4/1 15 2029/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄



平成25年度 C 財務 03 資金管理 預金通帳 財務課長 2014/4/1 15 2029/3/31 紙 金庫 財務課長 廃棄

平成25年度 C 財務 04 収入 現金出納簿 財務課長 2014/4/1 15 2029/3/31 紙 金庫 財務課長 廃棄

平成25年度 C 財務 04 収入 小口現金授受簿 財務課長 2014/4/1 15 2029/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成25年度 C 財務 04 収入 領収書原符 財務課長 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成25年度 C 財務 05 支払 小切手帳 財務課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 課内金庫 財務課長 廃棄

平成25年度 C 財務 05 支払 源泉徴収票 財務課長 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成25年度 C 財務 05 支払 法定調書合計表(賃金･報酬料金) 財務課長 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成25年度 C 財務 08 警備 警備報告書 財務課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成25年度 C 財務 08 警備 拾得物 財務課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成25年度 C 財務 08 警備 水戸地区交通対策 財務課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 10 環境 監守計画　固定資産(事務局棟) 財務課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 10 環境 消防計画書 財務課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 10 環境 消防用設備点検結果報告書(後期) 財務課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 10 環境 消防用設備点検結果報告書(前期) 財務課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 04 任免 技術審査職員の任命 財務課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 04 任免 防火管理者選任(解任)届出書 財務課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成26年度 C 財務 01 予算 概算要求 財務課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成26年度 C 財務 01 予算 受入計算書 財務課長 2015/4/1 7 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成26年度 C 財務 01 予算 振替伝票 財務課長 2015/4/1 7 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成26年度 C 財務 02 決算 平成25事業年度決算(ＣＦ･セグメント等算出資料)) 財務課長 2015/4/1 無期限 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成26年度 C 財務 02 決算 平成25事業年度決算(決算整理仕訳･算出資料)) 財務課長 2015/4/1 無期限 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成26年度 C 財務 02 決算 平成25事業年度決算関係(無期限) 財務課長 2015/4/1 無期限 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成26年度 C 財務 02 決算 平成25年度財務報告書 財務課長 2015/4/1 無期限 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成26年度 C 財務 02 決算 総勘定元帳 財務課長 2015/4/1 15 2030/3/31  電子（共有サーバー（財務会計システム）） 電算室 財務課長 廃棄

平成26年度 C 財務 02 決算 平成２６年度　合計残高試算表 財務課長 2015/4/1 15 2030/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成26年度 C 財務 02 決算 預金(現金)残高確認表 財務課長 2015/4/1 15 2030/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成26年度 C 財務 02 決算 出金伝票 財務課長 2015/4/1 7 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成26年度 C 財務 02 決算 入金伝票 財務課長 2015/4/1 7 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成26年度 C 財務 02 決算 振替伝票 財務課長 2015/4/1 7 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成26年度 C 財務 02 決算 平成２６年度振替伝票 財務課長 2015/4/1 7 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成26年度 C 財務 02 決算 未収伝票 財務課長 2015/4/1 7 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成26年度 C 財務 02 決算 未払伝票 財務課長 2015/4/1 7 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成26年度 C 財務 03 資金管理 金融機関手続書類 財務課長 2015/4/1 15 2030/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成26年度 C 財務 03 資金管理 取引照合表 財務課長 2015/4/1 15 2030/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成26年度 C 財務 03 資金管理 預金通帳 財務課長 2015/4/1 15 2030/3/31 紙 金庫 財務課長 廃棄

平成26年度 C 財務 04 収入 現金出納簿 財務課長 2015/4/1 15 2030/3/31 紙 金庫 財務課長 廃棄

平成26年度 C 財務 04 収入 小口現金授受簿 財務課長 2015/4/1 15 2030/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成26年度 C 財務 04 収入 領収書原符 財務課長 2015/4/1 7 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成26年度 C 財務 05 支払 小切手帳 財務課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 課内金庫 財務課長 廃棄

平成26年度 C 財務 05 支払 源泉徴収票 財務課長 2015/4/1 7 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄



平成26年度 C 財務 05 支払 法定調書合計表(賃金･報酬料金) 財務課長 2015/4/1 7 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成26年度 C 財務 08 警備 警備報告書 財務課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成26年度 C 財務 08 警備 拾得物 財務課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成26年度 C 財務 08 警備 水戸地区交通対策 財務課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 水戸地区交通対策委員会 財務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 研究費管理監査専門委員会 財務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 04 運営 水交荘利用状況 財務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 04 運営 水交荘利用申込 財務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 04 運営 業務完了報告書 財務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 08 文書 公印使用簿(財務課) 財務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 08 文書 文書処理簿 財務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 08 文書 郵便物発送伝票 財務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 10 環境 監守計画　固定資産(事務局棟) 財務課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 10 環境 消防計画書 財務課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 10 環境 消防用設備点検結果報告書(前期) 財務課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 10 環境 消防用設備点検結果報告書(後期) 財務課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 10 環境 防火･防災訓練 財務課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 学内での通知･照会(経理G) 財務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 他機関からの通知･依頼･照会･回答(経理G) 財務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 毎月勤労統計調査 財務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 他機関からの通知･照会(文科省除く) 財務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 文科省からの通知･照会 財務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 学生異動情報 財務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 募集要項 財務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 学内からの通知･照会 財務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 特別支援教育就学奨励費交付金 財務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 高等学校等就学支援金 財務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 外部資金受入報告 財務課長 2016/4/1 3 2019/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働命令簿 財務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿(財務部) 財務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 年次有給休暇簿(財務部) 財務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 02 出張 旅行命令簿(財務部) 財務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 04 任免 防火管理者選任(解任)届出書 財務課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 08 宿舎 宿舎管理上の諸通知 財務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 09 能力開発 北関東4大学予算･決算担当者研修会 財務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成27年度 C 財務 01 予算 概算要求 財務課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成27年度 C 財務 01 予算 平成28年度当初予算積算 財務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成27年度 C 財務 01 予算 予算管理 財務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成27年度 C 財務 01 予算 予算配分通知(大学運営資金等) 財務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成27年度 C 財務 01 予算 予算配分通知(受託研究) 財務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄



平成27年度 C 財務 01 予算 予算配分通知(共同研究) 財務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成27年度 C 財務 01 予算 予算配分通知(受託事業･共同事業) 財務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成27年度 C 財務 01 予算 予算配分通知(寄附金) 財務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成27年度 C 財務 01 予算 予算配分通知(補助金) 財務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成27年度 C 財務 01 予算 予算配分通知(科学研究費補助金等／本学代表者) 財務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成27年度 C 財務 01 予算 予算配分通知(科学研究費補助金等／他学代表者) 財務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成27年度 C 財務 01 予算 予算差引簿 財務課長 2016/4/1 15 2031/3/31  電子（共有サーバー（財務会計システム）） 課内書庫 財務課長 廃棄

平成27年度 C 財務 01 予算 財務部予算 財務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 総勘定元帳 財務課長 2016/4/1 15 2031/3/31  電子（共有サーバー（財務会計システム）） 電算室 財務課長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 平成26年度財務報告書 財務課長 2016/4/1 無期限 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 平成26事業年度決算(ＣＦ･セグメント等算出資料)) 財務課長 2016/4/1 無期限 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 平成26事業年度決算(決算整理仕訳･算出資料)) 財務課長 2016/4/1 無期限 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 平成26事業年度決算(財務諸表･決算に係る通知･報告) 財務課長 2016/4/1 無期限 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 合計残高試算表 財務課長 2016/4/1 15 2031/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 決算関係調査 財務課長 2016/4/1 15 2031/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 振替伝票 財務課長 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 入金伝票 財務課長 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 未収伝票 財務課長 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 預金(現金)残高確認表 財務課長 2016/4/1 15 2031/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 出金伝票 財務課長 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 未払伝票 財務課長 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 振替伝票 財務課長 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 税務会計 財務課長 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成27年度 C 財務 03 資金管理 ＦＢ取引結果帳票 財務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成27年度 C 財務 03 資金管理 運営費交付金請求書 財務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成27年度 C 財務 03 資金管理 各種債権管理簿 財務課長 2016/4/1 5 2021/3/31  電子（共有サーバー（財務会計システム）） 課内書庫 財務課長 廃棄

平成27年度 C 財務 03 資金管理 寄宿料管理簿 財務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成27年度 C 財務 03 資金管理 寄附金等振込通知書 財務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成27年度 C 財務 03 資金管理 金融機関手続書類 財務課長 2016/4/1 15 2031/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成27年度 C 財務 03 資金管理 資金移動 財務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成27年度 C 財務 03 資金管理 資金運用 財務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成27年度 C 財務 03 資金管理 取引照合表 財務課長 2016/4/1 15 2031/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成27年度 C 財務 03 資金管理 授業料口座振替 財務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成27年度 C 財務 03 資金管理 授業料督促 財務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成27年度 C 財務 03 資金管理 授業料免除 財務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成27年度 C 財務 03 資金管理 振込受付明細表(常陽銀行) 財務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成27年度 C 財務 03 資金管理 入学料免除 財務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成27年度 C 財務 03 資金管理 納入保証書 財務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成27年度 C 財務 03 資金管理 返還請求書 財務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成27年度 C 財務 03 資金管理 預金口座振替申込書 財務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄



平成27年度 C 財務 03 資金管理 学生納付金に関する証明書発行 財務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成27年度 C 財務 03 資金管理 預金通帳 財務課長 2016/4/1 15 2031/3/31 紙 金庫 財務課長 廃棄

平成27年度 C 財務 05 支払 法定調書合計表(賃金･報酬料金) 財務課長 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成27年度 C 財務 04 収入 パスカード等の委託販売 財務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成27年度 C 財務 04 収入 検定料入金内訳 財務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成27年度 C 財務 04 収入 現金出納簿 財務課長 2016/4/1 15 2031/3/31 紙 金庫 財務課長 廃棄

平成27年度 C 財務 04 収入 現金領収証書受払簿 財務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 金庫 財務課長 廃棄

平成27年度 C 財務 04 収入 請求書･銀行口座届出 財務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成27年度 C 財務 04 収入 遅延損害金請求書 財務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成27年度 C 財務 04 収入 授業料･入学料･検定料振込依頼書発行 財務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成27年度 C 財務 04 収入 入学料入金内訳 財務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成27年度 C 財務 04 収入 預り金収支報告書 財務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成27年度 C 財務 04 収入 領収書原符 財務課長 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成27年度 C 財務 05 支払 ＦＢデータ送信･取引結果 財務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成27年度 C 財務 05 支払 源泉徴収票 財務課長 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成27年度 C 財務 05 支払 小切手帳 財務課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 課内金庫 財務課長 廃棄

平成27年度 C 財務 05 支払 小切手用紙受払簿 財務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内金庫 財務課長 廃棄

平成27年度 C 財務 05 支払 振込依頼文書 財務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成27年度 C 財務 05 支払 租税条約に関する届出書 財務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成27年度 C 財務 05 支払 賃金支払証明書 財務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成27年度 C 財務 05 支払 訂正･組戻等処理依頼書 財務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成27年度 C 財務 06 動産等 パスカード等受払簿 財務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成27年度 C 財務 06 動産等 切手受払簿 契約課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成27年度 C 財務 08 警備 警備報告書 財務課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成27年度 C 財務 08 警備 拾得物 財務課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成27年度 C 財務 08 警備 水戸地区交通対策 財務課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 技術審査委員会(財務会計システム) 財務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 研究費管理監査専門委員会 財務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 財務会計システム　導入打合せ資料 財務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 仕様策定委員会(財務会計システム) 財務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 第９９回関東甲信越地区国立大学法人等会計部課長会議 財務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 水戸地区交通対策委員会 財務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 全学交通対策連絡会議 財務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内倉庫 財務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 04 運営 業務完了報告書 財務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 04 運営 マイクロバス使用許可申請書 財務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 04 運営 水交荘利用状況 財務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 04 運営 水交荘利用申込 財務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 05 計画･企画 財務改善実行計画 財務課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 08 文書 公印使用簿(財務課) 財務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 08 文書 文書処理簿 財務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄



平成28年度 A 管理一般 08 文書 郵便物発送伝票 財務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 10 環境 監守計画　固定資産(事務局棟) 財務課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 10 環境 消防用設備点検結果報告書 財務課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 10 環境 防火･防災訓練 財務課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 一般競争(指名競争)資格審査 財務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 外部資金受入実績報告 財務課長 2017/4/1 3 2020/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 学生異動情報 財務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 学内からの通知･照会 財務課長 2017/4/1 3 2020/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 高等学校等就学支援金 財務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 特別支援教育就学奨励費交付金 財務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 募集要項 財務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 毎月勤労統計調査 財務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 他機関からの通知･照会 財務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 他機関からの通知･照会(文科省除く) 財務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 文科省からの通知･照会 財務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働命令簿･報告書 財務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿(財務部) 財務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 年次有給休暇簿(財務部) 財務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 労働状況 財務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 02 出張 旅行命令簿(財務部) 財務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 04 任免 防火管理者選任(解任)届出書 財務課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 09 能力開発 北関東4大学予算･決算担当者研修会 財務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 09 能力開発 研修(財務部) 財務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 C 財務 01 予算 財務部予算 財務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 C 財務 01 予算 振替伝票 財務課長 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 C 財務 01 予算 予算管理 財務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 C 財務 01 予算 予算差引簿 財務課長 2017/4/1 15 2032/3/31  電子（共有サーバー（財務会計システム）） 電算室 財務課長 廃棄

平成28年度 C 財務 01 予算 業務達成基準適応事業 財務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 決算関係調査 財務課長 2017/4/1 15 2032/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 合計残高試算表 財務課長 2017/4/1 15 2032/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 事業年度決算(ＣＦ･セグメント等算出資料) 財務課長 2017/4/1 無期限 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 事業年度決算(決算整理仕訳･算出資料) 財務課長 2017/4/1 無期限 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 事業年度決算(財務諸表、決算に係る通知･報告) 財務課長 2017/4/1 無期限 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 出金伝票 財務課長 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 税務会計 財務課長 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 総勘定元帳 財務課長 2017/4/1 15 2032/3/31  電子（共有サーバー（財務会計システム）） 電算室 財務課長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 入金伝票 財務課長 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 振替伝票 財務課長 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 未収伝票 財務課長 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 預金(現金)残高確認表 財務課長 2017/4/1 15 2032/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄



平成28年度 C 財務 03 資金管理 ＦＢ取引結果帳票 財務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 C 財務 03 資金管理 運営費交付金請求書 財務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 C 財務 03 資金管理 各種債権管理簿 財務課長 2017/4/1 5 2022/3/31  電子（共有サーバー（財務会計システム）） 電算室 財務課長 廃棄

平成28年度 C 財務 03 資金管理 学生納付金に関する証明書発行 財務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 C 財務 03 資金管理 寄宿料管理簿 財務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 C 財務 03 資金管理 寄附金等振込通知書 財務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 C 財務 03 資金管理 資金移動 財務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 C 財務 03 資金管理 資金運用 財務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 C 財務 03 資金管理 資金管理計画 財務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 C 財務 03 資金管理 授業料口座振替 財務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 C 財務 03 資金管理 授業料債権管理簿 財務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 C 財務 03 資金管理 授業料債権管理簿 財務課長 2017/4/1 常用 ―  電子（共有サーバー（財務会計システム）） 電算室 財務課長 廃棄

平成28年度 C 財務 03 資金管理 授業料督促 財務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 C 財務 03 資金管理 授業料免除 財務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 C 財務 03 資金管理 取引照合表 財務課長 2017/4/1 15 2032/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 C 財務 03 資金管理 入学料免除 財務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 C 財務 03 資金管理 納入保証書 財務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 C 財務 03 資金管理 振込受付明細表(常陽銀行) 財務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 C 財務 03 資金管理 返還請求書 財務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 C 財務 03 資金管理 預金口座振替申込書 財務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 C 財務 03 資金管理 預金通帳 財務課長 2017/4/1 15 2032/3/31 紙 金庫 財務課長 廃棄

平成28年度 C 財務 04 収入 預り金収支報告書 財務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 C 財務 04 収入 現金出納簿 財務課長 2017/4/1 15 2032/3/31 紙 金庫 財務課長 廃棄

平成28年度 C 財務 04 収入 現金領収証書受払簿 財務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 金庫 財務課長 廃棄

平成28年度 C 財務 04 収入 検定料入金内訳 財務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 C 財務 04 収入 授業料･入学料･検定料振込依頼書発行 財務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 C 財務 04 収入 請求書･銀行口座届出 財務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 C 財務 04 収入 遅延損害金請求書 財務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 C 財務 04 収入 入学料入金内訳 財務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 C 財務 04 収入 パスカード等の委託販売 財務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 C 財務 04 収入 領収書原符 財務課長 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 C 財務 05 支払 ＦＢデータ送信･取引結果 財務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 C 財務 05 支払 相手先データ 財務課長 2017/4/1 常用 ―  電子（共有サーバー（財務会計システム）） 電算室 財務課長 廃棄

平成28年度 C 財務 05 支払 源泉徴収票 財務課長 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 C 財務 05 支払 小切手帳 財務課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 C 財務 05 支払 小切手用紙受払簿 財務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 C 財務 05 支払 租税条約に関する届出書 財務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 C 財務 05 支払 賃金支払証明書 財務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 C 財務 05 支払 訂正･組戻等処理依頼書 財務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 C 財務 05 支払 振込依頼文書 財務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄



平成28年度 C 財務 05 支払 法定調書合計表(賃金･報酬料金) 財務課長 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 C 財務 06 動産等 切手受払簿 財務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 C 財務 06 動産等 パスカード等受払簿 財務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 C 財務 08 警備 警備報告書 財務課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 C 財務 08 警備 拾得物 財務課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 C 財務 08 警備 水戸地区交通対策 財務課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 C 財務 01 予算 平成29年度当初予算積算 財務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 C 財務 01 予算 予算配分通知(科学研究費補助金等／他学代表者) 財務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 C 財務 01 予算 予算配分通知(科学研究費補助金等／本学代表者) 財務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 C 財務 01 予算 予算配分通知(寄附金) 財務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 C 財務 01 予算 予算配分通知(共同研究) 財務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 C 財務 01 予算 予算配分通知(受託研究) 財務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 C 財務 01 予算 予算配分通知(受託事業･共同事業) 財務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 C 財務 01 予算 予算配分通知(大学運営資金等) 財務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 C 財務 01 予算 予算配分通知(補助金) 財務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 C 財務 01 予算 平成29年度概算要求 財務課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 平成27事業年度決算(ＣＦ･セグメント等算出資料)) 財務課長 2017/4/1 無期限 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 平成27事業年度決算(決算整理仕訳･算出資料)) 財務課長 2017/4/1 無期限 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 平成27年度財務報告書 財務課長 2017/4/1 無期限 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 平成27事業年度決算(財務諸表･決算に係る通知･報告) 財務課長 2017/4/1 無期限 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 07 学生支援 学内ワークスタディ 財務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 研究費管理監査専門委員会 財務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 水戸地区交通対策委員会 財務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 全学交通対策連絡会議 財務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内倉庫 財務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 業務完了報告書 財務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 業務自動車請求書･運転命令簿･運転日誌 財務課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 マイクロバス使用許可申請書 財務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 水交荘利用状況 財務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 水交荘利用申込 財務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 05 計画･企画 財務改善実行計画 財務課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 08 文書 文書処理簿 財務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 08 文書 郵便物発送伝票 財務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 10 環境 監守計画　固定資産(事務局棟) 財務課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 10 環境 消防用設備点検結果報告書 財務課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 10 環境 防火･防災訓練 財務課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 外部資金受入実績報告 財務課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 学生異動情報 財務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知(規則制定･改廃) 財務課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内からの通知･照会 財務課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 高等学校等就学支援金 財務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄



平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 特別支援教育就学奨励費交付金 財務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 募集要項 財務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関からの通知･照会 財務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関からの通知･照会(文科省除く) 財務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 文科省からの通知･照会 財務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 労働時間数等調査 財務課長 2018/4/1 5 ―  電子（共有サーバー（財務会計システム）） 電算室 財務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働命令簿･報告書 財務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿(財務部) 財務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 年次有給休暇簿(財務部) 財務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 02 出張 旅行命令簿(財務部) 財務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 04 任免 防火管理者選任(解任)届出書 財務課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 04 任免 業務用自動車運転者名簿等(財務課) 財務課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 09 能力開発 北関東4大学予算･決算担当者研修会 財務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成29年度 C 財務 01 予算 財務部予算 財務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成29年度 C 財務 01 予算 振替伝票 財務課長 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成29年度 C 財務 01 予算 予算管理 財務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成29年度 C 財務 01 予算 予算差引簿 財務課長 2018/4/1 15 2033/3/31  電子（共有サーバー（財務会計システム）） 電算室 財務課長 廃棄

平成29年度 C 財務 01 予算 業務達成基準適応事業 財務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 決算関係調査 財務課長 2018/4/1 15 2033/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 合計残高試算表 財務課長 2018/4/1 15 2033/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 税務会計 財務課長 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 総勘定元帳 財務課長 2018/4/1 15 2033/3/31  電子（共有サーバー（財務会計システム）） 電算室 財務課長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 振替伝票 財務課長 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 預金(現金)残高確認表 財務課長 2018/4/1 15 2033/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成29年度 C 財務 03 資金管理 ＦＢ取引結果帳票 財務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成29年度 C 財務 03 資金管理 運営費交付金請求書 財務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成29年度 C 財務 03 資金管理 各種債権管理簿 財務課長 2018/4/1 5 2023/3/31  電子（共有サーバー（財務会計システム）） 電算室 財務課長 廃棄

平成29年度 C 財務 03 資金管理 学生納付金に関する証明書発行 財務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成29年度 C 財務 03 資金管理 寄宿料管理簿 財務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成29年度 C 財務 03 資金管理 寄附金等振込通知書 財務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成29年度 C 財務 03 資金管理 資金移動 財務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成29年度 C 財務 03 資金管理 資金運用 財務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成29年度 C 財務 03 資金管理 資金管理計画 財務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成29年度 C 財務 03 資金管理 授業料口座振替 財務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成29年度 C 財務 03 資金管理 授業料債権管理簿 財務課長 2018/4/1 常用 ―  電子（共有サーバー（財務会計システム）） 電算室 財務課長 廃棄

平成29年度 C 財務 03 資金管理 授業料債権管理システム 財務課長 2018/4/1 常用 ―  電子（共有サーバー（財務会計システム）） 電算室 財務課長 廃棄

平成29年度 C 財務 03 資金管理 授業料督促 財務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成29年度 C 財務 03 資金管理 授業料免除 財務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成29年度 C 財務 03 資金管理 取引照合表 財務課長 2018/4/1 15 2033/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成29年度 C 財務 03 資金管理 入学料免除 財務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄



平成29年度 C 財務 03 資金管理 納入保証書 財務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成29年度 C 財務 03 資金管理 納入保証書変更届 財務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成29年度 C 財務 03 資金管理 振込受付明細表(常陽銀行) 財務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成29年度 C 財務 03 資金管理 返還請求書 財務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成29年度 C 財務 03 資金管理 預金口座振替申込書 財務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成29年度 C 財務 03 資金管理 預金通帳 財務課長 2018/4/1 15 2033/3/31 紙 金庫 財務課長 廃棄

平成29年度 C 財務 04 収入 預り金収支報告書 財務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成29年度 C 財務 04 収入 現金出納簿 財務課長 2018/4/1 15 2033/3/31 紙 金庫 財務課長 廃棄

平成29年度 C 財務 04 収入 現金領収証書受払簿 財務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 金庫 財務課長 廃棄

平成29年度 C 財務 04 収入 検定料入金内訳 財務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成29年度 C 財務 04 収入 授業料･入学料･検定料振込依頼書発行 財務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成29年度 C 財務 04 収入 請求書･銀行口座届出 財務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成29年度 C 財務 04 収入 遅延損害金請求書 財務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成29年度 C 財務 04 収入 入学料入金内訳 財務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成29年度 C 財務 04 収入 パスカード等の委託販売 財務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成29年度 C 財務 04 収入 領収書原符 財務課長 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成29年度 C 財務 05 支払 ＦＢデータ送信･取引結果 財務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成29年度 C 財務 05 支払 相手先データ 財務課長 2018/4/1 常用 ―  電子（共有サーバー（財務会計システム）） 電算室 財務課長 廃棄

平成29年度 C 財務 05 支払 源泉徴収票 財務課長 2018/4/1 7 ―  電子（共有サーバー（財務会計システム）） 電算室 財務課長 廃棄

平成29年度 C 財務 05 支払 小切手帳 財務課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成29年度 C 財務 05 支払 小切手用紙受払簿 財務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成29年度 C 財務 05 支払 租税条約に関する届出書 財務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成29年度 C 財務 05 支払 賃金支払証明書 財務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成29年度 C 財務 05 支払 訂正･組戻等処理依頼書 財務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成29年度 C 財務 05 支払 振込依頼文書 財務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成29年度 C 財務 05 支払 法定調書合計表(賃金･報酬料金) 財務課長 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成29年度 C 財務 06 動産等 切手受払簿 財務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成29年度 C 財務 06 動産等 パスカード等受払簿 財務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成29年度 C 財務 08 警備 警備報告書 財務課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成29年度 C 財務 08 警備 自動車通年入構許可申請書 財務課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成29年度 C 財務 08 警備 自動車臨時入構許可申請書 財務課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成29年度 C 財務 08 警備 拾得物 財務課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成29年度 C 財務 08 警備 水戸地区交通対策 財務課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成29年度 C 財務 01 予算 予算配分通知(科学研究費補助金等／他学代表者) 財務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成29年度 C 財務 01 予算 予算配分通知(科学研究費補助金等／本学代表者) 財務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成29年度 C 財務 01 予算 予算配分通知(寄附金) 財務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成29年度 C 財務 01 予算 予算配分通知(共同研究) 財務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成29年度 C 財務 01 予算 予算配分通知(受託研究) 財務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成29年度 C 財務 01 予算 予算配分通知(受託事業･共同事業) 財務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成29年度 C 財務 01 予算 予算配分通知(大学運営資金等) 財務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄



平成29年度 C 財務 01 予算 予算配分通知(補助金) 財務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成29年度 C 財務 01 予算 平成30年度当初予算積算 財務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成29年度 C 財務 01 予算 平成30年度概算要求 財務課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 支払集計表 財務課長 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 入金実績リスト 財務課長 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 債権計上伝票 財務課長 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 平成28事業年度決算(ＣＦ･セグメント等算出資料)) 財務課長 2018/4/1 無期限 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 平成28年度財務報告書 財務課長 2018/4/1 無期限 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 平成28事業年度決算(財務諸表･決算に係る通知･報告) 財務課長 2018/4/1 無期限 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 07 学生支援 学内ワークスタディ 財務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 研究費管理監査専門委員会 財務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 水戸地区交通対策委員会 財務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 全学交通対策連絡会議 財務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内倉庫 財務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 業務完了報告書 財務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 業務自動車請求書･運転命令簿･運転日誌 財務課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 マイクロバス使用許可申請書 財務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 05 計画･企画 財務改善実行計画 財務課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 08 文書 文書処理簿 財務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 08 文書 郵便物発送伝票 財務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 10 環境 監守計画　固定資産(事務局棟) 財務課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 10 環境 消防用設備点検結果報告書 財務課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 10 環境 防火･防災訓練 財務課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 外部資金受入実績報告 財務課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 学生異動情報 財務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知(規則制定･改廃) 財務課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内からの通知･照会 財務課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 高等学校等就学支援金 財務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 特別支援教育就学奨励費交付金 財務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 募集要項 財務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関からの通知･照会 財務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関からの通知･照会(文科省除く) 財務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 文科省からの通知･照会 財務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 労働時間数等調査 財務課長 2019/4/1 5 2024/3/31  電子（共有サーバー（財務会計システム）） 電算室 財務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働命令簿･報告書 財務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿(財務部) 財務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 年次有給休暇簿(財務部) 財務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 02 出張 旅行命令簿(財務部) 財務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 04 任免 防火管理者選任(解任)届出書 財務課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 04 任免 業務用自動車運転者名簿等(財務課) 財務課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 09 能力開発 北関東4大学予算･決算担当者研修会 財務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄



平成30年度 C 財務 01 予算 財務部予算 財務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成30年度 C 財務 01 予算 振替伝票 財務課長 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成30年度 C 財務 01 予算 予算管理 財務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成30年度 C 財務 01 予算 予算差引簿 財務課長 2019/4/1 15 2034/3/31  電子（共有サーバー（財務会計システム）） 電算室 財務課長 廃棄

平成30年度 C 財務 01 予算 業務達成基準適応事業 財務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 決算関係調査 財務課長 2019/4/1 15 2034/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 合計残高試算表 財務課長 2019/4/1 15 2034/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 税務会計 財務課長 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 総勘定元帳 財務課長 2019/4/1 15 2034/3/31  電子（共有サーバー（財務会計システム）） 電算室 財務課長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 振替伝票 財務課長 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 預金(現金)残高確認表 財務課長 2019/4/1 15 2034/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成30年度 C 財務 03 資金管理 ＦＢ取引結果帳票 財務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成30年度 C 財務 03 資金管理 運営費交付金請求書 財務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成30年度 C 財務 03 資金管理 各種債権管理簿 財務課長 2019/4/1 5 2024/3/31  電子（共有サーバー（財務会計システム）） 電算室 財務課長 廃棄

平成30年度 C 財務 03 資金管理 学生納付金に関する証明書発行 財務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成30年度 C 財務 03 資金管理 寄宿料管理簿 財務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成30年度 C 財務 03 資金管理 寄附金等振込通知書 財務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成30年度 C 財務 03 資金管理 資金移動 財務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成30年度 C 財務 03 資金管理 資金運用 財務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成30年度 C 財務 03 資金管理 授業料口座振替 財務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成30年度 C 財務 03 資金管理 授業料債権管理簿 財務課長 2019/4/1 常用 ―  電子（共有サーバー（財務会計システム）） 電算室 財務課長 廃棄

平成30年度 C 財務 03 資金管理 授業料債権管理システム 財務課長 2019/4/1 常用 ―  電子（共有サーバー（財務会計システム）） 電算室 財務課長 廃棄

平成30年度 C 財務 03 資金管理 授業料督促 財務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成30年度 C 財務 03 資金管理 授業料免除 財務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成30年度 C 財務 03 資金管理 取引照合表 財務課長 2019/4/1 15 2034/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成30年度 C 財務 03 資金管理 入学料免除 財務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成30年度 C 財務 03 資金管理 納入保証書 財務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成30年度 C 財務 03 資金管理 納入保証書変更届 財務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成30年度 C 財務 03 資金管理 振込受付明細表(常陽銀行) 財務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成30年度 C 財務 03 資金管理 返還請求書 財務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成30年度 C 財務 03 資金管理 預金口座振替申込書 財務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成30年度 C 財務 03 資金管理 預金通帳 財務課長 2019/4/1 15 2034/3/31 紙 金庫 財務課長 廃棄

平成30年度 C 財務 04 収入 預り金収支報告書 財務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成30年度 C 財務 04 収入 現金出納簿 財務課長 2019/4/1 15 2034/3/31 紙 金庫 財務課長 廃棄

平成30年度 C 財務 04 収入 現金領収証書受払簿 財務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 金庫 財務課長 廃棄

平成30年度 C 財務 04 収入 検定料入金内訳 財務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成30年度 C 財務 04 収入 授業料･入学料･検定料振込依頼書発行 財務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成30年度 C 財務 04 収入 請求書･銀行口座届出 財務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成30年度 C 財務 04 収入 遅延損害金請求書 財務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成30年度 C 財務 04 収入 入学料入金内訳 財務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄



平成30年度 C 財務 04 収入 パスカード等の委託販売 財務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成30年度 C 財務 04 収入 領収書原符 財務課長 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成30年度 C 財務 05 支払 ＦＢデータ送信･取引結果 財務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成30年度 C 財務 05 支払 相手先データ 財務課長 2019/4/1 常用 ―  電子（共有サーバー（財務会計システム）） 電算室 財務課長 廃棄

平成30年度 C 財務 05 支払 源泉徴収票 財務課長 2019/4/1 7 2026/3/31  電子（共有サーバー（財務会計システム）） 電算室 財務課長 廃棄

平成30年度 C 財務 05 支払 小切手帳 財務課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成30年度 C 財務 05 支払 小切手用紙受払簿 財務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成30年度 C 財務 05 支払 租税条約に関する届出書 財務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成30年度 C 財務 05 支払 賃金支払証明書 財務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成30年度 C 財務 05 支払 訂正･組戻等処理依頼書 財務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成30年度 C 財務 05 支払 振込依頼文書 財務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成30年度 C 財務 05 支払 法定調書合計表(賃金･報酬料金) 財務課長 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成30年度 C 財務 06 動産等 切手受払簿 財務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成30年度 C 財務 06 動産等 パスカード等受払簿 財務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成30年度 C 財務 08 警備 警備報告書 財務課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成30年度 C 財務 08 警備 自動車通年入構許可申請書 財務課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成30年度 C 財務 08 警備 自動車臨時入構許可申請書 財務課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成30年度 C 財務 08 警備 拾得物 財務課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成30年度 C 財務 08 警備 水戸地区交通対策 財務課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成30年度 C 財務 01 予算 予算配分通知(科学研究費補助金等／他学代表者) 財務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成30年度 C 財務 01 予算 予算配分通知(科学研究費補助金等／本学代表者) 財務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成30年度 C 財務 01 予算 予算配分通知(寄附金) 財務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成30年度 C 財務 01 予算 予算配分通知(共同研究) 財務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成30年度 C 財務 01 予算 予算配分通知(受託研究) 財務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成30年度 C 財務 01 予算 予算配分通知(受託事業･共同事業) 財務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成30年度 C 財務 01 予算 予算配分通知(大学運営資金等) 財務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成30年度 C 財務 01 予算 予算配分通知(補助金) 財務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成30年度 C 財務 01 予算 平成31年度当初予算積算 財務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成30年度 C 財務 01 予算 平成31年度概算要求 財務課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 支払集計表 財務課長 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 入金実績リスト 財務課長 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 債権計上伝票 財務課長 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 平成29年度財務報告書 財務課長 2019/4/1 無期限 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 平成29事業年度決算(財務諸表･決算に係る通知･報告) 財務課長 2019/4/1 無期限 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 研究費管理監査専門委員会 財務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 全学交通対策専門部会 財務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 全学財務･施設委員会 財務課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 研究費の不正使用に係る本調査の実施について 財務課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 研究費の不正使用に係る調査委員会設置に伴う委員の推薦について 財務課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 私有車業務上使用登録申請書 財務課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄



令和元年度 A 管理一般 04 運営 業務完了報告書 財務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 マイクロバス使用許可申請書 財務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 05 計画･企画 財務改善実行計画 財務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 08 文書 文書処理簿 財務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 08 文書 郵便物発送伝票 財務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 10 環境 監守計画　固定資産(事務局棟) 財務課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 10 環境 消防用設備点検結果報告書 財務課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 10 環境 防火･防災訓練 財務課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 10 環境 水戸地区キャンパスクリーン 財務課長 2020/4/1 1 2021/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 外部資金受入実績報告 財務課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 学生異動情報 財務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知(会議議題連絡票) 財務課長 2020/4/1 1 2021/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内からの通知･照会 財務課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 高等学校等就学支援金 財務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 特別支援教育就学奨励費交付金 財務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 募集要項 財務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関からの通知･依頼･照会･回答（経理G） 財務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関からの通知･照会(文科省除く) 財務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 文科省からの通知･照会 財務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 労働時間数等調査 財務課長 2020/4/1 5 2025/3/31  電子（共有サーバー（財務会計システム）） 電算室 財務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働命令簿･報告書 財務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿(財務部) 財務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 年次有給休暇簿(財務部) 財務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 02 出張 旅行命令簿(財務部) 財務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 04 任免 防火管理者選任(解任)届出書 財務課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 04 任免 業務用自動車運転者名簿(水戸地区) 財務課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 09 能力開発 北関東4大学予算･決算担当者研修会 財務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

令和元年度 C 財務 01 予算 財務部予算 財務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

令和元年度 C 財務 01 予算 振替伝票 財務課長 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

令和元年度 C 財務 01 予算 業務達成基準適応事業 財務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

令和元年度 C 財務 01 予算 予算管理 財務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

令和元年度 C 財務 01 予算 予算差引簿 財務課長 2020/4/1 15 2035/3/31  電子（共有サーバー（財務会計システム）） 電算室 財務課長 廃棄

令和元年度 C 財務 01 予算 予算配分通知(科学研究費補助金等／他学代表者) 財務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

令和元年度 C 財務 01 予算 予算配分通知(科学研究費補助金等／本学代表者) 財務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

令和元年度 C 財務 01 予算 予算配分通知(寄附金) 財務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

令和元年度 C 財務 01 予算 予算配分通知(共同研究) 財務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

令和元年度 C 財務 01 予算 予算配分通知(受託研究) 財務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

令和元年度 C 財務 01 予算 予算配分通知(受託事業･共同事業) 財務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

令和元年度 C 財務 01 予算 予算配分通知(大学運営資金等) 財務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

令和元年度 C 財務 01 予算 予算配分通知(補助金) 財務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄



令和元年度 C 財務 01 予算 令和2年度当初予算積算 財務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

令和元年度 C 財務 01 予算 令和2年度概算要求 財務課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 決算関係調査 財務課長 2020/4/1 15 2035/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 合計残高試算表 財務課長 2020/4/1 15 2035/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 税務会計 財務課長 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 総勘定元帳 財務課長 2020/4/1 15 2035/3/31  電子（共有サーバー（財務会計システム）） 電算室 財務課長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 振替伝票 財務課長 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 預金(現金)残高確認表 財務課長 2020/4/1 15 2035/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 支払集計表 財務課長 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 入金実績リスト 財務課長 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 債権計上伝票 財務課長 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 財務報告書 財務課長 2020/4/1 無期限 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 平成30事業年度決算(財務諸表･決算に係る通知･報告) 財務課長 2020/4/1 無期限 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

令和元年度 C 財務 03 資金管理 ＦＢ取引結果帳票 財務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

令和元年度 C 財務 03 資金管理 運営費交付金請求書 財務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

令和元年度 C 財務 03 資金管理 各種債権管理簿 財務課長 2020/4/1 5 2025/3/31  電子（共有サーバー（財務会計システム）） 電算室 財務課長 廃棄

令和元年度 C 財務 03 資金管理 学生納付金に関する証明書発行 財務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

令和元年度 C 財務 03 資金管理 寄宿料管理簿 財務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

令和元年度 C 財務 03 資金管理 寄附金等振込通知書 財務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

令和元年度 C 財務 03 資金管理 資金移動 財務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

令和元年度 C 財務 03 資金管理 資金運用 財務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

令和元年度 C 財務 03 資金管理 授業料口座振替 財務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

令和元年度 C 財務 03 資金管理 授業料債権管理簿 財務課長 2020/4/1 常用 ―  電子（共有サーバー（財務会計システム）） 電算室 財務課長 廃棄

令和元年度 C 財務 03 資金管理 授業料債権管理システム 財務課長 2020/4/1 常用 ―  電子（共有サーバー（財務会計システム）） 電算室 財務課長 廃棄

令和元年度 C 財務 03 資金管理 授業料督促 財務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

令和元年度 C 財務 03 資金管理 授業料免除 財務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

令和元年度 C 財務 03 資金管理 取引照合表 財務課長 2020/4/1 15 2035/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

令和元年度 C 財務 03 資金管理 入学料免除 財務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

令和元年度 C 財務 03 資金管理 納入保証書 財務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

令和元年度 C 財務 03 資金管理 納入保証書変更届 財務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

令和元年度 C 財務 03 資金管理 振込受付明細表(常陽銀行) 財務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

令和元年度 C 財務 03 資金管理 返還請求書 財務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

令和元年度 C 財務 03 資金管理 預金口座振替申込書 財務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

令和元年度 C 財務 03 資金管理 預金通帳 財務課長 2020/4/1 15 2035/3/31 紙 金庫 財務課長 廃棄

令和元年度 C 財務 04 収入 預り金収支報告書 財務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

令和元年度 C 財務 04 収入 現金出納簿 財務課長 2020/4/1 15 2035/3/31 紙 金庫 財務課長 廃棄

令和元年度 C 財務 04 収入 現金領収証書受払簿 財務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 金庫 財務課長 廃棄

令和元年度 C 財務 04 収入 検定料入金内訳 財務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

令和元年度 C 財務 04 収入 授業料･入学料･検定料振込依頼書発行 財務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

令和元年度 C 財務 04 収入 請求書･銀行口座届出 財務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄



令和元年度 C 財務 04 収入 遅延損害金請求書 財務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

令和元年度 C 財務 04 収入 入学料入金内訳 財務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

令和元年度 C 財務 04 収入 パスカード等の委託販売 財務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

令和元年度 C 財務 04 収入 領収書原符 財務課長 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

令和元年度 C 財務 05 支払 ＦＢデータ送信･取引結果 財務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

令和元年度 C 財務 05 支払 相手先データ 財務課長 2020/4/1 常用 ―  電子（共有サーバー（財務会計システム）） 電算室 財務課長 廃棄

令和元年度 C 財務 05 支払 源泉徴収票 財務課長 2020/4/1 7 2027/3/31  電子（共有サーバー（財務会計システム）） 電算室 財務課長 廃棄

令和元年度 C 財務 05 支払 小切手帳 財務課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

令和元年度 C 財務 05 支払 小切手用紙受払簿 財務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

令和元年度 C 財務 05 支払 租税条約に関する届出書 財務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

令和元年度 C 財務 05 支払 賃金支払証明書 財務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

令和元年度 C 財務 05 支払 訂正･組戻等処理依頼書 財務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

令和元年度 C 財務 05 支払 振込依頼文書 財務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

令和元年度 C 財務 05 支払 法定調書合計表(賃金･報酬料金) 財務課長 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

令和元年度 C 財務 06 動産等 切手受払簿 財務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

令和元年度 C 財務 06 動産等 パスカード等受払簿 財務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

令和元年度 C 財務 08 警備 警備報告書 財務課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

令和元年度 C 財務 08 警備 自動車通年入構許可申請書 財務課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

令和元年度 C 財務 08 警備 自動車臨時入構許可申請書 財務課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 課内書庫 財務課長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 03 会議 茨城大学グリーン化推進委員会 契約課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成23年度 C 財務 02 決算 工事契約(1/40～40/40) 契約課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成23年度 C 財務 06 動産等 資産･物品除去(資産管理係) 契約課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 03 会議 茨城大学グリーン化推進委員会 契約課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成24年度 C 財務 02 決算 工事契約(1/25～25/25) 契約課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成24年度 C 財務 06 動産等 資産･物品除去(資産管理係) 契約課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 03 会議 茨城大学グリーン化推進委員会 契約課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 12 統計 アルコール使用業務報告書 契約課長 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 12 統計 温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の実績に関する調査･統計報告書 契約課長 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 12 統計 官公需契約実績等に関する調査･統計報告書 契約課長 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 12 統計 環境物品等の調達の実績に関する調査･統計報告書 契約課長 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 12 統計 環境物品等の調達の推進を図るための方針 契約課長 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成25年度 C 財務 02 決算 フロン回収行程管理票 契約課長 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成25年度 C 財務 02 決算 一般調達契約(1/49～49/49) 契約課長 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成25年度 C 財務 02 決算 汚染負荷量賦課金 契約課長 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成25年度 C 財務 02 決算 仮払金 契約課長 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成25年度 C 財務 02 決算 後納郵便物等他局差出承認請求書 契約課長 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成25年度 C 財務 02 決算 高速道路通行券請求書(工学部･農学部) 契約課長 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成25年度 C 財務 02 決算 高速道路通行券請求書(水戸地区) 契約課長 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成25年度 C 財務 02 決算 産業廃棄物管理票(マニフェスト) 契約課長 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成25年度 C 財務 02 決算 受益者負担分徴収依頼 契約課長 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄



平成25年度 C 財務 02 決算 収入契約決議 契約課長 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成25年度 C 財務 02 決算 振替データ通知サービスの取扱に関する契約 契約課長 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成25年度 C 財務 02 決算 振替伝票(契約課) 契約課長 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成25年度 C 財務 02 決算 図書館ライブラリーカフェ運営委託業務契約 契約課長 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成25年度 C 財務 02 決算  政府調達協定の改正に伴う法人会計規定等の改正について(平成26年2月) 契約課長 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成25年度 C 財務 02 決算 単価供給契約(1/3～3/3) 契約課長 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成25年度 C 財務 02 決算 単価役務契約(1/33～33/33) 契約課長 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成25年度 C 財務 02 決算 物品保守契約(1/8～8/8) 契約課長 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成25年度 C 財務 05 支払 科学研究費補助金支出決議書(1/148～148/148) 契約課長 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成25年度 C 財務 06 動産等 資産･物品除去(資産管理係) 契約課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 03 会議 茨城大学グリーン化推進委員会 契約課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 12 統計 温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約実績 契約課長 2015/4/1 7 2022/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 12 統計 環境物品等の調達実績 契約課長 2015/4/1 7 2022/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 12 統計 官公需契約実績 契約課長 2015/4/1 7 2022/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 12 統計 障害者就労施設等からの物品等の調達実績 契約課長 2015/4/1 7 2022/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 12 統計 地球温暖化対策取組状況調査 契約課長 2015/4/1 7 2022/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 12 統計 母子家庭の母等の就業支援に関する特別措置法に基づく調達実績 契約課長 2015/4/1 7 2022/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成26年度 C 財務 02 決算 アルコール使用業務報告書 契約課長 2015/4/1 7 2022/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成26年度 C 財務 02 決算 汚染負荷量賦課金 契約課長 2015/4/1 7 2022/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成26年度 C 財務 02 決算 仮払金 契約課長 2015/4/1 7 2022/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成26年度 C 財務 02 決算 高速道路通行券請求書(工学部･農学部) 契約課長 2015/4/1 7 2022/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成26年度 C 財務 02 決算 高速道路通行券請求書(水戸地区) 契約課長 2015/4/1 7 2022/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成26年度 C 財務 02 決算 災害給付契約 契約課長 2015/4/1 7 2022/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成26年度 C 財務 02 決算 産業廃棄物管理票(マニフェスト) 契約課長 2015/4/1 7 2022/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成26年度 C 財務 02 決算 産業廃棄物管理票交付等状況報告書 契約課長 2015/4/1 7 2022/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成26年度 C 財務 02 決算 受益者負担分徴収依頼 契約課長 2015/4/1 7 2022/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成26年度 C 財務 02 決算 収入契約決議 契約課長 2015/4/1 7 2022/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成26年度 C 財務 02 決算 調達契約(1/80～80/80) 契約課長 2015/4/1 7 2022/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成26年度 C 財務 02 決算 土地の売払契約(阿見) 契約課長 2015/4/1 7 2022/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成26年度 C 財務 02 決算 土地の売払契約(三の丸) 契約課長 2015/4/1 7 2022/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成26年度 C 財務 02 決算 物品購入等に係る取引停止について 契約課長 2015/4/1 7 2022/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成26年度 C 財務 05 支払 未払伝票(科研費)(1/143～143/143) 契約課長 2015/4/1 7 2022/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 茨城大学グリーン化推進委員会 契約課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 08 文書 公印使用伺簿 契約課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 08 文書 文書処理簿 契約課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 政府調達通知･公示等 契約課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 毎月勤労統計調査 契約課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の締結実績 契約課長 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 環境物品等の調達実績 契約課長 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 官公需契約実績 契約課長 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄



平成27年度 A 管理一般 12 統計 障害者就労施設等からの物品等の調達実績 契約課長 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 地球温暖化対策取組状況調査 契約課長 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 母子家庭の母等の就業支援に関する特別措置法に基づく調達実績 契約課長 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 中小企業者に関する契約方針 契約課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働命令簿･報告 契約課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 アルコール許可使用者許可事項変更許可申請書 契約課長 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 アルコール使用業務報告書 契約課長 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 汚染負荷量賦課金 契約課長 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 仮払金 契約課長 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 高速道路通行券請求書 契約課長 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 災害給付契約 契約課長 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 産業廃棄物管理票(マニフェスト) 契約課長 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 産業廃棄物管理票交付等状況報告書 契約課長 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 受益者負担分徴収依頼 契約課長 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 収入契約決議 契約課長 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 調達契約(1/39～39/39) 契約課長 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 物品購入等に係る取引停止について 契約課長 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成27年度 C 財務 05 支払 未払伝票(科研費)(1/216～216/216) 契約課長 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成27年度 C 財務 06 動産等 ＥＴＣカード受渡簿 契約課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成27年度 C 財務 06 動産等 ガソリン伝票受払簿 契約課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成27年度 C 財務 06 動産等 タクシー券受払簿 契約課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成27年度 C 財務 06 動産等 資産管理 契約課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 茨城大学グリーン化推進委員会 契約課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 08 文書 公印使用伺簿 契約課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 08 文書 文書処理簿 契約課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 政府調達通知･公示等 契約課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 毎月勤労統計調査 契約課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の締結実績 契約課長 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 環境物品等の調達実績 契約課長 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 官公需契約実績 契約課長 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 障害者就労施設等からの物品等の調達実績 契約課長 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 母子家庭の母等の就業支援に関する特別措置法に基づく調達実績 契約課長 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 中小企業者に関する契約方針 契約課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働命令簿･報告 契約課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 アルコール許可使用者許可事項変更許可申請書 契約課長 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 アルコール使用業務報告書 契約課長 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 汚染負荷量賦課金 契約課長 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 仮払金 契約課長 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 検査職員任命簿 契約課長 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 高速道路通行券請求書 契約課長 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄



平成28年度 C 財務 02 決算 災害給付契約 契約課長 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 産業廃棄物管理票(マニフェスト) 契約課長 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 産業廃棄物管理票交付等状況報告書 契約課長 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 受益者負担分徴収依頼 契約課長 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 収入契約決議 契約課長 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 調達契約(1/29～29/29) 契約課長 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 物品購入等に係る取引停止について 契約課長 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成28年度 C 財務 05 支払 未払伝票(科研費)(1/268～268/268) 契約課長 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成28年度 C 財務 06 動産等 ＥＴＣカード受渡簿 契約課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成28年度 C 財務 06 動産等 タクシー券受払簿 契約課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成28年度 C 財務 06 動産等 資産管理 契約課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 茨城大学グリーン化推進委員会 契約課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 課内書庫 契約課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 08 文書 公印使用伺簿 契約課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 契約課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 08 文書 文書処理簿 契約課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 契約課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 学外での通知･照会 契約課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 課内書庫 契約課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知･照会 契約課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 課内書庫 契約課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 政府調達通知･公示等 契約課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 契約課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 労働時間数等調査 契約課長 2018/4/1 5 2023/3/31 電子 財務課内書庫 契約課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の締結実績 契約課長 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 課内書庫 契約課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 環境物品等の調達実績 契約課長 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 課内書庫 契約課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 官公需契約実績 契約課長 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 課内書庫 契約課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 障害者就労施設等からの物品等の調達実績 契約課長 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 課内書庫 契約課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 母子家庭の母等の就業支援に関する特別措置法に基づく調達実績 契約課長 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 課内書庫 契約課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 地球温暖化対策取組状況調査 契約課長 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 中小企業者に関する契約方針 契約課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 課内書庫 契約課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働命令簿･報告 契約課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 財務課内書庫 契約課長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 アルコール許可使用者許可事項変更許可申請書 契約課長 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 課内書庫 契約課長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 アルコール使用業務報告書 契約課長 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 課内書庫 契約課長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 汚染負荷量賦課金 契約課長 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 課内書庫 契約課長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 仮払金 契約課長 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 課内書庫 契約課長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 検査職員任命簿 契約課長 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 課内書庫 契約課長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 高速道路通行券請求書 契約課長 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 課内書庫 契約課長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 災害給付契約 契約課長 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 課内書庫 契約課長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 産業廃棄物管理票(マニフェスト) 契約課長 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 課内書庫 契約課長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 産業廃棄物管理票交付等状況報告書 契約課長 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 課内書庫 契約課長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 受益者負担分徴収依頼 契約課長 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 課内書庫 契約課長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 収入契約決議 契約課長 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 課内書庫 契約課長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 調達契約(1/18～18/18) 契約課長 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 課内書庫 契約課長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 物品購入等に係る取引停止について 契約課長 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 課内書庫 契約課長 廃棄

平成29年度 C 財務 05 支払 未払伝票(科研費等)(1/302～302/302) 契約課長 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 課内書庫 契約課長 廃棄



平成29年度 C 財務 06 動産等 ETC･ガソリンカード受渡簿 契約課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 契約課長 廃棄

平成29年度 C 財務 06 動産等 資産管理 契約課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 課内書庫 契約課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 茨城大学グリーン化推進委員会 契約課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 課内書庫 契約課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 08 文書 公印使用伺簿 契約課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 契約課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 08 文書 文書処理簿 契約課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 契約課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 学外での通知･照会 契約課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 課内書庫 契約課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知･照会 契約課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 課内書庫 契約課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 政府調達通知･公示等 契約課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 契約課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 労働時間数等調査 契約課長 2019/4/1 5 2024/3/31 電子 財務課内書庫 契約課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の締結実績 契約課長 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 課内書庫 契約課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 環境物品等の調達実績 契約課長 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 課内書庫 契約課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 官公需契約実績 契約課長 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 課内書庫 契約課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 障害者就労施設等からの物品等の調達実績 契約課長 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 課内書庫 契約課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 母子家庭の母等の就業支援に関する特別措置法に基づく調達実績 契約課長 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 課内書庫 契約課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 地球温暖化対策取組状況調査 契約課長 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 文書保管庫 契約課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 中小企業者に関する契約方針 契約課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 課内書庫 契約課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働命令簿･報告 契約課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 財務課内書庫 契約課長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 アルコール許可使用者許可事項変更許可申請書 契約課長 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 課内書庫 契約課長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 アルコール使用業務報告書 契約課長 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 課内書庫 契約課長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 汚染負荷量賦課金 契約課長 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 課内書庫 契約課長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 仮払金 契約課長 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 課内書庫 契約課長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 検査職員任命簿 契約課長 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 課内書庫 契約課長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 高速道路通行券請求書 契約課長 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 課内書庫 契約課長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 災害給付契約 契約課長 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 課内書庫 契約課長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 産業廃棄物管理票(マニフェスト) 契約課長 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 課内書庫 契約課長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 産業廃棄物管理票交付等状況報告書 契約課長 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 課内書庫 契約課長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 受益者負担分徴収依頼 契約課長 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 課内書庫 契約課長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 収入契約決議 契約課長 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 課内書庫 契約課長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 調達契約(1/21～21/21) 契約課長 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 課内書庫 契約課長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 物品購入等に係る取引停止について 契約課長 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 課内書庫 契約課長 廃棄

平成30年度 C 財務 05 支払 未払伝票(科研費等)(1/263～263/263) 契約課長 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 課内書庫 契約課長 廃棄

平成30年度 C 財務 05 支払 経費精算書 契約課長 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 課内書庫 契約課長 廃棄

平成30年度 C 財務 06 動産等 ETC･ガソリンカード受渡簿 契約課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 契約課長 廃棄

平成30年度 C 財務 06 動産等 資産管理 契約課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 課内書庫 契約課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 08 文書 文書処理簿 契約課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 契約課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 08 文書 文部科学省通知 契約課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 契約課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 08 文書 環境報告書 契約課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 契約課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 学外での通知･照会 契約課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 課内書庫 契約課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知･照会 契約課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 課内書庫 契約課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 労働時間数等調査 契約課長 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 財務課内書庫 契約課長 廃棄



令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の締結実績 契約課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 契約課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 環境物品等の調達実績 契約課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 契約課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 官公需契約実績 契約課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 契約課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 障害者就労施設等からの物品等の調達実績 契約課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 契約課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 母子家庭の母等の就業支援に関する特別措置法に基づく調達実績 契約課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 契約課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 中小企業者に関する契約方針 契約課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 課内書庫 契約課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 女性推進法に基づく公共調達に関する取り組み状況 契約課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 契約課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働命令簿･報告 契約課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 財務課内書庫 契約課長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 アルコール使用業務報告書 契約課長 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 課内書庫 契約課長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 汚染負荷量賦課金 契約課長 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 課内書庫 契約課長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 仮払金 契約課長 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 課内書庫 契約課長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 検査職員任命簿 契約課長 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 課内書庫 契約課長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 高速道路通行券請求書 契約課長 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 課内書庫 契約課長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 災害給付契約 契約課長 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 課内書庫 契約課長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 産業廃棄物管理票(マニフェスト) 契約課長 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 課内書庫 契約課長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 受益者負担分徴収依頼 契約課長 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 課内書庫 契約課長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 収入契約決議 契約課長 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 課内書庫 契約課長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 調達契約(1/23～23/23) 契約課長 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 課内書庫 契約課長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 物品購入等に係る取引停止について 契約課長 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 課内書庫 契約課長 廃棄

令和元年度 C 財務 05 支払 未払伝票(科研費等)(1/284～284/284) 契約課長 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 課内書庫 契約課長 廃棄

令和元年度 C 財務 05 支払 経費精算書 契約課長 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 課内書庫 契約課長 廃棄

令和元年度 C 財務 06 動産等 ETC･ガソリンカード受渡簿 契約課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 契約課長 廃棄

令和元年度 C 財務 06 動産等 資産管理 契約課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 課内書庫 契約課長 廃棄

2003/4/1 財務部施設課 施設係 設計図書関係 工事設計図面･完成図書（平成15年度） 施設課機械係 無期限 紙 事務室・書庫 財務部施設課 廃棄

2003/4/1 財務部施設課 施設係 設計図書関係 工事設計図面･完成図書（平成15年度） 施設課建築第一係 無期限 紙 事務室・書庫 財務部施設課 廃棄

2003/4/1 財務部施設課 施設係 設計図書関係 工事設計図面･完成図書（平成15年度） 施設課建築第二係 無期限 紙 事務室・書庫 財務部施設課 廃棄

2003/4/1 財務部施設課 施設係 設計図書関係 工事設計図面･完成図書（平成15年度） 施設課電気係 無期限 紙 事務室・書庫 財務部施設課 廃棄

2004/4/1 財務部施設課 環境係 設計図書関係 工事設計図面･完成図書（平成16年度） 施設課環境係 無期限 紙 事務室・書庫 財務部施設課 廃棄

2004/4/1 財務部施設課 施設係 設計図書関係 工事設計図面･完成図書（平成16年度） 施設課施設係 無期限 紙 事務室・書庫 財務部施設課 廃棄

2004/4/1 財務部施設課 企画係 施設関係 施設長期計画書（キャンパスマスタープラン平成16年度） 施設課企画係 30 2035/3/31 紙 事務室・書庫 財務部施設課 廃棄

2005/4/1 財務部施設課 環境係 設計図書関係 工事設計図面･完成図書（平成17年度） 施設課環境係 無期限 紙 事務室・書庫 財務部施設課 廃棄

2005/4/1 財務部施設課 施設係 設計図書関係 工事設計図面･完成図書（平成17年度） 施設課施設係 無期限 紙 事務室・書庫 財務部施設課 廃棄

2005/4/1 財務部施設課 企画係 施設関係 施設長期計画書（キャンパスマスタープラン平成17年度） 施設課企画係 30 2036/3/31 紙 事務室・書庫 財務部施設課 廃棄

2006/4/1 財務部施設課 環境係 設計図書関係 工事設計図面･完成図書（平成18年度） 施設課環境係 無期限 紙 事務室・書庫 財務部施設課 廃棄

2006/4/1 財務部施設課 施設係 設計図書関係 工事設計図面･完成図書（平成18年度） 施設課施設係 無期限 紙 事務室・書庫 財務部施設課 廃棄

2006/4/1 財務部施設課 企画係 施設関係 施設長期計画書（キャンパスマスタープラン平成18年度） 施設課企画係 30 2037/3/31 紙 事務室・書庫 財務部施設課 廃棄

2007/4/1 財務部施設課 管理グループ 設計図書関係 工事設計図面･完成図書（平成19年度） 施設課管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ 無期限 紙 事務室・書庫 財務部施設課 廃棄

2007/4/1 財務部施設課 計画グループ 設計図書関係 工事設計図面･完成図書（平成19年度） 施設課計画ｸﾞﾙｰﾌﾟ 無期限 紙 事務室・書庫 財務部施設課 廃棄

2007/4/1 財務部施設課 企画グループ 施設関係 施設長期計画書（キャンパスマスタープラン平成19年度） 施設課企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ 30 2038/3/31 紙 事務室・書庫 財務部施設課 廃棄

2008/4/1 財務部施設課 管理グループ 設計図書関係 工事設計図面･完成図書（平成20年度） 施設課管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ 無期限 紙 事務室・書庫 財務部施設課 廃棄



2008/4/1 財務部施設課 計画グループ 設計図書関係 工事設計図面･完成図書（平成20年度） 施設課計画ｸﾞﾙｰﾌﾟ 無期限 紙 事務室・書庫 財務部施設課 廃棄

2008/4/1 財務部施設課 企画グループ 施設関係 施設長期計画書（キャンパスマスタープラン平成20年度） 施設課企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ 30 2039/3/31 紙 事務室・書庫 財務部施設課 廃棄

2009/4/1 財務部施設課 管理グループ 設計図書関係 工事設計図面･完成図書（平成21年度） 施設課管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ 無期限 紙 事務室・書庫 財務部施設課 廃棄

2009/4/1 財務部施設課 企画グループ 施設関係 施設長期計画書（キャンパスマスタープラン平成21年度） 施設課企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ 30 2040/3/31 紙 事務室・書庫 財務部施設課 廃棄

2010/4/1 財務部施設課 企画グループ 予算要求関係 概算要求書（施設整備費）（平成22年度） 施設課企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ 10 2021/3/31 紙 事務室・書庫 財務部施設課 廃棄

2010/4/1 財務部施設課 管理グループ 工事関連届出関係 工事関係届出文書（平成22年度） 施設課管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ 10 2021/3/31 紙 事務室・書庫 財務部施設課 廃棄

2010/4/1 財務部施設課 管理グループ 設計図書関係 工事設計図面･完成図書（平成22年度） 施設課管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ 無期限 紙 事務室・書庫 財務部施設課 廃棄

2010/4/1 財務部施設課 企画グループ 調査･統計･報告関係 国立学校施設実態調査（平成22年度） 施設課企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ 10 2021/3/31 紙 事務室・書庫 財務部施設課 廃棄

2010/4/1 財務部施設課 企画グループ 施設関係 施設長期計画書（キャンパスマスタープラン平成22年度） 施設課企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ 30 2041/3/31 紙 事務室・書庫 財務部施設課 廃棄

2010/4/1 C 財務 05 支払 固定資産税（平成22年度） 財務課長 2011/4/1 10 2021/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 12 統計 国立学校施設実態調査 施設課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成23年度 C 財務 01 予算 概算要求書（施設整備費） 施設課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成23年度 C 財務 01 予算 国立大学法人施設整備費補助金事業 施設課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成23年度 C 財務 01 予算 国立大学法人等施設整備費概算要求･要望事業 施設課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成23年度 C 財務 01 予算 独立行政法人国立大学財務･経営センター施設費交付事業 施設課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成23年度 C 財務 05 支払 工事修繕依頼（支払完了） 施設課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄 ＜震災関連含む＞

平成23年度 C 財務 05 支払 固定資産税 財務課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成23年度 C 財務 07 不動産 資産台帳 財務課長 2012/4/1 15 2027/3/31  電子（共有サーバー（財務会計システム）） 電算室 施設課長 廃棄

平成23年度 C 財務 07 不動産 不動産（建物） 財務課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成23年度 C 財務 07 不動産 不動産（土地） 財務課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成23年度 D 施設設備 00 総括 キャンパスマスタープラン 施設課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成23年度 D 施設設備 00 総括 工事成績評定 施設課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成23年度 D 施設設備 00 総括 設計成績評定 施設課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成23年度 D 施設設備 01 施設設計 工事設計図面･完成図書（建築） 施設課長 2012/4/1 無期限 紙 課内書庫 施設課長 廃棄 ＜震災関連含む＞

平成23年度 D 施設設備 01 施設設計 工事設計図面･完成図書（設備） 施設課長 2012/4/1 無期限 紙 課内書庫 施設課長 廃棄 ＜震災関連含む＞

平成23年度 D 施設設備 01 施設設計 工事設計図面･完成図書（電気） 施設課長 2012/4/1 無期限 紙 課内書庫 施設課長 廃棄 ＜震災関連含む＞

平成23年度 D 施設設備 01 施設設計 鍵引渡書 施設課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成23年度 D 施設設備 01 施設設計 建築物定期調査報告書 施設課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成23年度 D 施設設備 01 施設設計 工事請負契約（建築工事） 施設課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成23年度 D 施設設備 01 施設設計 工事請負契約（建物に付随する設備工事） 施設課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成23年度 D 施設設備 01 施設設計 工事請負契約（建物に付随する電気工事） 施設課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成23年度 D 施設設備 01 施設設計 工事届出文書（建築） 施設課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成23年度 D 施設設備 01 施設設計 工事届出文書（設備） 施設課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成23年度 D 施設設備 01 施設設計 工事届出文書（電気） 施設課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成23年度 D 施設設備 02 施設管理 平成22年度東北地方太平洋沖地震で被災した施設の応急的な安全対策について（工事費） 施設課長 2011/4/1 30 2041/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄 ＜震災関連含む＞

平成23年度 D 施設設備 02 施設管理 平成22年度東北地方太平洋沖地震に伴う工事等の一時中止命令にてついて 施設課長 2011/4/1 30 2041/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄 ＜震災関連含む＞

平成23年度 D 施設設備 02 施設管理 管理図面･完成図書（建築） 施設課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成23年度 D 施設設備 02 施設管理 管理図面･完成図書（設備） 施設課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成23年度 D 施設設備 02 施設管理 管理図面･完成図書（電気） 施設課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成23年度 D 施設設備 02 施設管理 管理届出文書（建築） 施設課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄



平成23年度 D 施設設備 02 施設管理 管理届出文書（設備） 施設課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成23年度 D 施設設備 02 施設管理 管理届出文書（電気） 施設課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 12 統計 国立学校施設実態調査 施設課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成24年度 C 財務 01 予算 概算要求書（施設整備費） 施設課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成24年度 C 財務 01 予算 国立大学法人施設整備費補助金事業 施設課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成24年度 C 財務 01 予算 国立大学法人等施設整備費概算要求･要望事業 施設課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成24年度 C 財務 01 予算 独立行政法人国立大学財務･経営センター施設費交付事業 施設課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成24年度 C 財務 05 支払 工事修繕依頼（支払完了） 施設課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄 ＜震災関連含む＞

平成24年度 C 財務 05 支払 固定資産税 財務課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成24年度 C 財務 07 不動産 資産台帳 財務課長 2013/4/1 15 2028/3/31  電子（共有サーバー（財務会計システム）） 電算室 施設課長 廃棄

平成24年度 C 財務 07 不動産 不動産（建物） 財務課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成24年度 C 財務 07 不動産 不動産（土地） 財務課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成24年度 D 施設設備 00 総括 キャンパスマスタープラン 施設課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成24年度 D 施設設備 00 総括 工事成績評定 施設課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成24年度 D 施設設備 00 総括 設計成績評定 施設課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成24年度 D 施設設備 01 施設設計 工事設計図面･完成図書（建築） 施設課長 2013/4/1 無期限 紙 課内書庫 施設課長 廃棄 ＜震災関連含む＞

平成24年度 D 施設設備 01 施設設計 工事設計図面･完成図書（設備） 施設課長 2013/4/1 無期限 紙 課内書庫 施設課長 廃棄 ＜震災関連含む＞

平成24年度 D 施設設備 01 施設設計 工事設計図面･完成図書（電気） 施設課長 2013/4/1 無期限 紙 課内書庫 施設課長 廃棄 ＜震災関連含む＞

平成24年度 D 施設設備 01 施設設計 鍵引渡書 施設課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成24年度 D 施設設備 01 施設設計 工事請負契約（建築工事） 施設課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成24年度 D 施設設備 01 施設設計 工事請負契約（建物に付随する設備工事） 施設課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成24年度 D 施設設備 01 施設設計 工事請負契約（建物に付随する電気工事） 施設課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成24年度 D 施設設備 01 施設設計 工事届出文書（建築） 施設課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成24年度 D 施設設備 01 施設設計 工事届出文書（設備） 施設課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成24年度 D 施設設備 01 施設設計 工事届出文書（電気） 施設課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成24年度 D 施設設備 02 施設管理 管理図面･完成図書（建築） 施設課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成24年度 D 施設設備 02 施設管理 管理図面･完成図書（設備） 施設課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成24年度 D 施設設備 02 施設管理 管理図面･完成図書（電気） 施設課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成24年度 D 施設設備 02 施設管理 管理届出文書（建築） 施設課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成24年度 D 施設設備 02 施設管理 管理届出文書（設備） 施設課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成24年度 D 施設設備 02 施設管理 管理届出文書（電気） 施設課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 12 統計 国立学校施設実態調査 施設課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成25年度 C 財務 01 予算 概算要求書（施設整備費） 施設課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成25年度 C 財務 01 予算 国立大学法人施設整備費補助金事業 施設課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成25年度 C 財務 01 予算 国立大学法人等施設整備費概算要求･要望事業 施設課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成25年度 C 財務 01 予算 独立行政法人国立大学財務･経営センター施設費交付事業 施設課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成25年度 C 財務 02 決算 固定資産振替伝票（1/7～７/7） 財務課長 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成25年度 C 財務 02 決算 資産システム入力データ （1/3～3/3） 財務課長 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成25年度 C 財務 02 決算 中間決算（資産管理係） 財務課長 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成25年度 C 財務 02 決算 本決算（資産管理係） 財務課長 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄



平成25年度 C 財務 05 支払 固定資産税 財務課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成25年度 C 財務 07 不動産 資産台帳 財務課長 2014/4/1 15 2029/3/31  電子（共有サーバー（財務会計システム）） 電算室 施設課長 廃棄

平成25年度 C 財務 07 不動産 不動産（建物） 財務課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成25年度 C 財務 07 不動産 不動産（土地） 財務課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成25年度 D 施設設備 00 総括 キャンパスマスタープラン 施設課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成25年度 D 施設設備 00 総括 工事成績評定 施設課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成25年度 D 施設設備 00 総括 設計成績評定 施設課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成25年度 D 施設設備 01 施設設計 工事設計図面･完成図書（建築） 施設課長 2014/4/1 無期限 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成25年度 D 施設設備 01 施設設計 工事設計図面･完成図書（設備） 施設課長 2014/4/1 無期限 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成25年度 D 施設設備 01 施設設計 工事設計図面･完成図書（電気） 施設課長 2014/4/1 無期限 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成25年度 D 施設設備 01 施設設計 鍵引渡書 施設課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成25年度 D 施設設備 01 施設設計 工事請負契約（建築工事） 施設課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成25年度 D 施設設備 01 施設設計 工事請負契約（建物に付随する設備工事） 施設課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成25年度 D 施設設備 01 施設設計 工事請負契約（建物に付随する電気工事） 施設課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成25年度 D 施設設備 01 施設設計 工事届出文書（建築） 施設課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成25年度 D 施設設備 01 施設設計 工事届出文書（設備） 施設課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成25年度 D 施設設備 01 施設設計 工事届出文書（電気） 施設課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成25年度 D 施設設備 02 施設管理 管理図面･完成図書（建築） 施設課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成25年度 D 施設設備 02 施設管理 管理図面･完成図書（設備） 施設課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成25年度 D 施設設備 02 施設管理 管理図面･完成図書（電気） 施設課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成25年度 D 施設設備 02 施設管理 管理届出文書（建築） 施設課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成25年度 D 施設設備 02 施設管理 管理届出文書（設備） 施設課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成25年度 D 施設設備 02 施設管理 管理届出文書（電気） 施設課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 12 統計 国立学校施設実態調査 施設課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成26年度 C 財務 01 予算 概算要求書（施設整備費） 施設課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成26年度 C 財務 01 予算 国立大学法人施設整備費補助金事業 施設課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成26年度 C 財務 01 予算 国立大学法人等施設整備費概算要求･要望事業 施設課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成26年度 C 財務 01 予算 独立行政法人国立大学財務･経営センター施設費交付事業 施設課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成26年度 C 財務 02 決算 固定資産振替伝票（1/7～7/7） 施設課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成26年度 C 財務 02 決算 資産システム入力データ（1/3～3/3） 施設課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成26年度 C 財務 05 支払 固定資産税 施設課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成26年度 C 財務 05 支払 不動産（建物） 施設課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成26年度 C 財務 05 支払 不動産（土地） 施設課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成26年度 D 施設設備 00 総括 キャンパスマスタープラン 施設課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成26年度 D 施設設備 00 総括 工事成績評定 施設課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成26年度 D 施設設備 00 総括 設計成績評定 施設課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成26年度 D 施設設備 01 施設設計 工事設計図面･完成図書（建築） 施設課長 2015/4/1 無期限 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成26年度 D 施設設備 01 施設設計 工事設計図面･完成図書（設備） 施設課長 2015/4/1 無期限 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成26年度 D 施設設備 01 施設設計 工事設計図面･完成図書（電気） 施設課長 2015/4/1 無期限 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成26年度 D 施設設備 01 施設設計 鍵引渡書 施設課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄



平成26年度 D 施設設備 01 施設設計 工事請負契約（建築工事） 施設課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成26年度 D 施設設備 01 施設設計 工事請負契約（建物に付随する設備工事） 施設課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成26年度 D 施設設備 01 施設設計 工事請負契約（建物に付随する電気工事） 施設課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成26年度 D 施設設備 01 施設設計 工事届出文書（建築） 施設課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成26年度 D 施設設備 01 施設設計 工事届出文書（設備） 施設課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成26年度 D 施設設備 01 施設設計 工事届出文書（電気） 施設課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成26年度 D 施設設備 02 施設管理 管理図面･完成図書（建築） 施設課長 2015/4/1 無期限 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成26年度 D 施設設備 02 施設管理 管理図面･完成図書（設備） 施設課長 2015/4/1 無期限 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成26年度 D 施設設備 02 施設管理 管理図面･完成図書（電気） 施設課長 2015/4/1 無期限 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成26年度 D 施設設備 02 施設管理 管理届出文書（建築） 施設課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成26年度 D 施設設備 02 施設管理 管理届出文書（設備） 施設課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成26年度 D 施設設備 02 施設管理 管理届出文書（電気） 施設課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 茨城大学施設計画運営委員会 施設課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 04 運営 工事に関する施設等使用許可願 施設課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 08 文書 文書処理簿 施設課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 減損対象資産利用状況票（建物･部屋） 施設課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 減損対象資産利用状況票（工具･器具及び備品） 施設課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 減損対象資産利用状況票（収蔵品） 施設課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 減損対象資産利用状況票（土地） 施設課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 国立学校施設実態調査 施設課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 他機関からの通知･依頼･照会･回答 施設課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 文部科学省からの通知 施設課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 毎月勤労統計調査 施設課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 財務課内書庫 施設課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働命令簿 施設課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 財務課内書庫 施設課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 労働時間報告書 施設課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 財務課内書庫 施設課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 02 出張 旅行命令簿 施設課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成27年度 C 財務 01 予算 概算要求書（施設整備費） 施設課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成27年度 C 財務 01 予算 国立大学法人等施設整備費概算要求･要望事業 施設課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成27年度 C 財務 01 予算 国立大学法人施設整備費補助金事業 施設課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成27年度 C 財務 01 予算 独立行政法人国立大学財務･経営センター大学改革支援･学位授与機構施設費交付事業 施設課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 固定資産振替伝票（1/2～2/2） 施設課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成27年度 C 財務 05 支払 工事修繕依頼（支払完了） 施設課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成27年度 C 財務 05 支払 年間保全契約（支払完了） 施設課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成27年度 C 財務 05 支払 固定資産税 施設課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成27年度 C 財務 05 支払 固定資産使用許可（一時）（1/2～2/2） 施設課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成27年度 C 財務 05 支払 固定資産使用許可（年間） 施設課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成27年度 D 施設設備 00 総括 入札･契約結果等情報 施設課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成27年度 D 施設設備 00 総括 工事成績評定･設計成績評定 施設課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成27年度 D 施設設備 00 総括 キャンパスマスタープラン 施設課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成27年度 D 施設設備 01 施設設計 建築物定期調査報告書 施設課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄



平成27年度 D 施設設備 01 施設設計 鍵引渡書 施設課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成27年度 D 施設設備 01 施設設計 工事設計図面･完成図書（建築） 施設課長 2016/4/1 無期限 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成27年度 D 施設設備 01 施設設計 工事設計図面･完成図書（設備） 施設課長 2016/4/1 無期限 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成27年度 D 施設設備 01 施設設計 工事設計図面･完成図書（電気） 施設課長 2016/4/1 無期限 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成27年度 D 施設設備 01 施設設計 工事届出文書（建築） 施設課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成27年度 D 施設設備 01 施設設計 工事届出文書（設備） 施設課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 茨城大学施設計画運営委員会 施設課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 04 運営 工事に関する施設等使用許可願 施設課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 08 文書 文書処理簿 施設課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 減損対象資産利用状況票（建物･部屋） 施設課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 減損対象資産利用状況票（工具･器具及び備品） 施設課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 減損対象資産利用状況票（収蔵品） 施設課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 減損対象資産利用状況票（土地） 施設課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 国立学校施設実態調査 施設課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 他機関からの通知･依頼･照会･回答 施設課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 文部科学省からの通知 施設課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 毎月勤労統計調査 施設課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 財務課内書庫 施設課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働命令簿 施設課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 財務課内書庫 施設課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 労働時間報告書 施設課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 財務課内書庫 施設課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 02 出張 旅行命令簿 施設課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成28年度 C 財務 01 予算 概算要求書（施設整備費） 施設課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成28年度 C 財務 01 予算 国立大学法人等施設整備費概算要求･要望事業 施設課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成28年度 C 財務 01 予算 国立大学法人施設整備費補助金事業 施設課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成28年度 C 財務 01 予算 独立行政法人大学改革支援･学位授与機構施設費交付事業 施設課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成28年度 C 財務 05 支払 工事修繕依頼（支払完了） 施設課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成28年度 C 財務 05 支払 年間保全契約（支払完了） 施設課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成28年度 D 施設設備 00 総括 入札･契約結果等情報 施設課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成28年度 D 施設設備 00 総括 工事成績評定･設計成績評定 施設課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成28年度 D 施設設備 00 総括 キャンパスマスタープラン 施設課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成28年度 D 施設設備 01 施設設計 建築物定期調査報告書 施設課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成28年度 D 施設設備 01 施設設計 鍵引渡書 施設課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成28年度 D 施設設備 01 施設設計 工事設計図面･完成図書（建築） 施設課長 2017/4/1 無期限 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成28年度 D 施設設備 01 施設設計 工事設計図面･完成図書（設備） 施設課長 2017/4/1 無期限 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成28年度 D 施設設備 01 施設設計 工事設計図面･完成図書（電気） 施設課長 2017/4/1 無期限 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成28年度 D 施設設備 01 施設設計 工事届出文書（建築） 施設課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成28年度 D 施設設備 01 施設設計 工事届出文書（設備） 施設課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成28年度 D 施設設備 02 施設管理 固定資産振替伝票 施設課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成28年度 D 施設設備 02 施設管理 固定資産税 施設課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成28年度 D 施設設備 02 施設管理 固定資産使用許可（一時）（1/2～2/2） 施設課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成28年度 D 施設設備 02 施設管理 固定資産使用許可（年間） 施設課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄



平成28年度 D 施設設備 02 施設管理 不動産（土地） 施設課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 茨城大学施設計画運営委員会 施設課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 工事に関する施設等使用許可願 施設課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 業務用自動車運転日誌 施設課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 08 文書 文書処理簿 施設課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 国立学校施設実態調査 施設課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知･照会（施設企画） 施設課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関からの通知･依頼･照会･回答 施設課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 文部科学省からの通知･依頼･照会･回答 施設課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 毎月勤労統計調査 施設課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 財務課内書庫 施設課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働命令簿 施設課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 財務課内書庫 施設課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 労働時間報告書 施設課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 財務課内書庫 施設課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 02 出張 旅行命令簿 施設課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成29年度 C 財務 01 予算 概算要求書（施設整備費） 施設課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成29年度 C 財務 01 予算 国立大学法人等施設整備費概算要求･要望事業 施設課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成29年度 C 財務 01 予算 国立大学法人施設整備費補助金事業 施設課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成29年度 C 財務 01 予算 独立行政法人大学改革支援･学位授与機構施設費交付事業 施設課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成29年度 C 財務 05 支払 工事修繕依頼（支払完了） 施設課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成29年度 C 財務 05 支払 年間保全契約（支払完了） 施設課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成29年度 D 施設設備 00 総括 入札･契約結果等情報 施設課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成29年度 D 施設設備 00 総括 工事成績評定･設計成績評定 施設課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成29年度 D 施設設備 00 総括 キャンパスマスタープラン 施設課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成29年度 D 施設設備 01 施設設計 建築物定期調査報告書 施設課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成29年度 D 施設設備 01 施設設計 鍵引渡書 施設課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成29年度 D 施設設備 01 施設設計 工事設計図面･完成図書（建築） 施設課長 2018/4/1 無期限 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成29年度 D 施設設備 01 施設設計 工事設計図面･完成図書（設備） 施設課長 2018/4/1 無期限 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成29年度 D 施設設備 01 施設設計 工事設計図面･完成図書（電気） 施設課長 2018/4/1 無期限 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成29年度 D 施設設備 01 施設設計 工事届出文書（建築） 施設課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成29年度 D 施設設備 01 施設設計 工事届出文書（設備） 施設課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成29年度 D 施設設備 02 施設管理 宿舎入居･退去 施設課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成29年度 D 施設設備 02 施設管理 宿舎管理上の諸通知 施設課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 00 総括 土地の譲渡にかかる資本金の減少 財務課長 2018/4/1 無期限 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 全学施設用途実態調査 財務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 茨城大学施設計画運営専門委員会 財務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内からの通知･依頼･照会･回答（事業企画） 財務課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関からの通知･依頼･照会･回答（事業企画） 財務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内への通知･依頼･照会（事業企画） 財務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 文科省からの通知･依頼･照会･回答（事業企画） 財務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成29年度 C 財務 06 動産等 資産台帳 財務課長 2018/4/1 常用 ―  電子（共有サーバー（財務会計システム）） 電算室 施設課長 廃棄

平成29年度 C 財務 06 動産等 固定資産異動 財務課長 2018/4/1 15 2033/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄



平成29年度 D 施設設備 02 施設管理 固定資産使用許可（年間） 財務課長 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成29年度 D 施設設備 02 施設管理 固定資産使用許可（一時） 財務課長 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成29年度 D 施設設備 04 設備 東原団地の一部廃止 財務課長 2018/4/1 30 2023/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成30年度 D 施設設備 02 施設管理 工事に関する施設等使用許可書 施設課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 業務用自動車運転日誌 施設課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 08 文書 文書処理簿 施設課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成30年度 D 施設設備 00 総括 国立大学法人等施設実態報告 施設課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知･依頼･照会･回答 施設課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関からの通知･依頼･照会･回答 施設課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 文部科学省からの通知･依頼･照会･回答 施設課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成30年度 C 財務 01 予算 概算要求書 施設課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成30年度 C 財務 01 予算 国立大学法人施設整備費補助事業 施設課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成30年度 C 財務 01 予算 独立行政法人大学改革支援･学位授与機構施設整備費交付事業 施設課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成30年度 C 財務 05 支払 工事修繕依頼（支払完了） 施設課長 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成30年度 C 財務 05 支払 年間保全契約（支払完了） 施設課長 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成30年度 D 施設設備 02 施設管理 工事成績評定･設計成績評定 施設課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成30年度 D 施設設備 01 施設設計 建築物定期調査報告書 施設課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成30年度 D 施設設備 01 施設設計 工事設計図面･完成図書（建築） 施設課長 2019/4/1 無期限 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成30年度 D 施設設備 01 施設設計 工事設計図面･完成図書（設備） 施設課長 2019/4/1 無期限 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成30年度 D 施設設備 01 施設設計 工事設計図面･完成図書（電気） 施設課長 2019/4/1 無期限 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成30年度 D 施設設備 01 施設設計 工事届出文書（建築） 施設課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成30年度 D 施設設備 01 施設設計 工事届出文書（設備） 施設課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 08 宿舎 宿舎入居･退去 施設課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 08 宿舎 宿舎管理上の諸通知 施設課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成30年度 C 財務 01 予算 施設整備費補助金等報告（毎月） 施設課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成30年度 C 財務 01 予算 振替伝票 施設課長 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 01 法令･規則 工事請負契約基準一部改正（制定･廃止） 施設課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成30年度 D 施設設備 02 施設管理 工事 施設課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 保全業務 施設課長 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 その他役務 施設課長 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成30年度 D 施設設備 04 設備 東原団地の一部廃止 財務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成30年度 D 施設設備 04 設備 三の丸団地の一部廃止検討 財務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成30年度 D 施設設備 04 設備 附属中学校渡り廊下寄附受入 財務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 茨城大学施設計画運営専門委員会 財務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内からの通知･依頼･照会･回答（事業企画） 財務課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関からの通知･依頼･照会･回答（事業企画） 財務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内への通知･依頼･照会（事業企画） 財務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 文科省からの通知･依頼･照会･回答（事業企画） 財務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成30年度 C 財務 06 動産等 資産台帳 財務課長 2019/4/1 常用 ―  電子（共有サーバー（財務会計システム）） 電算室 施設課長 廃棄

平成30年度 C 財務 06 動産等 固定資産異動 財務課長 2019/4/1 15 2034/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄



平成30年度 D 施設設備 02 施設管理 固定資産使用許可（年間） 財務課長 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成30年度 D 施設設備 02 施設管理 固定資産使用許可（一時） 財務課長 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成30年度 D 施設設備 02 施設管理 収入契約決議書 財務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 たな卸資産 財務課長 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成30年度 D 施設設備 02 施設管理 レンタルスペース 財務課長 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 平成29年度決算関係資料 財務課長 2019/4/1 無期限 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

令和元年度 D 施設設備 02 施設管理 工事に関する施設等使用許可書 施設課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 08 文書 文書処理簿 施設課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

令和元年度 D 施設設備 00 総括 国立大学法人等施設実態報告 施設課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知･依頼･照会･回答 施設課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関からの通知･依頼･照会･回答 施設課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 文部科学省からの通知･依頼･照会･回答 施設課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

令和元年度 C 財務 01 予算 概算要求書 施設課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

令和元年度 C 財務 01 予算 国立大学法人施設整備費補助事業 施設課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

令和元年度 C 財務 01 予算 独立行政法人大学改革支援･学位授与機構施設整備費交付事業 施設課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

令和元年度 C 財務 05 支払 工事修繕依頼（支払完了） 施設課長 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

令和元年度 C 財務 05 支払 年間保全契約（支払完了） 施設課長 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

令和元年度 D 施設設備 02 施設管理 工事成績評定･設計成績評定 施設課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

令和元年度 D 施設設備 01 施設設計 建築物定期調査報告書 施設課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

令和元年度 D 施設設備 01 施設設計 工事設計図面･完成図書（建築） 施設課長 2020/4/1 無期限 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

令和元年度 D 施設設備 01 施設設計 工事設計図面･完成図書（設備） 施設課長 2020/4/1 無期限 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

令和元年度 D 施設設備 01 施設設計 工事設計図面･完成図書（電気） 施設課長 2020/4/1 無期限 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

令和元年度 D 施設設備 01 施設設計 工事届出文書（建築） 施設課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

令和元年度 D 施設設備 01 施設設計 工事届出文書（設備） 施設課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 08 宿舎 宿舎事務取扱規程に基づく承認 施設課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 08 宿舎 宿舎現況記録 施設課長 2020/4/1 常用 ― 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 08 宿舎 東原宿舎の居住者名簿 施設課長 2020/4/1 常用 ― 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 08 宿舎 宿舎に関する通知･依頼･照会･回答 施設課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 08 宿舎 宿舎の鍵受払簿 施設課長 2020/4/1 常用 ― 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 08 宿舎 茨城高専との東原住宅維持･管理及び運営に関する協定 施設課長 2020/4/1 常用 ― 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

令和元年度 D 施設設備 02 施設管理 自治体からの道路占有許可書 施設課長 2020/4/1 常用 ― 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

令和元年度 C 財務 01 予算 施設整備費補助金等報告（毎月） 施設課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

令和元年度 D 施設設備 02 施設管理 工事 施設課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 保全業務 施設課長 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 その他役務 施設課長 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

令和元年度 D 施設設備 04 設備 東原団地の一部廃止 施設課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

令和元年度 D 施設設備 04 設備 三の丸団地の一部廃止 施設課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

令和元年度 C 財務 06 動産等 資産台帳 施設課長 2020/4/1 常用 ―  電子（共有サーバー（財務会計システム）） 電算室 施設課長 廃棄

令和元年度 C 財務 06 動産等 固定資産異動 施設課長 2020/4/1 15 2035/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

令和元年度 D 施設設備 02 施設管理 固定資産使用許可（年間） 施設課長 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄



令和元年度 D 施設設備 02 施設管理 固定資産使用許可（一時） 施設課長 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

令和元年度 D 施設設備 02 施設管理 収入契約決議書 施設課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 たな卸資産 施設課長 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

令和元年度 D 施設設備 02 施設管理 レンタルスペース 施設課長 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 平成30年度決算関係資料 施設課長 2020/4/1 無期限 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

令和元年度 C 財務 07 不動産 境界確認 施設課長 2020/4/1 無期限 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 業務委託契約 施設課長 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 未払伝票 施設課長 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 規則制定･改正の経緯 施設課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 課内書庫 施設課長 廃棄

1971/4/1 学務部学務課 教養教育係 履修関係 教養部のしおり（昭和46年度） 教養部教務係 無期限 紙 事務室 学務課長 廃棄

1971/4/1 学務部学務課 教養教育係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（昭和46年度） 教養部教務係 無期限 紙 事務室 学務課長 廃棄

1972/4/1 学務部学務課 教養教育係 履修関係 教養部のしおり（昭和47年度） 教養部教務係 無期限 紙 事務室 学務課長 廃棄

1972/4/1 学務部学務課 教養教育係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（昭和47年度） 教養部教務係 無期限 紙 事務室 学務課長 廃棄

1973/4/1 学務部学務課 教養教育係 履修関係 教養部のしおり（昭和48年度） 教養部教務係 無期限 紙 事務室 学務課長 廃棄

1973/4/1 学務部学務課 教養教育係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（昭和48年度） 教養部教務係 無期限 紙 事務室 学務課長 廃棄

1974/4/1 学務部学務課 教養教育係 履修関係 教養部のしおり（昭和49年度） 教養部教務係 無期限 紙 事務室 学務課長 廃棄

1974/4/1 学務部学務課 教養教育係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（昭和49年度） 教養部教務係 無期限 紙 事務室 学務課長 廃棄

1975/4/1 学務部学務課 教養教育係 履修関係 教養部のしおり（昭和50年度） 教養部教務係 無期限 紙 事務室 学務課長 廃棄

1975/4/1 学務部学務課 教養教育係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（昭和50年度） 教養部教務係 無期限 紙 事務室 学務課長 廃棄

1976/4/1 学務部学務課 教養教育係 履修関係 教養部のしおり（昭和51年度） 教養部教務係 無期限 紙 事務室 学務課長 廃棄

1976/4/1 学務部学務課 教養教育係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（昭和51年度） 教養部教務係 無期限 紙 事務室 学務課長 廃棄

1977/4/1 学務部学務課 教養教育係 履修関係 教養部のしおり（昭和52年度） 教養部教務係 無期限 紙 事務室 学務課長 廃棄

1977/4/1 学務部学務課 教養教育係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（昭和52年度） 教養部教務係 無期限 紙 事務室 学務課長 廃棄

1978/4/1 学務部学務課 教養教育係 履修関係 教養部のしおり（昭和53年度） 教養部教務係 無期限 紙 事務室 学務課長 廃棄

1978/4/1 学務部学務課 教養教育係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（昭和53年度） 教養部教務係 無期限 紙 事務室 学務課長 廃棄

1979/4/1 学務部学務課 教養教育係 履修関係 教養部のしおり（昭和54年度） 教養部教務係 無期限 紙 事務室 学務課長 廃棄

1979/4/1 学務部学務課 教養教育係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（昭和54年度） 教養部教務係 無期限 紙 事務室 学務課長 廃棄

1980/4/1 学務部学務課 教養教育係 履修関係 教養部のしおり（昭和55年度） 教養部教務係 無期限 紙 事務室 学務課長 廃棄

1980/4/1 学務部学務課 教養教育係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（昭和55年度） 教養部教務係 無期限 紙 事務室 学務課長 廃棄

1981/4/1 学務部学務課 教養教育係 履修関係 教養部のしおり（昭和56年度） 教養部教務係 無期限 紙 事務室 学務課長 廃棄

1981/4/1 学務部学務課 教養教育係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（昭和56年度） 教養部教務係 無期限 紙 事務室 学務課長 廃棄

1982/4/1 学務部学務課 教養教育係 履修関係 教養部のしおり（昭和57年度） 教養部教務係 無期限 紙 事務室 学務課長 廃棄

1982/4/1 学務部学務課 教養教育係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（昭和57年度） 教養部教務係 無期限 紙 事務室 学務課長 廃棄

1983/4/1 学務部学務課 教養教育係 履修関係 教養部のしおり（昭和58年度） 教養部教務係 無期限 紙 事務室 学務課長 廃棄

1983/4/1 学務部学務課 教養教育係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（昭和58年度） 教養部教務係 無期限 紙 事務室 学務課長 廃棄

1984/4/1 学務部学務課 教養教育係 履修関係 教養部のしおり（昭和59年度） 教養部教務係 無期限 紙 事務室 学務課長 廃棄

1984/4/1 学務部学務課 教養教育係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（昭和59年度） 教養部教務係 無期限 紙 事務室 学務課長 廃棄

1985/4/1 学務部学務課 教養教育係 履修関係 教養部のしおり（昭和60年度） 教養部教務係 無期限 紙 事務室 学務課長 廃棄

1985/4/1 学務部学務課 教養教育係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（昭和60年度） 教養部教務係 無期限 紙 事務室 学務課長 廃棄

1986/4/1 学務部学務課 教養教育係 履修関係 教養部のしおり（昭和61年度） 教養部教務係 無期限 紙 事務室 学務課長 廃棄



1986/4/1 学務部学務課 教養教育係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（昭和61年度） 教養部教務係 無期限 紙 事務室 学務課長 廃棄

1987/4/1 学務部学務課 教養教育係 履修関係 教養部のしおり（昭和62年度） 教養部教務係 無期限 紙 事務室 学務課長 廃棄

1987/4/1 学務部学務課 教養教育係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（昭和62年度） 教養部教務係 無期限 紙 事務室 学務課長 廃棄

1988/4/1 学務部学務課 教養教育係 履修関係 教養部のしおり（昭和63年度） 教養部教務係 無期限 紙 事務室 学務課長 廃棄

1988/4/1 学務部学務課 教養教育係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（昭和63年度） 教養部教務係 無期限 紙 事務室 学務課長 廃棄

1989/4/1 学務部学務課 教養教育係 履修関係 教養部のしおり（平成元年度） 教養部教務係 無期限 紙 事務室 学務課長 廃棄

1989/4/1 学務部学務課 教養教育係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（平成元年度） 教養部教務係 無期限 紙 事務室 学務課長 廃棄

1990/4/1 学務部学務課 学務調査係 学位授与関係 卒業･修了関係（平成2年度） 庶務課調査係 30 2021/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

1990/4/1 学務部学務課 学務企画第１係 履修関係 学年暦（平成2年度） 学生課教務情報係 30 2021/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

1990/4/1 学務部学務課 大学教育センター係 会議（学内）関係 教授会（平成2年度） 教養部庶務係 30 2021/3/31 紙 会議室 学務課長 廃棄

1990/4/1 学務部学務課 教養教育係 履修関係 教養部のしおり（平成2年度） 教養部教務係 無期限 紙 事務室 学務課長 廃棄

1990/4/1 学務部学務課 学務企画第１係 履修関係 修了生名簿（平成2年度） 学生課教務情報係 30 2021/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

1990/4/1 学務部学務課 教養教育係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（平成2年度） 教養部教務係 無期限 紙 事務室 学務課長 廃棄

1990/4/1 学務部学務課 学務企画第１係 履修関係 卒業生名簿（平成2年度） 学生課教務情報係 30 2021/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

1990/4/1 学務部学務課 学務企画第１係 履修関係 入学生名簿（平成2年度） 学生課教務情報係 30 2021/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

1991/4/1 学務部学務課 学務調査係 学位授与関係 卒業･修了関係（平成3年度） 庶務課調査係 30 2022/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

1991/4/1 学務部学務課 学務企画第１係 履修関係 学年暦（平成3年度） 学生課教務情報係 30 2022/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

1991/4/1 学務部学務課 大学教育センター係 会議（学内）関係 教授会（平成3年度） 教養部庶務係 30 2022/3/31 紙 会議室 学務課長 廃棄

1991/4/1 学務部学務課 教養教育係 履修関係 教養部のしおり（平成3年度） 教養部教務係 無期限 紙 事務室 学務課長 廃棄

1991/4/1 学務部学務課 学務企画第１係 履修関係 修了生名簿（平成3年度） 学生課教務情報係 30 2022/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

1991/4/1 学務部学務課 教養教育係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（平成3年度） 教養部教務係 無期限 紙 事務室 学務課長 廃棄

1991/4/1 学務部学務課 学務企画第１係 履修関係 卒業生名簿（平成3年度） 学生課教務情報係 30 2022/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

1991/4/1 学務部学務課 学務企画第１係 履修関係 入学生名簿（平成3年度） 学生課教務情報係 30 2022/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

1992/4/1 学務部学務課 学務調査係 学位授与関係 卒業･修了関係（平成4年度） 庶務課調査係 30 2023/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

1992/4/1 学務部学務課 学務企画第１係 履修関係 学年暦（平成4年度） 学生課教務情報係 30 2023/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

1992/4/1 学務部学務課 大学教育センター係 会議（学内）関係 教授会（平成4年度） 教養部庶務係 30 2023/3/31 紙 会議室 学務課長 廃棄

1992/4/1 学務部学務課 教養教育係 履修関係 教養部のしおり（平成4年度） 教養部教務係 無期限 紙 事務室 学務課長 廃棄

1992/4/1 学務部学務課 学務企画第１係 履修関係 修了生名簿（平成4年度） 学生課教務情報係 30 2023/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

1992/4/1 学務部学務課 教養教育係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（平成4年度） 教養部教務係 無期限 紙 事務室 学務課長 廃棄

1992/4/1 学務部学務課 学務企画第１係 履修関係 卒業生名簿（平成4年度） 学生課教務情報係 30 2023/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

1992/4/1 学務部学務課 学務企画第１係 履修関係 入学生名簿（平成4年度） 学生課教務情報係 30 2023/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

1993/4/1 学務部学務課 学務調査係 学位授与関係 卒業･修了関係（平成5年度） 庶務課調査係 30 2024/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

1993/4/1 学務部学務課 学務企画第１係 履修関係 学年暦（平成5年度） 学生課教務情報係 30 2024/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

1993/4/1 学務部学務課 大学教育センター係 会議（学内）関係 教授会（平成5年度） 教養部庶務係 30 2024/3/31 紙 会議室 学務課長 廃棄

1993/4/1 学務部学務課 教養教育係 履修関係 教養部のしおり（平成5年度） 教養部教務係 無期限 紙 事務室 学務課長 廃棄

1993/4/1 学務部学務課 学務企画第１係 履修関係 修了生名簿（平成5年度） 学生課教務情報係 30 2024/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

1993/4/1 学務部学務課 教養教育係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（平成5年度） 教養部教務係 無期限 紙 事務室 学務課長 廃棄

1993/4/1 学務部学務課 学務企画第１係 履修関係 卒業生名簿（平成5年度） 学生課教務情報係 30 2024/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

1993/4/1 学務部学務課 学務企画第１係 履修関係 入学生名簿（平成5年度） 学生課教務情報係 30 2024/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

1994/4/1 学務部学務課 学務調査係 学位授与関係 卒業･修了関係（平成6年度） 庶務課調査係 30 2025/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄



1994/4/1 学務部学務課 学務企画第１係 履修関係 学年暦（平成6年度） 学生課教務情報係 30 2025/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

1994/4/1 学務部学務課 大学教育センター係 会議（学内）関係 教授会（平成6年度） 教養部庶務係 30 2025/3/31 紙 会議室 学務課長 廃棄

1994/4/1 学務部学務課 教養教育係 履修関係 教養部のしおり（平成6年度） 教養部教務係 無期限 紙 事務室 学務課長 廃棄

1994/4/1 学務部学務課 学務企画第１係 履修関係 修了生名簿（平成6年度） 学生課教務情報係 30 2025/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

1994/4/1 学務部学務課 教養教育係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（平成6年度） 教養部教務係 無期限 紙 事務室 学務課長 廃棄

1994/4/1 学務部学務課 学務企画第１係 履修関係 卒業生名簿（平成6年度） 学生課教務情報係 30 2025/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

1994/4/1 学務部学務課 学務企画第１係 履修関係 入学生名簿（平成6年度） 学生課教務情報係 30 2025/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

1995/4/1 学務部学務課 学務企画第１係 課程認定関係 課程認定申請書（平成7年度） 学務課学務企画係 30 2026/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

1995/4/1 学務部学務課 学務調査係 学位授与関係 卒業･修了関係（平成7年度） 庶務課調査係 30 2026/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

1995/4/1 学務部学務課 学務企画第１係 履修関係 学年暦（平成7年度） 学生課教務情報係 30 2026/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

1995/4/1 学務部学務課 大学教育センター係 会議（学内）関係 教授会（平成7年度） 教養部庶務係 30 2026/3/31 紙 会議室 学務課長 廃棄

1995/4/1 学務部学務課 教養教育係 履修関係 教養部のしおり（平成7年度） 教養部教務係 無期限 紙 事務室 学務課長 廃棄

1995/4/1 学務部学務課 学務企画第１係 履修関係 修了生名簿（平成7年度） 学生課教務情報係 30 2026/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

1995/4/1 学務部学務課 教養教育係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（平成7年度） 教養部教務係 無期限 紙 事務室 学務課長 廃棄

1995/4/1 学務部学務課 学務企画第１係 履修関係 卒業生名簿（平成7年度） 学生課教務情報係 30 2026/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

1995/4/1 学務部学務課 学務企画第１係 履修関係 入学生名簿（平成7年度） 学生課教務情報係 30 2026/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

1995/4/1 学務部学務課 学務調査係 学位授与関係 博士学位論文要旨等（平成7年度） 学生課教務情報係 30 2026/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

1996/4/1 学務部学務課 専門員（教務企画） 調査･統計･報告関係 ローザプルムラ（平成8年度） 企画室専門員･専門職員（教務企画） 30 2027/3/31 紙 事務室 学務課長 廃棄

1996/4/1 学務部学務課 学務企画第１係 会議（学内）関係 茨城大学教務委員会（平成8年度） 学生課教務情報係 30 2027/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

1996/4/1 学務部学務課 学務企画第１係 課程認定関係 課程認定申請書（平成8年度） 学務課学務企画係 30 2027/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

1996/4/1 学務部学務課 学務調査係 学位授与関係 卒業･修了関係（平成8年度） 庶務課調査係 30 2027/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

1996/4/1 学務部学務課 学務調査係 履修関係 学年暦（平成8年度） 学生課専門職員（学務調査） 30 2027/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

1996/4/1 学務部学務課 学務企画第１係 履修関係 修了生名簿（平成8年度） 学生課専門職員（学務企画） 30 2027/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

1996/4/1 学務部学務課 教養教育係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（平成8年度） 企画室教養教育係 無期限 紙 事務室 学務課長 廃棄

1996/4/1 学務部学務課 学務企画第１係 履修関係 卒業生名簿（平成8年度） 学生課専門職員（学務企画） 30 2027/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

1996/4/1 学務部学務課 学務企画第１係 履修関係 入学生名簿（平成8年度） 学生課専門職員（学務企画） 30 2027/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

1996/4/1 学務部学務課 学務調査係 学位授与関係 博士学位論文要旨等（平成8年度） 学生課教務情報係 30 2027/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

1996/4/1 学務部学務課 教養教育係 履修関係 履修案内（平成8年度） 企画室教養教育係 無期限 紙 事務室 学務課長 廃棄

1997/4/1 学務部学務課 教養教育係 履修関係 シラバス（平成9年度） 企画室教養教育係 無期限 紙 事務室 学務課長 廃棄

1997/4/1 学務部学務課 専門員（教務企画） 調査･統計･報告関係 ローザプルムラ（平成9年度） 企画室専門員･専門職員（教務企画） 30 2028/3/31 紙 事務室 学務課長 廃棄

1997/4/1 学務部学務課 学務企画第１係 会議（学内）関係 茨城大学教務委員会（平成9年度） 庶務課総務係 30 2028/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

1997/4/1 学務部学務課 学務企画第１係 課程認定関係 課程認定申請書（平成9年度） 学務課学務企画係 30 2028/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

1997/4/1 学務部学務課 学務調査係 学位授与関係 卒業･修了関係（平成9年度） 学生課専門職員（学務調査） 30 2028/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

1997/4/1 学務部学務課 学務調査係 履修関係 学年暦（平成9年度） 学生課専門職員（学務調査） 30 2028/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

1997/4/1 学務部学務課 学務企画第１係 履修関係 修了生名簿（平成9年度） 学生課専門職員（学務企画） 30 2028/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

1997/4/1 学務部学務課 教養教育係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（平成9年度） 企画室教養教育係 無期限 紙 事務室 学務課長 廃棄

1997/4/1 学務部学務課 学務企画第１係 履修関係 卒業生名簿（平成9年度） 学生課専門職員（学務企画） 30 2028/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

1997/4/1 学務部学務課 学務企画第１係 履修関係 入学生名簿（平成9年度） 学生課専門職員（学務企画） 30 2028/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

1997/4/1 学務部学務課 学務調査係 学位授与関係 博士学位論文要旨等（平成9年度） 学生課専門職員（学務企画） 30 2028/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

1997/4/1 学務部学務課 教養教育係 履修関係 履修案内（平成9年度） 企画室教養教育係 無期限 紙 事務室 学務課長 廃棄



1998/4/1 学務部学務課 教養教育係 履修関係 シラバス（平成10年度） 企画室教養教育係 無期限 紙 事務室 学務課長 廃棄

1998/4/1 学務部学務課 専門員（教務企画） 調査･統計･報告関係 ローザプルムラ（平成10年度） 企画室専門員･専門職員（教務企画） 30 2029/3/31 紙 事務室 学務課長 廃棄

1998/4/1 学務部学務課 学務企画第１係 会議（学内）関係 茨城大学教務委員会（平成10年度） 学生課専門職員（学務企画） 30 2029/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

1998/4/1 学務部学務課 学務企画第１係 課程認定関係 課程認定申請書（平成10年度） 学務課学務企画係 30 2029/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

1998/4/1 学務部学務課 学務調査係 学位授与関係 卒業･修了関係（平成10年度） 学生課専門職員（学務調査） 30 2029/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

1998/4/1 学務部学務課 学務調査係 履修関係 学年暦（平成10年度） 学生課専門職員（学務調査） 30 2029/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

1998/4/1 学務部学務課 学務企画第１係 履修関係 修了生名簿（平成10年度） 学生課専門職員（学務企画） 30 2029/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

1998/4/1 学務部学務課 教養教育係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（平成10年度） 企画室教養教育係 無期限 紙 事務室 学務課長 廃棄

1998/4/1 学務部学務課 学務企画第１係 履修関係 卒業生名簿（平成10年度） 学生課専門職員（学務企画） 30 2029/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

1998/4/1 学務部学務課 学務企画第１係 履修関係 入学生名簿（平成10年度） 学生課専門職員（学務企画） 30 2029/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

1998/4/1 学務部学務課 学務調査係 学位授与関係 博士学位論文要旨等（平成10年度） 学生課専門職員（学務企画） 30 2029/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

1998/4/1 学務部学務課 教養教育係 履修関係 履修案内（平成10年度） 企画室教養教育係 無期限 紙 事務室 学務課長 廃棄

1999/4/1 学務部学務課 教養教育係 履修関係 シラバス（平成11年度） 企画室教養教育係 無期限 紙 事務室 学務課長 廃棄

1999/4/1 学務部学務課 専門員（教務企画） 調査･統計･報告関係 ローザプルムラ（平成11年度） 企画室専門員･専門職員（教務企画） 30 2030/3/31 紙 事務室 学務課長 廃棄

1999/4/1 学務部学務課 学務企画第１係 会議（学内）関係 茨城大学教務委員会（平成11年度） 学生課専門職員（学務企画） 30 2030/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

1999/4/1 学務部学務課 学務企画第１係 課程認定関係 課程認定申請書（平成11年度） 学務課学務企画係 30 2030/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

1999/4/1 学務部学務課 学務調査係 学位授与関係 卒業･修了関係（平成11年度） 学生課専門職員（学務調査） 30 2030/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

1999/4/1 学務部学務課 学務調査係 履修関係 学年暦（平成11年度） 学生課専門職員（学務調査） 30 2030/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

1999/4/1 学務部学務課 学務企画第１係 履修関係 修了生名簿（平成11年度） 学生課専門職員（学務企画） 30 2030/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

1999/4/1 学務部学務課 教養教育係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（平成11年度） 企画室教養教育係 無期限 紙 事務室 学務課長 廃棄

1999/4/1 学務部学務課 学務企画第１係 履修関係 卒業生名簿（平成11年度） 学生課専門職員（学務企画） 30 2030/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

1999/4/1 学務部学務課 学務企画第１係 履修関係 入学生名簿（平成11年度） 学生課専門職員（学務企画） 30 2030/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

1999/4/1 学務部学務課 学務調査係 学位授与関係 博士学位論文要旨等（平成11年度） 学生課専門職員（学務企画） 30 2030/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

1999/4/1 学務部学務課 教養教育係 履修関係 履修案内（平成11年度） 企画室教養教育係 無期限 紙 事務室 学務課長 廃棄

2000/4/1 学務部学務課 教養教育係 履修関係 シラバス（平成12年度） 学生課教養教育係 無期限 紙 事務室 学務課長 廃棄

2000/4/1 学務部学務課 専門員（教務企画） 調査･統計･報告関係 ローザプルムラ（平成12年度） 学生部専門員･専門職員（教務企画） 30 2031/3/31 紙 事務室 学務課長 廃棄

2000/4/1 学務部学務課 学務企画第１係 会議（学内）関係 茨城大学教務委員会（平成12年度） 学生課専門職員（学務企画） 30 2031/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

2000/4/1 学務部学務課 学務企画第１係 課程認定関係 課程認定申請書（平成12年度） 学務課学務企画係 30 2031/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

2000/4/1 学務部学務課 学務調査係 学位授与関係 卒業･修了関係（平成12年度） 学生課専門職員（学務調査） 30 2031/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

2000/4/1 学務部学務課 学務調査係 履修関係 学年暦（平成12年度） 学生課専門職員（学務調査） 30 2031/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

2000/4/1 学務部学務課 学務企画第１係 履修関係 修了生名簿（平成12年度） 学生課専門職員（学務企画） 30 2031/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

2000/4/1 学務部学務課 学務企画第１係 履修関係 卒業生名簿（平成12年度） 学生課専門職員（学務企画） 30 2031/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

2000/4/1 学務部学務課 学務企画第１係 履修関係 入学生名簿（平成12年度） 学生課専門職員（学務企画） 30 2031/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

2000/4/1 学務部学務課 学務調査係 学位授与関係 博士学位論文要旨等（平成12年度） 学生課専門職員（学務企画） 30 2031/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

2000/4/1 学務部学務課 教養教育係 履修関係 履修案内（平成12年度） 学生課教養教育係 無期限 紙 事務室 学務課長 廃棄

2001/4/1 学務部学務課 教養教育係 履修関係 シラバス（平成13年度） 学生課教養教育係 無期限 紙 事務室 学務課長 廃棄

2001/4/1 学務部学務課 専門員（教務企画） 調査･統計･報告関係 ローザプルムラ（平成13年度） 学生部専門員･専門職員（教務企画） 30 2032/3/31 紙 事務室 学務課長 廃棄

2001/4/1 学務部学務課 学務企画第１係 会議（学内）関係 茨城大学教務委員会（平成13年度） 学生課専門職員（学務企画） 30 2032/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

2001/4/1 学務部学務課 学務企画第１係 課程認定関係 課程認定申請書（平成13年度） 学務課学務企画係 30 2032/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

2001/4/1 学務部学務課 学務調査係 学位授与関係 卒業･修了関係（平成13年度） 学生課専門職員（学務調査） 30 2032/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄



2001/4/1 学務部学務課 学務調査係 履修関係 学年暦（平成13年度） 学生課専門職員（学務調査） 30 2032/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

2001/4/1 学務部学務課 学務企画第１係 履修関係 修了生名簿（平成13年度） 学生課専門職員（学務企画） 30 2032/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

2001/4/1 学務部学務課 学務企画第１係 履修関係 卒業生名簿（平成13年度） 学生課専門職員（学務企画） 30 2032/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

2001/4/1 学務部学務課 学務企画第１係 履修関係 入学生名簿（平成13年度） 学生課専門職員（学務企画） 30 2032/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

2001/4/1 学務部学務課 学務調査係 学位授与関係 博士学位論文要旨等（平成13年度） 学生課専門職員（学務企画） 30 2032/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

2001/4/1 学務部学務課 教養教育係 履修関係 履修案内（平成13年度） 学生課教養教育係 無期限 紙 事務室 学務課長 廃棄

2002/4/1 学務部学務課 教養教育係 履修関係 シラバス（平成14年度） 学生課教養教育係 無期限 紙 事務室 学務課長 廃棄

2002/4/1 学務部学務課 専門員（教務企画） 調査･統計･報告関係 ローザプルムラ（平成14年度） 学生部専門員･専門職員（教務企画） 30 2033/3/31 紙 事務室 学務課長 廃棄

2002/4/1 学務部学務課 学務企画第１係 会議（学内）関係 茨城大学教務委員会（平成14年度） 学生課専門職員（学務企画） 30 2033/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

2002/4/1 学務部学務課 学務企画第１係 課程認定関係 課程認定申請書（平成14年度） 学務課学務企画係 30 2033/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

2002/4/1 学務部学務課 学務調査係 学位授与関係 卒業･修了関係（平成14年度） 学生課専門職員（学務調査） 30 2033/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

2002/4/1 学務部学務課 学務調査係 履修関係 学年暦（平成14年度） 学生課専門職員（学務調査） 30 2033/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

2002/4/1 学務部学務課 学務企画第１係 履修関係 修了生名簿（平成14年度） 学生課専門職員（学務企画） 30 2033/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

2002/4/1 学務部学務課 学務企画第１係 履修関係 卒業生名簿（平成14年度） 学生課専門職員（学務企画） 30 2033/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

2002/4/1 学務部学務課 学務企画第１係 履修関係 入学生名簿（平成14年度） 学生課専門職員（学務企画） 30 2033/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

2002/4/1 学務部学務課 学務調査係 学位授与関係 博士学位論文要旨等（平成14年度） 学生課専門職員（学務企画） 30 2033/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

2002/4/1 学務部学務課 教養教育係 履修関係 履修案内（平成14年度） 学生課教養教育係 無期限 紙 事務室 学務課長 廃棄

2003/4/1 学務部学務課 教養教育係 履修関係 シラバス（平成15年度） 学生課教養教育係 無期限 紙 事務室 学務課長 廃棄

2003/4/1 学務部学務課 専門員（教務企画） 調査･統計･報告関係 ローザプルムラ（平成15年度） 学生部専門員･専門職員（教務企画） 30 2034/3/31 紙 事務室 学務課長 廃棄

2003/4/1 学務部学務課 学務企画第１係 会議（学内）関係 茨城大学教務委員会（平成15年度） 学生課専門職員（学務企画） 30 2034/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

2003/4/1 学務部学務課 学務企画第１係 課程認定関係 課程認定申請書（平成15年度） 学務課学務企画係 30 2034/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

2003/4/1 学務部学務課 学務調査係 学位授与関係 卒業･修了関係（平成15年度） 学生課専門職員（学務調査） 30 2034/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

2003/4/1 学務部学務課 学務調査係 履修関係 学年暦（平成15年度） 学生課専門職員（学務調査） 30 2034/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

2003/4/1 学務部学務課 学務企画第１係 履修関係 修了生名簿（平成15年度） 学生課専門職員（学務企画） 30 2034/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

2003/4/1 学務部学務課 学務企画第１係 履修関係 卒業生名簿（平成15年度） 学生課専門職員（学務企画） 30 2034/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

2003/4/1 学務部学務課 学務企画第１係 履修関係 入学生名簿（平成15年度） 学生課専門職員（学務企画） 30 2034/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

2003/4/1 学務部学務課 学務調査係 学位授与関係 博士学位論文要旨等（平成15年度） 学生課専門職員（学務企画） 30 2034/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

2003/4/1 学務部学務課 教養教育係 履修関係 履修案内（平成15年度） 学生課教養教育係 無期限 紙 事務室 学務課長 廃棄

2004/4/1 学務部学務課 教養教育係 履修関係 シラバス（平成16年度） 学務課教養教育係 無期限 紙 事務室 学務課長 廃棄

2004/4/1 学務部学務課 専門員（教務企画） 調査･統計･報告関係 ローザプルムラ（平成16年度） 学務部専門員（教務企画） 30 2035/3/31 紙 事務室 学務課長 廃棄

2004/4/1 学務部学務課 学務企画第１係 会議（学内）関係 茨城大学教務委員会（平成16年度） 学務課学務企画係 30 2035/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

2004/4/1 学務部学務課 学務企画第１係 課程認定関係 課程認定申請書（平成16年度） 学務課学務企画係 30 2035/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

2004/4/1 学務部学務課 学務調査係 学位授与関係 卒業･修了関係（平成16年度） 学務課学務調査係 30 2035/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

2004/4/1 学務部学務課 学務調査係 履修関係 学年暦（平成16年度） 学務課学務調査係 30 2035/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

2004/4/1 学務部学務課 学務調査係 履修関係 入学生名簿（平成16年度） 学務課学務調査係 30 2035/3/31 電子（CD-ROM） 事務室・書庫 学務課長 廃棄

2004/4/1 学務部学務課 学務調査係 学位授与関係 博士学位論文要旨等（平成16年度） 学務課学務企画係 30 2035/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

2004/4/1 学務部学務課 教養教育係 履修関係 履修案内（平成16年度） 学務課教養教育係 無期限 紙 事務室 学務課長 廃棄

2005/4/1 学務部学務課 教養教育係 履修関係 シラバス（平成17年度） 学務課教養教育係 無期限 紙 事務室 学務課長 廃棄

2005/4/1 学務部学務課 専門員（教務企画） 調査･統計･報告関係 ローザプルムラ（平成17年度） 学務部専門員（教務企画） 30 2036/3/31 紙 事務室 学務課長 廃棄

2005/4/1 学務部学務課 学務企画第１係 会議（学内）関係 茨城大学教務委員会（平成17年度） 学務課学務企画係 30 2036/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄



2005/4/1 学務部学務課 学務企画第１係 課程認定関係 課程認定申請書（平成17年度） 学務課学務企画係 30 2036/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

2005/4/1 学務部学務課 学務調査係 学位授与関係 卒業･修了関係（平成17年度） 学務課学務調査係 30 2036/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

2005/4/1 学務部学務課 学務調査係 履修関係 学年暦（平成17年度） 学務課学務調査係 30 2036/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

2005/4/1 学務部学務課 学務調査係 履修関係 学年暦（平成18年度） 学務課学務調査係 30 2036/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

2005/4/1 学務部学務課 学務調査係 履修関係 入学生名簿（平成17年度） 学務課学務調査係 30 2036/3/31 電子（CD-ROM） 事務室・書庫 学務課長 廃棄

2005/4/1 学務部学務課 学務調査係 学位授与関係 博士学位論文要旨等（平成17年度） 学務課学務調査係 30 2036/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

2005/4/1 学務部学務課 教養教育係 履修関係 履修案内（平成17年度） 学務課教養教育係 無期限 紙 事務室 学務課長 廃棄

2006/4/1 学務部学務課 教養教育係 履修関係 シラバス（平成18年度） 学務課教養教育係 無期限 紙 事務室 学務課長 廃棄

2006/4/1 学務部学務課 専門員（教務企画） 調査･統計･報告関係 ローザプルムラ（平成18年度） 学務部専門員（教務企画） 30 2037/3/31 紙 事務室 学務課長 廃棄

2006/4/1 学務部学務課 学務企画第１係 会議（学内）関係 茨城大学教務委員会（平成18年度） 学務課学務企画係 30 2037/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

2006/4/1 学務部学務課 学務企画第１係 課程認定関係 課程認定申請書（平成18年度） 学務課学務企画係 30 2037/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

2006/4/1 学務部学務課 学務調査係 学位授与関係 卒業･修了関係（平成18年度） 学務課学務調査係 30 2037/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

2006/4/1 学務部学務課 学務調査係 履修関係 入学生名簿（平成18年度） 学務課学務調査係 30 2037/3/31 電子（CD-ROM） 事務室・書庫 学務課長 廃棄

2006/4/1 学務部学務課 学務調査係 学位授与関係 博士学位論文要旨等（平成18年度） 学務課学務調査係 30 2037/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

2006/4/1 学務部学務課 教養教育係 履修関係 履修案内（平成18年度） 学務課教養教育係 無期限 紙 事務室 学務課長 廃棄

2007/4/1 学務部学務課 教養教育係 履修関係 シラバス（平成19年度） 学務課教養教育係 無期限 紙 事務室 学務課長 廃棄

2007/4/1 学務部学務課 専門員（教務企画） 調査･統計･報告関係 ローザプルムラ（平成19年度） 学務部専門員（教務企画） 30 2038/3/31 紙 事務室 学務課長 廃棄

2007/4/1 学務部学務課 学務企画第１係 会議（学内）関係 茨城大学教務委員会（平成19年度） 学務課学務企画係 30 2038/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

2007/4/1 学務部学務課 学務企画第１係 課程認定関係 課程認定申請書（平成19年度） 学務課学務企画係 30 2038/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

2007/4/1 学務部学務課 学務調査係 学位授与関係 卒業･修了関係（平成19年度） 学務課学務調査係 30 2038/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

2007/4/1 学務部学務課 学務調査係 履修関係 学年暦（平成19年度） 学務課学務調査係 30 2038/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

2007/4/1 学務部学務課 学務調査係 履修関係 入学生名簿（平成19年度） 学務課学務調査係 30 2038/3/31 電子（CD-ROM） 事務室・書庫 学務課長 廃棄

2007/4/1 学務部学務課 学務調査係 学位授与関係 博士学位論文要旨等（平成19年度） 学務課学務調査係 30 2038/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

2007/4/1 学務部学務課 教養教育係 履修関係 履修案内（平成19年度） 学務課教養教育係 無期限 紙 事務室 学務課長 廃棄

2008/4/1 学務部学務課 教養教育係 履修関係 シラバス（平成20年度） 学務課教養教育係 無期限 紙 事務室 学務課長 廃棄

2008/4/1 学務部学務課 専門員（教務企画） 調査･統計･報告関係 ローザプルムラ（平成20年度） 学務部専門員（教務企画） 30 2039/3/31 紙 事務室 学務課長 廃棄

2008/4/1 学務部学務課 学務企画第１係 会議（学内）関係 茨城大学教務委員会（平成20年度） 学務課学務企画係 30 2039/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

2008/4/1 学務部学務課 学務企画第１係 課程認定関係 課程認定申請書（平成20年度） 学務課学務企画係 30 2039/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

2008/4/1 学務部学務課 学務調査係 学位授与関係 卒業･修了関係（平成20年度） 学務課学務調査係 30 2039/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

2008/4/1 学務部学務課 学務調査係 履修関係 学年暦（平成20年度） 学務課学務調査係 30 2039/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

2008/4/1 学務部学務課 学務調査係 履修関係 入学生名簿（平成20年度） 学務課学務調査係 30 2039/3/31 電子（CD-ROM） 事務室・書庫 学務課長 廃棄

2008/4/1 学務部学務課 学務調査係 学位授与関係 博士学位論文要旨等（平成20年度） 学務課学務調査係 30 2039/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

2008/4/1 学務部学務課 教養教育係 履修関係 履修案内（平成20年度） 学務課教養教育係 無期限 紙 事務室 学務課長 廃棄

2009/4/1 学務部学務課 教養教育係 履修関係 シラバス（平成21年度） 学務課教養教育係 無期限 紙 事務室 学務課長 廃棄

2009/4/1 学務部学務課 専門員（教務企画） 調査･統計･報告関係 ローザプルムラ（平成21年度） 学務部専門員（教務企画） 30 2040/3/31 紙 事務室 学務課長 廃棄

2009/4/1 学務部学務課 学務企画第１係 会議（学内）関係 茨城大学教務委員会（平成21年度） 学務課学務企画第１係 30 2040/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

2009/4/1 学務部学務課 学務企画第１係 課程認定関係 課程認定申請書（平成21年度） 学務課学務企画第１係 30 2040/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

2009/4/1 学務部学務課 学務調査係 学位授与関係 卒業･修了関係（平成21年度） 学務課学務調査係 30 2040/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

2009/4/1 学務部学務課 学務調査係 履修関係 学年暦（平成21年度） 学務課学務調査係 30 2040/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

2009/4/1 学務部学務課 学務調査係 履修関係 入学生名簿（平成21年度） 学務課学務調査係 30 2040/3/31 電子（CD-ROM） 事務室・書庫 学務課長 廃棄



2009/4/1 学務部学務課 学務調査係 学位授与関係 博士学位論文要旨等（平成21年度） 学務課学務調査係 30 2040/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

2009/4/1 学務部学務課 教養教育係 履修関係 履修案内（平成21年度） 学務課教養教育係 無期限 紙 事務室 学務課長 廃棄

2010/4/1 学務部学務課 学務調査係 実習･実地体験関係 インターンシップ（平成22年度）  学務課学務調査係 10 2021/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

2010/4/1 学務部学務課 教養教育係 履修関係 シラバス（平成22年度） 学務課教養教育係 無期限 紙 事務室 学務課長 廃棄

2010/4/1 学務部学務課 専門員（教務企画） 調査･統計･報告関係 ローザプルムラ（平成22年度） 学務部専門員（教務企画） 30 2041/3/31 紙 事務室 学務課長 廃棄

2010/4/1 学務部学務課 学務調査係 非正規学生関係 委託生許可（平成22年度） 学務課学務調査係 10 2021/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

2010/4/1 学務部学務課 学務企画第１係 会議（学内）関係 茨城大学教務委員会（平成22年度） 学務課学務企画第１係 30 2041/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

2010/4/1 学務部学務課 学務調査係 非正規学生関係 科目等履修生許可（平成22年度） 学務課学務調査係 10 2021/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

2010/4/1 学務部学務課 学務企画第１係 課程認定関係 課程認定申請書（平成22年度） 学務課学務企画第１係 30 2041/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

2010/4/1 学務部学務課 学務調査係 実習･実地体験関係 介護等体験実施施設別学生名簿（平成22年度）  学務課学務調査係 10 2021/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

2010/4/1 学務部学務課 学務調査係 学位授与関係 卒業･修了関係（平成22年度） 学務課学務調査係 30 2041/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

2010/4/1 学務部学務課 学務調査係 履修関係 学年暦（平成22年度） 学務課学務調査係 30 2041/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

2010/4/1 学務部学務課 学務調査係 学生身分異動関係 休学･復学･退学･除籍（平成22年度） 学務課学務調査係 10 2021/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

2010/4/1 学務部学務課 学務企画第１係 免許関係 教員免許状更新講習（平成22年度） 学務課学務企画第１係 10 2021/3/31 紙 事務室 学務課長 廃棄

2010/4/1 学務部学務課 教養教育係 調査･統計･報告関係 教養教育実施結果報告書（平成22年度） 学務課教養教育係 10 2021/3/31 電子（CD-ROM） 事務室 学務課長 廃棄

2010/4/1 学務部学務課 学務調査係 非正規学生関係 研究生許可（平成22年度） 学務課学務調査係 10 2021/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

2010/4/1 学務部学務課 学務総務係 固定資産関係 固定資産監守計画書（平成22年度） 学務課学務総務係 10 2021/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

2010/4/1 学務部学務課 学務企画第１係 通知･依頼･照会等関係 他機関からの法令･規則･答申等通知（平成22年度） 学務課学務企画第１係 10 2021/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

2010/4/1 学務部学務課 学務総務係 通知･依頼･照会等関係 他機関からの法令･規則･答申等通知（平成22年度） 学務課学務総務係 10 2021/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

2010/4/1 学務部学務課 学務調査係 非正規学生関係 特別聴講学生許可（平成22年度） 学務課学務調査係 10 2021/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

2010/4/1 学務部学務課 学務調査係 履修関係 入学生名簿（平成22年度） 学務課学務調査係 30 2041/3/31 電子（CD-ROM） 事務室・書庫 学務課長 廃棄

2010/4/1 学務部学務課 学務調査係 学位授与関係 博士学位論文要旨等（平成22年度） 学務課学務調査係 30 2041/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

2010/4/1 学務部学務課 学務調査係 学生身分異動関係 非正規学生の退学･除籍（平成22年度） 学務課学務調査係 10 2021/3/31 紙 事務室・書庫 学務課長 廃棄

2010/4/1 学務部学務課 教養教育係 履修関係 履修案内（平成22年度） 学務課教養教育係 無期限 紙 事務室 学務課長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 07 広報 ローザプルムラ 学務課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 03 会議 茨城大学全学教務委員会 学務課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 01 法令･規則 学内規則制定･改廃依頼 学務課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 03 会議 教育改革推進会議 学務課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 03 会議 教育振興局運営会議 学務課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 03 会議 教育振興局管理委員会 学務課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 03 会議 教務情報ポータルシステム運用室会議 学務課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 07 広報 教養教育実施結果報告書 学務課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 04 運営 固定資産使用許可申請書 学務課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 03 会議 三大学学生支援業務連絡会議 学務課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 07 広報 生涯学習教育研究センターニュース及び募集案内 学務課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 03 会議 全国･地域大学との副学長･部課長会議 学務課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 01 法令･規則 他機関からの法令･規則･答申等通知（学務企画第1係） 学務課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 03 会議 大学院教務委員会 学務課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 07 広報 大学教育センター年報･紀要 学務課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 03 会議 大学生の就業力育成支援事業実施委員会 学務課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄



平成23年度 B 教職員 04 任免 ＴＡ（大教センター） 学務課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 02 教育課程 課程認定申請書 学務課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 04 学籍 介護等体験実施施設別学生名簿（社会福祉施設） 学務課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 04 学籍 介護等体験実施施設別学生名簿（特別支援学校） 学務課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 03 学位 学位授与 学務課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 02 教育課程 学芸員に基づく課程認定申請書 学務課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 04 学籍 学生異動（休学･復学･退学･除籍･再入学） 学務課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 04 学籍 学籍異動記録簿 学務課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 00 総括 学年暦 学務課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 02 教育課程 教員免許状更新講習 学務課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 02 教育課程 資格認定申請書 学務課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 02 教育課程 社会教育主事講習 学務課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 02 教育課程 単位互換 学務課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 03 学位 博士学位論文要旨 学務課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 非正規生（科目等履修生･研究生･委託生･特別聴講学生） 学務課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 02 教育課程 履修案内及びシラバス 学務課長 2012/4/1 無期限 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成23年度～ E 教育一般 04 学籍 学生証データ 学務課長 2012/4/1 常用 電子（HDD） 学務課事務室 学務課長 廃棄

平成23年度～ E 教育一般 02 教育課程 教員免許状更新講習受講者データ 学務課長 2012/4/1 常用 電子（共有サーバー内（ウェブ）） 学務課事務室 学務課長 廃棄

平成23年度～ E 教育一般 02 教育課程 成績管理ファイル 学務課長 2012/4/1 常用 電子（共有サーバー内（ウェブ）） IT基盤ｾﾝﾀｰｻｰﾊﾞ室 学務課長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 07 広報 ローザプルムラ 学務課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 03 会議 茨城大学全学教務委員会 学務課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 01 法令･規則 学内規則制定･改廃依頼 学務課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 03 会議 教育改革推進会議 学務課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 03 会議 教育振興局運営会議 学務課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 03 会議 教育振興局管理委員会 学務課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 03 会議 教務情報ポータルシステム運用室会議 学務課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 07 広報 教養教育実施結果報告書 学務課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 04 運営 固定資産使用許可申請書 学務課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 03 会議 三大学学生支援業務連絡会議 学務課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 03 会議 就業力育成実施専門委員会 学務課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 07 広報 生涯学習教育研究センターニュース及び募集案内 学務課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 03 会議 全国･地域大学との副学長･部課長会議 学務課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 01 法令･規則 他機関からの法令･規則･答申等通知（学務企画第1係） 学務課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 03 会議 大学院教務委員会 学務課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 07 広報 大学教育センター年報･紀要 学務課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 12 統計 法人文書ファイル管理簿 学務課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成24年度 B 教職員 04 任免 ＴＡ（大教センター） 学務課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 科目等履修生 学務課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 02 教育課程 課程認定申請書 学務課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 04 学籍 介護等体験実施施設別学生名簿（社会福祉施設） 学務課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄



平成24年度 E 教育一般 04 学籍 介護等体験実施施設別学生名簿（特別支援学校） 学務課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 03 学位 学位授与 学務課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 02 教育課程 学芸員に基づく課程認定申請書 学務課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 04 学籍 学生異動（休学･復学･退学･除籍･再入学） 学務課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 04 学籍 学籍異動記録簿 学務課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 00 総括 学年暦 学務課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 02 教育課程 教員免許状更新講習 学務課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 02 教育課程 資格認定申請書 学務課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 02 教育課程 社会教育主事講習 学務課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 02 教育課程 単位互換（学務企画） 学務課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 03 学位 博士学位論文要旨 学務課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 非正規生（科目等履修生･研究生･委託生･特別聴講学生） 学務課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 02 教育課程 履修案内及びシラバス 学務課長 2013/4/1 無期限 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 01 法令･規則 学内規則制定･改廃依頼 学務課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 01 法令･規則 他機関からの法令･規則･答申等通知（学務企画） 学務課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 03 会議 教務情報ポータルシステム運用室会議 学務課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 03 会議 三大学学生支援業務連絡会議 学務課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 03 会議 就業力育成実施専門委員会 学務課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 03 会議 全国･地域大学との副学長･部課長会議 学務課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 03 会議 茨城大学全学教務委員会 学務課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 03 会議 教育改革推進会議 学務課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 03 会議 教育振興局運営会議 学務課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 03 会議 教育振興局管理委員会 学務課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 03 会議 大学院教務委員会 学務課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 04 運営 固定資産使用許可申請書 学務課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 07 広報 教養教育実施結果報告書 学務課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 07 広報 生涯学習教育研究センターニュース及び募集案内 学務課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 07 広報 大学教育センター年報･紀要 学務課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 07 広報 ローザプルムラ 学務課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 07 広報 生涯学習教育研究センター報告 学務課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 08 文書 法人文書ファイル管理簿 学務課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 04 任免 ＴＡ（大教センター） 学務課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 00 総括 学年暦 学務課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 02 教育課程 学芸員に基づく課程認定申請書 学務課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 02 教育課程 資格認定申請書 学務課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 02 教育課程 社会教育主事講習 学務課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 02 教育課程 単位互換（学務企画） 学務課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 02 教育課程 課程認定申請書 学務課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 02 教育課程 教員免許状更新講習 学務課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 02 教育課程 履修案内及びシラバス 学務課長 2014/4/1 無期限 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄



平成25年度 E 教育一般 03 学位 学位授与 学務課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 03 学位 博士学位論文要旨 学務課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 04 学籍 学生異動（休学･復学･退学･除籍･再入学） 学務課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 04 学籍 学籍異動記録簿 学務課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 04 学籍 介護等体験実施施設別学生名簿（社会福祉施設） 学務課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 04 学籍 介護等体験実施施設別学生名簿（特別支援学校） 学務課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 非正規生（科目等履修生･研究生･委託生･特別聴講学生） 学務課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 科目等履修生 学務課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 01 法令･規則 学内規則制定･改廃依頼 学務課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 03 会議 茨城大学全学教務委員会 学務課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 03 会議 教育改革推進会議 学務課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 03 会議 教育振興局運営会議 学務課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 03 会議 教育振興局管理委員会 学務課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 03 会議 教務情報ポータルシステム運用室会議 学務課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 03 会議 三大学学生支援業務連絡会議 学務課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 03 会議 就業力育成実施専門委員会 学務課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 03 会議 全国･地域大学との副学長･部課長会議 学務課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 03 会議 大学院教務委員会 学務課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 04 運営 固定資産使用許可申請書 学務課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 07 広報 ローザプルムラ 学務課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 07 広報 教養教育実施結果報告書 学務課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 07 広報 大学教育センター年報･紀要 学務課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 08 文書 法人文書ファイル管理簿 学務課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 04 任免 ＴＡ（大学教育センター） 学務課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 04 任免 専任教員（大学教育センター） 学務課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師（大学教育センター） 学務課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 00 総括 学年暦 学務課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 02 教育課程 履修案内及びシラバス 学務課長 2015/4/1 無期限 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 02 教育課程 課程認定申請書 学務課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 02 教育課程 教員免許状更新講習 学務課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 02 教育課程 資格認定申請書 学務課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 03 学位 学位授与 学務課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 03 学位 博士学位論文要旨 学務課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 04 学籍 介護等体験実施施設別学生名簿（社会福祉施設） 学務課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 04 学籍 介護等体験実施施設別学生名簿（特別支援学校） 学務課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 04 学籍 学生異動（休学･復学･退学･除籍） 学務課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 04 学籍 学生証データ 学務課長 2015/4/1 10 2025/3/31 電子（CD-ROM） 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 04 学籍 学籍異動記録簿 学務課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 科目等履修生 学務課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 非正規生（科目等履修生･研究生･委託生･特別聴講学生） 学務課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄



平成27年度 A 管理一般 00 総括 教養教育に関するシンポジウム 学務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 01 法令･規則 職業実践力育成プログラム 学務課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 01 法令･規則 学内規則制定･改廃依頼 学務課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 01 法令･規則 他機関からの法令･規則･答申等通知（学務企画） 学務課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 茨城大学全学教務委員会 学務課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 全学教育機構設置準備委員会 学務課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 全学教職センター設置準備委員会 学務課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 アドミッション･オフィス設置準備委員会 学務課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 教育改革推進会議 学務課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 教育振興局管理委員会 学務課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 三大学学生支援業務連絡会議 学務課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 就業力育成実施専門委員会 学務課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 全国･地域大学との副学長･部課長会議 学務課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 大学院教務委員会 学務課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 ＦＤネットワーク専門委員会 学務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 茨城大学介護等体験運営協議会 学務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 教務情報ポータルシステム専門委員会 学務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 大学教育センター会議（センター執行部会議含む） 学務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 大学教育センター基礎教育運営委員会（専門部会長会議含む） 学務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 04 運営 固定資産使用許可申請書 学務課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 04 運営 学生センターアンケート 学務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 04 運営 非常勤講師時間数追加 学務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 04 運営 鍵保管台帳 学務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 07 広報 ローザプルムラ 学務課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 07 広報 教養教育実施結果報告書 学務課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 07 広報 大学教育センター年報･紀要 学務課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 08 文書 法人文書ファイル管理簿 学務課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 08 文書 公印使用伺簿（履修指導グループ） 学務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 08 文書 公印使用伺簿（学務総務） 学務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 08 文書 郵便物等発送伝票 学務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 在学生数月例報告一覧 学務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 他機関からの通知･依頼･照会･回答等文書（学務企画） 学務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 他機関からの通知･依頼･照会･回答等文書（学務総務） 学務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 他機関からの通知･依頼･照会･回答等文書（教務情報システム） 学務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 他機関からの通知･依頼･照会･回答等文書（教養教育） 学務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 他機関からの通知･依頼･照会･回答等文書（大学教育センター） 学務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 大学における教育内容等の改革状況調査 学務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 調査･統計･報告（学務企画） 学務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 調査･統計･報告（大学教育センター） 学務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 教員の勤務予定表 学務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄



平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 教員の兼業 学務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働命令簿 学務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 勤務時間報告書 学務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿 学務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 その他勤務状況 学務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 毎月勤労統計調査 学務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 02 出張 旅行命令簿等 学務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 02 出張 旅費支給調書（非常勤講師） 学務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 04 任免 ＴＡ（大学教育センター） 学務課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 04 任免 専任教員（大学教育センター） 学務課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師（大学教育センター） 学務課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 04 任免 70歳を超える非常勤講師採用計画 学務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 05 給与 謝金（学務課･大学教育センター） 学務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 05 給与 賃金（学務課･大学教育センター） 学務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 06 服務･表彰 推奨授業 学務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 09 能力開発 学外研修 学務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 09 能力開発 教養教育ＦＤ研修会 学務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 C 財務 00 総括 茨城大学教育研究助成金 学務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 C 財務 01 予算 予算（計画･執行） 学務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 C 財務 01 予算 予算（配分･振替） 学務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 預かり金（介護等体験費） 学務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 立替払い（学務部･大学教育センター） 学務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 C 財務 06 動産等 タクシー乗車券受払簿 学務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 C 財務 06 動産等 固定資産管理 学務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 C 財務 06 動産等 郵便切手受払簿 学務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 00 総括 学年暦 学務課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 00 総括 学年暦作成 学務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 入学許可書交付 学務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 入学手続き（平成28年度分） 学務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 編入学･転入学･再入学･転学部･転学科許可 学務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 履修案内及びシラバス 学務課長 2016/4/1 無期限 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 課程認定申請書 学務課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 課程認定 学務課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 教員免許状更新講習 学務課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 資格認定申請書 学務課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 教育情報公開 学務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 授業アンケート（大学院共通科目） 学務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 新入生オリエンテーション 学務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 学修の手引き 学務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 研究倫理教育 学務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 学務課事務室 学務課長 廃棄



平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 学外授業実施 学務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 学籍･成績データ処理 学務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 身元保証人への成績通知 学務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 教員免許状一括申請 学務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 教養科目の実施 学務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 教養科目担当教員の自己点検評価の実施 学務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 授業アンケートの実施 学務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 出前授業 学務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 証明書発行（在学生） 学務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 証明書発行（卒業生） 学務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 成績修正 学務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 成績報告（後期） 学務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 成績報告（前期） 学務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 単位互換 学務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 単位互換（放送大学） 学務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 履修案内及びシラバスの作成 学務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 03 学位 学位授与 学務課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 03 学位 博士学位論文要旨 学務課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 04 学籍 介護等体験実施施設別学生名簿（社会福祉施設） 学務課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 04 学籍 介護等体験実施施設別学生名簿（特別支援学校） 学務課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 04 学籍 学生異動（休学･復学･退学･除籍） 学務課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 04 学籍 学生証データ 学務課長 2016/4/1 10 2026/3/31 電子（CD-ROM） 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 04 学籍 学籍異動記録簿 学務課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 04 学籍 入学者心得 学務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 科目等履修生 学務課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 非正規生（科目等履修生･研究生･委託生･特別聴講学生） 学務課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 07 学生支援 授業料猶予 学務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 10 大学教育改革支援 ＧＰ 学務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 10 大学教育改革支援 産業界のニーズに対応した教育改善･充実体制整備事業 学務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 00 総括 公的研究費の管理･監査 学務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 科学研究費補助金 学務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 学務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 01 法令･規則 学内規則制定･改廃依頼 学務課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 01 法令･規則 他機関からの法令･規則･答申等通知（学務総務） 学務課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 01 法令･規則 他機関からの法令･規則･答申等通知（学務企画） 学務課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 茨城大学全学教務委員会 学務課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 全学教育機構運営会議 学務課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 三大学学生支援業務連絡会議 学務課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 全国･地域大学との副学長･部課長会議 学務課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 大学院教務委員会 学務課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 教育改革推進会議 学務課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄



平成28年度 A 管理一般 03 会議 就業力育成実施専門委員会 学務課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 ＦＤネットワーク専門委員会 学務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 介護等体験専門委員会･介護等体験オリエンテーション 学務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 茨城大学全学教職センター運営委員会 学務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 茨城大学全学教職センター企画会議 学務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 茨城大学教員免許状更新講習専門委員会 学務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 大学教育センター会議（センター執行部会議含む） 学務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 大学教育センター基礎教育運営委員会 学務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 全学教育機構総合教育企画部門部会 学務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 04 運営 固定資産使用許可申請書 学務課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 04 運営 鍵保管台帳 学務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 04 運営 全学教育機構創設企画実施 学務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 04 運営 全学教職センターホームページ 学務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 07 広報 ローザプルムラ 学務課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 07 広報 教養教育実施結果報告書 学務課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 07 広報 大学教育センター年報･紀要 学務課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 08 文書 法人文書ファイル管理簿 学務課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 08 文書 公印使用伺簿（学務総務） 学務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 08 文書 公印使用伺簿（履修指導グループ） 学務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 08 文書 郵便物等発送伝票 学務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 09 検査･監査 会計検査院会計実地検査 学務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 他機関からの通知･依頼･照会･回答等文書（学務総務） 学務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 他機関からの通知･依頼（総務･企画グループ） 学務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 他機関からの通知･依頼･照会･回答等文書（教養教育） 学務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 他機関からの通知･依頼･照会･回答等文書（大学教育センター） 学務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 調査･統計･報告（学務企画） 学務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 調査･統計･報告（大学教育センター） 学務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 大学における教育内容等の改革状況調査 学務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 在学生数月例報告 学務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 06 服務･表彰 推奨授業 学務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿 学務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 その他勤務状況 学務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 勤務状況（大学教育センター） 学務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働命令簿 学務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 勤務時間報告書 学務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 毎月勤労統計調査 学務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 教員の勤務予定表 学務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 教員の兼業 学務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 02 出張 旅行命令簿等 学務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 02 出張 旅費支給調書（非常勤講師） 学務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄



平成28年度 B 教職員 04 任免 専任教員（大学教育センター） 学務課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師（大学教育センター） 学務課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 04 任免 ＴＡ（大学教育センター） 学務課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 04 任免 専任教員公募･採用及び配置換え（全学教育機構） 学務課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 04 任免 70歳を超える非常勤講師採用計画 学務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 05 給与 賃金（学務課･大学教育センター） 学務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 05 給与 謝金（学務課･大学教育センター） 学務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 09 能力開発 研修（学内･学外） 学務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 09 能力開発 教養教育ＦＤ研修会 学務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 C 財務 00 総括 茨城大学教育研究助成金 学務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 C 財務 01 予算 予算（計画･執行） 学務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 C 財務 01 予算 予算（配分･振替） 学務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 C 財務 01 予算 教務情報ポータルシステム更新 学務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 立替払い（学務部･大学教育センター･全学教職センター） 学務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 預かり金（介護等体験） 学務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 C 財務 06 動産等 タクシー乗車券受払簿 学務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 C 財務 06 動産等 郵便切手受払簿 学務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 C 財務 06 動産等 固定資産管理 学務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 00 総括 学年暦 学務課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 00 総括 学年暦作成（平成29年度分） 学務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 入学手続き（平成29年度分） 学務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 入学許可書交付 学務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 編入学･転入学･再入学･転学部･転学科許可 学務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 履修案内及びシラバス 学務課長 2017/4/1 無期限 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 課程認定申請書 学務課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 課程認定 学務課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 学芸員に基づく課程認定変更届 学務課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 学生交流の協定書･覚書･実施要項 学務課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 教員免許状更新講習 学務課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 資格認定申請書 学務課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 授業アンケート（大学院共通科目） 学務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 新入生オリエンテーション 学務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 教員免許状一括申請 学務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 教育情報公開 学務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 学籍･成績データ処理 学務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 身元保証人への成績通知 学務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 出前授業 学務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 全学教職センター 学務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 全学教職センター活動報告 学務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 全学教職センター教育実践研究 学務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄



平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 全学教職センター研究報告 学務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 単位互換 学務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 単位互換（放送大学） 学務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 単位互換（AIMS） 学務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 履修案内及びシラバスの作成 学務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 学修の手引き 学務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 学外授業実施 学務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 授業アンケートの実施 学務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 教養科目担当教員の自己点検評価の実施 学務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 教養科目の実施 学務課長 2017/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 成績修正 学務課長 2017/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 成績報告（前期） 学務課長 2017/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 成績報告（後期） 学務課長 2017/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 基盤教育科目の実施 学務課長 2017/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 証明書発行（在学生） 学務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 証明書発行（卒業生） 学務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 03 学位 学位授与 学務課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 03 学位 博士学位論文要旨 学務課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 04 学籍 旧姓･通称使用･学位記併記 学務課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 04 学籍 介護等体験実施施設別学生名簿（社会福祉施設） 学務課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 04 学籍 介護等体験実施施設別学生名簿（特別支援学校） 学務課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 04 学籍 学生異動（学部） 学務課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 04 学籍 学生異動（大学院･長期履修） 学務課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 04 学籍 学籍異動記録簿 学務課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 04 学籍 学生証データ 学務課長 2017/4/1 10 2027/3/31 CD 学務課事務室 学務課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 04 学籍 入学手続要項（平成29年度分） 学務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 05 非正規生 非正規生 学務課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 05 非正規生 科目等履修生 学務課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 05 非正規生 学生証作成（非正規生） 学務課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 07 学生支援 授業料納入猶予 学務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 07 学生支援 水戸市学校支援活動 学務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 07 学生支援 教育支援ボランティア 学務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 10 大学教育改革支援 職業実践力育成プログラム 学務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 10 大学教育改革支援 ＧＰ 学務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 10 大学教育改革支援 大学教育再生加速プログラム 学務課長 2017/4/1 事業終了後5年 2025/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 10 大学教育改革支援 大学教育再生加速プログラム（支払手続･契約手続書類） 学務課長 2017/4/1 事業終了後5年 2025/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 10 大学教育改革支援 大学教育再生加速プログラム（アンケート調査） 学務課長 2017/4/1 事業終了後5年 2025/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 10 大学教育改革支援 大学教育再生加速プログラム（出勤簿） 学務課長 2017/4/1 事業終了後5年 2025/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 10 大学教育改革支援 大学教育再生加速プログラム（休暇簿） 学務課長 2017/4/1 事業終了後5年 2025/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 10 大学教育改革支援 大学教育再生加速プログラム（旅行命令簿） 学務課長 2017/4/1 事業終了後5年 2025/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄



平成28年度 E 教育一般 10 大学教育改革支援 大学教育再生加速プログラム（郵便切手受払簿） 学務課長 2017/4/1 事業終了後5年 2025/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 00 総括 公的研究費の管理･監査 学務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 00 総括 各種事業公募 学務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 科学研究費補助金 学務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 01 法令･規則 学内規則制定･改廃依頼 学務課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 01 法令･規則 他機関からの法令･規則･答申等通知（学務総務） 学務課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 教育改革推進委員会 学務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 全学教育機構会議 学務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 三大学学生支援業務連絡会議 学務課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 全国･地域大学との副学長･部課長会議 学務課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 介護等体験専門委員会･介護等体験オリエンテーション 学務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 茨城大学全学教職センター運営委員会 学務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 茨城大学全学教職センター企画会議 学務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 茨城大学教員免許状更新講習専門委員会 学務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 教務情報ポータルシステム専門委員会 学務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 全学教育機構総合教育企画部門会議 学務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 全学教育機構共通教育部門会議 学務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 鍵保管台帳 学務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 全学教職センターホームページ 学務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 07 広報 教養教育実施結果報告書 学務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 07 広報 全学教育機構論集 学務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 08 文書 法人文書ファイル管理簿 学務課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 08 文書 公印使用伺簿（学務総務） 学務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 08 文書 郵便物等発送伝票 学務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関からの通知･依頼･照会･回答等文書（学務総務） 学務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関からの通知･依頼･照会･回答等文書（共通教育） 学務課長 2018/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 調査･統計･報告（学務企画） 学務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 調査･統計･報告（共通教育） 学務課長 2018/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知･照会等文書（学務総務） 学務課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 大学における教育内容等の改革状況調査 学務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 在学生数月例報告 学務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿 学務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 休暇簿 学務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 その他勤務状況 学務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 勤務状況（全学教育機構） 学務課長 2018/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働命令簿 学務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 勤務時間報告書 学務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 毎月勤労統計調査 学務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 労働時間数調査 学務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 教員の勤務予定表 学務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄



平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 学内WS業務日誌 学務課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 02 出張 旅行命令簿等 学務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 02 出張 旅費支給調書（非常勤講師） 学務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 04 任免 全学教育機構教員人事 学務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師（全学教育機構） 学務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 04 任免 ＴＡ（全学教育機構） 学務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 04 任免 70歳を超える非常勤講師採用計画 学務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 04 任免 病気療養報告 学務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 05 給与 賃金 学務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 05 給与 謝金 学務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 06 服務･表彰 教員の兼業 学務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 09 能力開発 研修（学内･学外） 学務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 C 財務 00 総括 茨城大学教育研究助成金 学務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 C 財務 01 予算 予算（計画･執行） 学務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 C 財務 01 予算 予算（配分･振替） 学務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 立替払い（学務部･全学教育機構･全学教職センター） 学務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 預かり金（介護等体験） 学務課長 2018/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 C 財務 06 動産等 郵便切手受払簿 学務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 C 財務 06 動産等 固定資産管理 学務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 D 施設設備 02 施設管理 固定資産使用許可申請書 学務課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 00 総括 学年暦 学務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 00 総括 学年暦作成（平成30年度分） 学務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 入学手続き（平成30年度分） 学務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 入学許可書交付願 学務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 編入学･転入学･再入学･転学部･転学科許可 学務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 履修案内及びシラバス 学務課長 2018/4/1 無期限 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 課程認定申請書 学務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 課程認定 学務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 資格認定申請書（公認心理士） 学務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 教員免許状更新講習 学務課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 諸資格 学務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 授業アンケート（大学院共通科目） 学務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 新入生オリエンテーション 学務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 教員免許状一括申請 学務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 学籍･成績データ処理 学務課長 2018/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 身元保証人への成績通知 学務課長 2018/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 全学教職センター活動報告 学務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 全学教職センター教育実践研究 学務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 全学教職センター研究報告 学務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 全学教職センター 学務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄



平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 単位互換 学務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 単位互換（放送大学） 学務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 単位互換（AIMS） 学務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 学修の手引き 学務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 学外授業実施 学務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 授業アンケートの実施 学務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 基盤教育科目/教養科目担当教員の自己点検評価の実施 学務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 大学共通教育の実施 学務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 成績修正 学務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 成績報告（前期） 学務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 成績報告（後期） 学務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 証明書発行（在学生） 学務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 証明書発行手数料 学務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 03 学位 学位授与 学務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 03 学位 博士学位論文要旨 学務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 04 学籍 旧姓･通称使用･学位記併記 学務課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 04 学籍 介護等体験実施施設別学生名簿（社会福祉施設） 学務課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 04 学籍 介護等体験実施施設別学生名簿（特別支援学校） 学務課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 04 学籍 学生異動（学部） 学務課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 04 学籍 学生異動（大学院･長期履修） 学務課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 04 学籍 学籍異動記録簿 学務課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 04 学籍 学生証データ 学務課長 2018/4/1 10 2028/3/31 CD 学務課事務室 学務課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 04 学籍 入学手続要項（平成30年度分） 学務課長 2018/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 05 非正規生 非正規生 学務課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 05 非正規生 科目等履修生 学務課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 05 非正規生 学生証作成（非正規生） 学務課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 07 学生支援 入学料･授業料納入期限猶予 学務課長 2018/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 07 学生支援 水戸市学校支援活動 学務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 07 学生支援 教育支援ボランティア 学務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 07 学生支援 理科観察実験アシスタント 学務課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 10 大学教育改革支援 教育関係共同利用拠点 学務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 10 大学教育改革支援 職業実践力育成プログラム 学務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 10 大学教育改革支援 ＧＰ 学務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 10 大学教育改革支援 大学教育再生加速プログラム 学務課長 2018/4/1 事業終了後5年 2025/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 10 大学教育改革支援 大学教育再生加速プログラム（支払手続･契約手続書類） 学務課長 2018/4/1 事業終了後5年 2025/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 10 大学教育改革支援 大学教育再生加速プログラム（アンケート調査） 学務課長 2018/4/1 事業終了後5年 2025/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 10 大学教育改革支援 大学教育再生加速プログラム（旅行命令簿） 学務課長 2018/4/1 事業終了後5年 2025/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 10 大学教育改革支援 大学教育再生加速プログラム（郵便切手受払簿） 学務課長 2018/4/1 事業終了後5年 2025/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 00 総括 公的研究費の管理･監査 学務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 00 総括 各種事業公募 学務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄



平成29年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 科学研究費補助金 学務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 01 法令･規則 学内規則制定･改廃依頼 学務課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 01 法令･規則 他機関からの法令･規則･答申等通知（学務総務） 学務課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 教育改革推進委員会 学務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 全学教育機構会議 学務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 三大学学生支援業務連絡会議 学務課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 全国･地域大学との副学長･部課長会議 学務課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 教養教育実施組織会議･センター等協議会 学務課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 全学教育機構執行部会議 学務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 全学教育機構総合教育企画部門会議 学務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 全学教育機構共通教育部門会議 学務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 各種委員会（全学教育機構委員会） 学務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 機構学術委員会 学務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 介護等体験専門委員会･介護等体験オリエンテーション 学務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 茨城大学全学教職センター運営委員会 学務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 茨城大学全学教職センター企画会議 学務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 全学教職センターホームページ 学務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 茨城大学教員免許状更新講習専門委員会 学務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 鍵保管台帳 学務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 07 広報 教養教育実施結果報告書 学務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 CD 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 08 文書 法人文書ファイル管理簿 学務課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 08 文書 公印使用伺簿 学務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 08 文書 郵便物等発送伝票 学務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関からの通知･依頼･照会･回答等文書（学務総務） 学務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関からの通知･依頼･照会･回答等文書（共通教育） 学務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関からの通知･依頼･照会･回答等文書（学籍管理） 学務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 調査･統計･報告（学務企画） 学務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 大学における教育内容等の改革状況調査 学務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 在学生数月例報告 学務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知･照会等文書（学務総務） 学務課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知･照会等文書（共通教育） 学務課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 00 総括 各種委員会関係 学務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿 学務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 休暇簿 学務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 その他勤務状況 学務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働命令簿 学務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 勤務時間報告書 学務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 労働時間数調査 学務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 02 出張 旅行命令簿等 学務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 02 出張 旅費支給調書（非常勤講師） 学務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄



平成30年度 B 教職員 04 任免 任免（全学教育機構･専任教員） 学務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 04 任免 教職員の任免関係 学務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師（全学教育機構） 学務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師（共通教育部門） 学務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 04 任免 ＴＡ（全学教育機構） 学務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 04 任免 70歳を超える非常勤講師採用計画 学務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 05 給与 賃金 学務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 05 給与 謝金 学務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 06 服務･表彰 年俸制適用教員業績評価 学務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 06 服務･表彰 教員の兼業 学務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 09 能力開発 研修（学内･学外） 学務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 C 財務 00 総括 茨城大学教育研究助成金 学務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 C 財務 01 予算 予算（計画･執行） 学務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 C 財務 01 予算 予算（配分･振替） 学務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 立替払い（学務部･全学教育機構･全学教職センター） 学務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 預かり金（介護等体験） 学務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 C 財務 06 動産等 郵便切手受払簿 学務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 C 財務 06 動産等 固定資産管理 学務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 D 施設設備 02 施設管理 固定資産使用許可申請書 学務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 入学手続き（平成30年度分） 学務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 入学手続要項（平成30年度分） 学務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 入学許可書交付願 学務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 編入学･転入学･再入学･転学部･転学科許可 学務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 履修案内及びシラバス 学務課長 2019/4/1 無期限 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 課程認定申請書 学務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 課程認定 学務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 資格認定申請書（公認心理士） 学務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 資格変更届（学芸員） 学務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 教員免許状更新講習 学務課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 iOP 学務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 新入生オリエンテーション 学務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 教員免許状一括申請 学務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 全学教職センター 学務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 全学教職センター活動報告 学務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 全学教職センター教育実践研究 学務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 全学教職センター研究報告 学務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 学籍･成績データ処理 学務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 身元保証人への成績通知 学務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 学外授業実施 学務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 授業アンケートの実施 学務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄



平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 基盤教育科目/教養科目担当教員の自己点検評価の実施 学務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 成績修正 学務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 成績報告（前期） 学務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 成績報告（後期） 学務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 大学共通教育の実施 学務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 履修案内及びシラバスの作成（平成31年度分） 学務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 単位認定関係書類 学務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 証明書発行（在学生） 学務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 証明書発行手数料 学務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 単位互換 学務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 単位互換（放送大学） 学務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 単位互換（AIMS） 学務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 03 学位 学位授与 学務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 03 学位 博士学位論文要旨 学務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 04 学籍 旧姓･通称使用･学位記併記 学務課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 04 学籍 介護等体験実施施設別学生名簿（社会福祉施設） 学務課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 04 学籍 介護等体験実施施設別学生名簿（特別支援学校） 学務課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 04 学籍 学生証データ 学務課長 2019/4/1 10 2029/3/31 CD 学務課事務室 学務課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 04 学籍 学生異動（学部） 学務課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 04 学籍 学生異動（大学院･長期履修） 学務課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 04 学籍 学籍異動記録簿 学務課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 04 学籍 学生証再発行交付願 学務課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 05 非正規生 非正規生 学務課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 05 非正規生 科目等履修生 学務課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 07 学生支援 学内ワークスタディ業務 学務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 07 学生支援 入学料･授業料納入期限猶予 学務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 07 学生支援 水戸市学校支援活動 学務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 07 学生支援 教育支援ボランティア 学務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 07 学生支援 理科観察実験アシスタント 学務課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 10 大学教育改革支援 補助金事業･BP 学務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 10 大学教育改革支援 大学教育再生加速プログラム 学務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 10 大学教育改革支援 大学教育再生加速プログラム（支払手続･契約手続書類） 学務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 10 大学教育改革支援 大学教育再生加速プログラム（旅行命令簿） 学務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 10 大学教育改革支援 大学教育再生加速プログラム（郵便切手受払簿） 学務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 00 総括 公的研究費の管理･監査 学務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 00 総括 各種事業公募 学務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 科学研究費補助金 学務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 01 法令･規則 学内規則制定･改廃依頼 学務課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 01 法令･規則 他機関からの法令･規則･答申等通知（学務総務） 学務課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 介護等体験専門委員会･介護等体験オリエンテーション 学務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄



令和元年度 A 管理一般 03 会議 茨城大学全学教職センター運営委員会 学務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 茨城大学全学教職センター企画会議 学務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 茨城大学教員免許状更新講習専門委員会 学務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 教育改革推進委員会 学務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 全学教育機構会議 学務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 三大学学生支援業務連絡会議 学務課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 全国･地域大学との副学長･部課長会議 学務課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 全学教育機構執行部会議 学務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 全学教育機構総合教育企画部門会議 学務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 全学教育機構共通教育部門会議 学務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 各種委員会（全学教育機構委員会） 学務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 機構学術委員会 学務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 全学教職センターホームページ 学務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 自家用車使用届 学務課長 2020/4/1 1 2021/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 鍵保管台帳 学務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 私有車業務上使用許可申請書･請求書 学務課長 2020/4/1 1 2021/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 業務用自動車運転者名簿 学務課長 2020/4/1 1 2021/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 06 評価 認証評価 学務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 07 広報 教養教育実施結果報告書 学務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 CD 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 08 文書 法人文書ファイル管理簿 学務課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 08 文書 公印使用伺簿 学務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 08 文書 郵便物等発送伝票 学務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関からの通知･依頼･照会･回答等文書（免許） 学務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 調査･統計･報告（免許） 学務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関からの通知･依頼･照会･回答等文書（学務総務） 学務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関からの通知･依頼･照会･回答等文書（共通教育） 学務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関からの通知･依頼･照会･回答等文書（学籍管理） 学務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 調査･統計･報告（学務企画） 学務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 大学における教育内容等の改革状況調査 学務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 在学生数月例報告 学務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知･照会等文書（学務総務） 学務課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知･照会等文書（共通教育） 学務課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 00 総括 各種委員会関係 学務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿 学務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 休暇簿 学務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 その他勤務状況 学務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働命令簿 学務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 勤務時間報告書 学務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 労働時間数調査 学務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 02 出張 旅行命令簿等 学務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄



令和元年度 B 教職員 02 出張 旅費支給調書（非常勤講師） 学務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 04 任免 任免（全学教育機構･専任教員） 学務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 04 任免 教職員の任免関係 学務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師（全学教育機構） 学務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師（共通教育部門） 学務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 04 任免 ＴＡ（全学教育機構） 学務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 04 任免 70歳を超える非常勤講師採用計画 学務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 05 給与 賃金 学務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 05 給与 謝金 学務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 06 服務･表彰 年俸制適用教員業績評価 学務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 06 服務･表彰 教員の兼業 学務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 09 能力開発 研修（学内･学外） 学務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 C 財務 00 総括 茨城大学教育研究助成金 学務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 C 財務 01 予算 予算（計画･執行） 学務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 C 財務 01 予算 予算（配分･振替） 学務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 預かり金（介護等体験） 学務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 物品購入･修理依頼書 学務課長 2020/4/1 1 2021/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 立替払い（学務部･全学教育機構･全学教職センター） 学務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 C 財務 06 動産等 郵便切手受払簿 学務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 C 財務 06 動産等 固定資産管理 学務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 D 施設設備 02 施設管理 固定資産使用許可申請書 学務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 入学手続き（平成30年度分） 学務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 入学手続要項（平成30年度分） 学務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 入学許可書交付願 学務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 編入学･転入学･再入学･転学部･転学科許可 学務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 教員免許状更新講習 学務課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 教員免許状一括申請 学務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 全学教職センター 学務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 全学教職センター活動報告 学務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 全学教職センター教育実践研究 学務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 全学教職センター研究報告 学務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 課程認定申請書 学務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 課程認定申請 学務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 履修案内及びシラバス 学務課長 2020/4/1 無期限 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 資格認定申請書（公認心理士） 学務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 資格変更届（学芸員） 学務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 iOP 学務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 新入生オリエンテーション 学務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 学籍･成績データ処理 学務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 身元保証人への成績通知 学務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄



令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 学外授業実施 学務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 授業アンケートの実施 学務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 基盤教育科目/教養科目担当教員の自己点検評価の実施 学務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 成績修正 学務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 成績報告（前期） 学務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 成績報告（後期） 学務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 大学共通教育の実施 学務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 履修案内及びシラバスの作成（平成31年度分） 学務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 単位認定関係書類 学務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 証明書発行（在学生） 学務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 証明書発行手数料 学務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 単位互換 学務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 単位互換（放送大学） 学務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 単位互換（AIMS） 学務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 03 学位 学位授与 学務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 03 学位 博士学位論文要旨 学務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 04 学籍 介護等体験実施施設別学生名簿（社会福祉施設） 学務課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 04 学籍 介護等体験実施施設別学生名簿（特別支援学校） 学務課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 04 学籍 旧姓･通称使用･学位記併記 学務課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 04 学籍 学生証データ 学務課長 2020/4/1 10 2030/3/31 CD 学務課事務室 学務課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 04 学籍 学生異動（学部） 学務課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 04 学籍 学生異動（大学院･長期履修） 学務課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 04 学籍 学籍異動記録簿 学務課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 04 学籍 学生証再発行交付願 学務課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 05 非正規生 非正規生 学務課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 05 非正規生 科目等履修生 学務課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 07 学生支援 学内ワークスタディ業務 学務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 07 学生支援 水戸市学校支援活動 学務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 07 学生支援 教育支援ボランティア 学務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 07 学生支援 理科観察実験アシスタント 学務課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 07 学生支援 入学料･授業料納入期限猶予 学務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 10 大学教育改革支援 補助金事業･BP 学務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 10 大学教育改革支援 大学教育再生加速プログラム 学務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 10 大学教育改革支援 大学教育再生加速プログラム（支払手続･契約手続書類） 学務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 10 大学教育改革支援 大学教育再生加速プログラム（旅行命令簿） 学務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 00 総括 公的研究費の管理･監査 学務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 00 総括 各種事業公募 学務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 科学研究費補助金 学務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務課長 廃棄

1990/4/1 学務部学生生活課 課外活動係 広報関係 Ｃ－ｍａiｌ(学園だより)(平成2年度) 学生課学生係 30 2021/3/31 紙 事務室・書庫 学生支援課長 廃棄

1990/4/1 学務部学生生活課 課外活動係 広報関係 われらの学園(平成2年度) 学生課学生係 30 2021/3/31 紙 事務室・書庫 学生支援課長 廃棄



1990/4/1 学務部学生生活課 課外活動係 厚生補導関係 学生賞罰(平成2年度) 学生課学生係 30 2021/3/31 紙 事務室・書庫 学生支援課長 廃棄

1991/4/1 学務部学生生活課 課外活動係 広報関係 Ｃ－ｍａiｌ(学園だより)(平成3年度) 学生課学生係 30 2022/3/31 紙 事務室・書庫 学生支援課長 廃棄

1991/4/1 学務部学生生活課 課外活動係 広報関係 われらの学園(平成3年度) 学生課学生係 30 2022/3/31 紙 事務室・書庫 学生支援課長 廃棄

1991/4/1 学務部学生生活課 課外活動係 厚生補導関係 学生賞罰(平成3年度) 学生課学生係 30 2022/3/31 紙 事務室・書庫 学生支援課長 廃棄

1992/4/1 学務部学生生活課 課外活動係 広報関係 Ｃ－ｍａiｌ(学園だより)(平成4年度) 学生課学生係 30 2023/3/31 紙 事務室・書庫 学生支援課長 廃棄

1992/4/1 学務部学生生活課 課外活動係 広報関係 われらの学園(平成4年度) 学生課学生係 30 2023/3/31 紙 事務室・書庫 学生支援課長 廃棄

1992/4/1 学務部学生生活課 課外活動係 厚生補導関係 学生賞罰(平成4年度) 学生課学生係 30 2023/3/31 紙 事務室・書庫 学生支援課長 廃棄

1993/4/1 学務部学生生活課 課外活動係 広報関係 Ｃ－ｍａiｌ(学園だより)(平成5年度) 学生課学生係 30 2024/3/31 紙 事務室・書庫 学生支援課長 廃棄

1993/4/1 学務部学生生活課 課外活動係 広報関係 われらの学園(平成5年度) 学生課学生係 30 2024/3/31 紙 事務室・書庫 学生支援課長 廃棄

1993/4/1 学務部学生生活課 課外活動係 厚生補導関係 学生賞罰(平成5年度) 学生課学生係 30 2024/3/31 紙 事務室・書庫 学生支援課長 廃棄

1994/4/1 学務部学生生活課 課外活動係 広報関係 Ｃ－ｍａiｌ(学園だより)(平成6年度) 学生課学生係 30 2025/3/31 紙 事務室・書庫 学生支援課長 廃棄

1994/4/1 学務部学生生活課 課外活動係 広報関係 われらの学園(平成6年度) 学生課学生係 30 2025/3/31 紙 事務室・書庫 学生支援課長 廃棄

1994/4/1 学務部学生生活課 課外活動係 厚生補導関係 学生賞罰(平成6年度) 学生課学生係 30 2025/3/31 紙 事務室・書庫 学生支援課長 廃棄

1995/4/1 学務部学生生活課 課外活動係 広報関係 Ｃ－ｍａiｌ(学園だより)(平成7年度) 学生課学生係 30 2026/3/31 紙 事務室・書庫 学生支援課長 廃棄

1995/4/1 学務部学生生活課 課外活動係 広報関係 われらの学園(平成7年度) 学生課学生係 30 2026/3/31 紙 事務室・書庫 学生支援課長 廃棄

1995/4/1 学務部学生生活課 課外活動係 厚生補導関係 学生賞罰(平成7年度) 学生課学生係 30 2026/3/31 紙 事務室・書庫 学生支援課長 廃棄

1996/4/1 学務部学生生活課 課外活動係 広報関係 Ｃ－ｍａiｌ(学園だより)(平成8年度) 厚生課専門職員（学生） 30 2027/3/31 紙 事務室・書庫 学生支援課長 廃棄

1996/4/1 学務部学生生活課 課外活動係 広報関係 われらの学園(平成8年度) 厚生課専門職員（学生） 30 2027/3/31 紙 事務室・書庫 学生支援課長 廃棄

1996/4/1 学務部学生生活課 課外活動係 厚生補導関係 学生賞罰(平成8年度) 厚生課専門職員（学生） 30 2027/3/31 紙 事務室・書庫 学生支援課長 廃棄

1997/4/1 学務部学生生活課 課外活動係 広報関係 Ｃ－ｍａiｌ(学園だより)(平成9年度) 厚生課学生サービス第一係 30 2028/3/31 紙 事務室・書庫 学生支援課長 廃棄

1997/4/1 学務部学生生活課 課外活動係 広報関係 われらの学園(平成9年度) 厚生課学生サービス第一係 30 2028/3/31 紙 事務室・書庫 学生支援課長 廃棄

1997/4/1 学務部学生生活課 課外活動係 厚生補導関係 学生賞罰(平成9年度) 厚生課学生サービス第一係 30 2028/3/31 紙 事務室・書庫 学生支援課長 廃棄

1998/4/1 学務部学生生活課 課外活動係 広報関係 Ｃ－ｍａiｌ(学園だより)(平成10年度) 厚生課学生サービス第一係 30 2029/3/31 紙 事務室・書庫 学生支援課長 廃棄

1998/4/1 学務部学生生活課 課外活動係 広報関係 われらの学園(平成10年度) 厚生課学生サービス第一係 30 2029/3/31 紙 事務室・書庫 学生支援課長 廃棄

1998/4/1 学務部学生生活課 課外活動係 厚生補導関係 学生賞罰(平成10年度) 厚生課学生サービス第一係 30 2029/3/31 紙 事務室・書庫 学生支援課長 廃棄

1999/4/1 学務部学生生活課 課外活動係 広報関係 Ｃ－ｍａiｌ(学園だより)(平成11年度) 厚生課学生サービス第一係 30 2030/3/31 紙 事務室・書庫 学生支援課長 廃棄

1999/4/1 学務部学生生活課 課外活動係 広報関係 われらの学園(平成11年度) 厚生課学生サービス第一係 30 2030/3/31 紙 事務室・書庫 学生支援課長 廃棄

1999/4/1 学務部学生生活課 課外活動係 厚生補導関係 学生賞罰(平成11年度) 厚生課学生サービス第一係 30 2030/3/31 紙 事務室・書庫 学生支援課長 廃棄

2000/4/1 学務部学生生活課 課外活動係 広報関係 Ｃ－ｍａiｌ(学園だより)(平成12年度) 厚生課専門職員（学生補導） 30 2031/3/31 紙 事務室・書庫 学生支援課長 廃棄

2000/4/1 学務部学生生活課 課外活動係 広報関係 われらの学園(平成12年度) 厚生課専門職員（学生補導） 30 2031/3/31 紙 事務室・書庫 学生支援課長 廃棄

2000/4/1 学務部学生生活課 課外活動係 厚生補導関係 学生賞罰(平成12年度) 厚生課専門職員（学生補導） 30 2031/3/31 紙 事務室・書庫 学生支援課長 廃棄

2001/4/1 学務部学生生活課 課外活動係 広報関係 Ｃ－ｍａiｌ(学園だより)(平成13年度) 厚生課課外活動係 30 2032/3/31 紙 事務室・書庫 学生支援課長 廃棄

2001/4/1 学務部学生生活課 課外活動係 広報関係 われらの学園(平成13年度) 厚生課課外活動係 30 2032/3/31 紙 事務室・書庫 学生支援課長 廃棄

2001/4/1 学務部学生生活課 課外活動係 厚生補導関係 学生賞罰(平成13年度) 厚生課課外活動係 30 2032/3/31 紙 事務室・書庫 学生支援課長 廃棄

2002/4/1 学務部学生生活課 課外活動係 広報関係 Ｃ－ｍａiｌ(学園だより)(平成14年度) 厚生課課外活動係 30 2033/3/31 紙 事務室・書庫 学生支援課長 廃棄

2002/4/1 学務部学生生活課 課外活動係 広報関係 われらの学園(平成14年度) 厚生課課外活動係 30 2033/3/31 紙 事務室・書庫 学生支援課長 廃棄

2002/4/1 学務部学生生活課 課外活動係 厚生補導関係 学生賞罰(平成14年度) 厚生課課外活動係 30 2033/3/31 紙 事務室・書庫 学生支援課長 廃棄

2003/4/1 学務部学生生活課 課外活動係 広報関係 Ｃ－ｍａiｌ(学園だより)(平成15年度) 厚生課課外活動係 30 2034/3/31 紙 事務室・書庫 学生支援課長 廃棄

2003/4/1 学務部学生生活課 課外活動係 広報関係 われらの学園(平成15年度) 厚生課課外活動係 30 2034/3/31 紙 事務室・書庫 学生支援課長 廃棄

2003/4/1 学務部学生生活課 課外活動係 厚生補導関係 学生賞罰(平成15年度) 厚生課課外活動係 30 2034/3/31 紙 事務室・書庫 学生支援課長 廃棄



2004/4/1 学務部学生生活課 課外活動係 広報関係 Ｃ－ｍａiｌ(学園だより)(平成16年度) 学生生活課課外活動係 30 2035/3/31 紙 事務室・書庫 学生支援課長 廃棄

2004/4/1 学務部学生生活課 課外活動係 広報関係 われらの学園(平成16年度) 学生生活課課外活動係 30 2035/3/31 紙 事務室・書庫 学生支援課長 廃棄

2004/4/1 学務部学生生活課 課外活動係 厚生補導関係 学生賞罰(平成16年度) 学生生活課課外活動係 30 2035/3/31 紙 事務室・書庫 学生支援課長 廃棄

2005/4/1 学務部学生生活課 課外活動係 広報関係 Ｃ－ｍａiｌ(学園だより)(平成17年度) 学生生活課課外活動係 30 2036/3/31 紙 事務室・書庫 学生支援課長 廃棄

2005/4/1 学務部学生生活課 課外活動係 広報関係 われらの学園(平成17年度) 学生生活課課外活動係 30 2036/3/31 紙 事務室・書庫 学生支援課長 廃棄

2005/4/1 学務部学生生活課 課外活動係 厚生補導関係 学生賞罰(平成17年度) 学生生活課課外活動係 30 2036/3/31 紙 事務室・書庫 学生支援課長 廃棄

2006/4/1 学務部学生生活課 課外活動係 広報関係 Ｃ－ｍａiｌ(学園だより)(平成18年度) 学生生活課課外活動係 30 2037/3/31 紙 事務室・書庫 学生支援課長 廃棄

2006/4/1 学務部学生生活課 課外活動係 広報関係 われらの学園(平成18年度) 学生生活課課外活動係 30 2037/3/31 紙 事務室・書庫 学生支援課長 廃棄

2006/4/1 学務部学生生活課 課外活動係 厚生補導関係 学生賞罰(平成18年度) 学生生活課課外活動係 30 2037/3/31 紙 事務室・書庫 学生支援課長 廃棄

2007/4/1 学務部学生生活課 課外活動係 広報関係 Ｃ－ｍａiｌ(学園だより)(平成19年度) 学生生活課課外活動係 30 2038/3/31 紙 事務室・書庫 学生支援課長 廃棄

2007/4/1 学務部学生生活課 課外活動係 広報関係 われらの学園(平成19年度) 学生生活課課外活動係 30 2038/3/31 紙 事務室・書庫 学生支援課長 廃棄

2007/4/1 学務部学生生活課 課外活動係 厚生補導関係 学生賞罰(平成19年度) 学生生活課課外活動係 30 2038/3/31 紙 事務室・書庫 学生支援課長 廃棄

2008/4/1 学務部学生生活課 課外活動係 広報関係 Ｃ－ｍａiｌ(学園だより)(平成20年度) 学生生活課課外活動係 30 2039/3/31 紙 事務室・書庫 学生支援課長 廃棄

2008/4/1 学務部学生生活課 課外活動係 広報関係 われらの学園(平成20年度) 学生生活課課外活動係 30 2039/3/31 紙 事務室・書庫 学生支援課長 廃棄

2008/4/1 学務部学生生活課 課外活動係 厚生補導関係 学生賞罰(平成20年度) 学生生活課課外活動係 30 2039/3/31 紙 事務室・書庫 学生支援課長 廃棄

2009/4/1 学務部学生生活課 課外活動係 広報関係 Ｃ－ｍａiｌ(学園だより)(平成21年度) 学生生活課課外活動係 30 2040/3/31 紙 事務室・書庫 学生支援課長 廃棄

2009/4/1 学務部学生生活課 課外活動係 広報関係 われらの学園(平成21年度) 学生生活課課外活動係 30 2040/3/31 紙 事務室・書庫 学生支援課長 廃棄

2009/4/1 学務部学生生活課 課外活動係 厚生補導関係 学生賞罰(平成21年度) 学生生活課課外活動係 30 2040/3/31 紙 事務室・書庫 学生支援課長 廃棄

2010/4/1 学務部学生生活課 課外活動係 広報関係 Ｃ－ｍａiｌ(学園だより)(平成22年度) 学生生活課課外活動係 30 2041/3/31 紙 事務室・書庫 学生支援課長 廃棄

2010/4/1 学務部学生生活課 課外活動係 広報関係 われらの学園(平成22年度) 学生生活課課外活動係 30 2041/3/31 紙 事務室・書庫 学生支援課長 廃棄

2010/4/1 学務部学生生活課 課外活動係 厚生補導関係 学生賞罰(平成22年度) 学生生活課課外活動係 30 2041/3/31 紙 事務室・書庫 学生支援課長 廃棄

2010/4/1 学務部学生生活課 厚生企画係 大学所有財産関係 消防計画書(平成22年度) 学生生活課厚生企画係 10 2021/3/31 紙 事務室・書庫 学生支援課長 廃棄

2010/4/1 学務部学生生活課 厚生企画係 大学所有財産関係 防火管理者選任(解任)届出書(平成22年度) 学生生活課厚生企画係 10 2021/3/31 紙 事務室・書庫 学生支援課長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 07 広報 Ｃ－ｍａiｌ 学生生活課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 07 広報 Ｃ－ｍａiｌ(保存用) 学生生活課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 07 広報 われらの学園 学生生活課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 07 広報 われらの学園(保存用) 学生生活課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 07 広報 茨大なんでも相談室リーフレット 学生生活課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 07 広報 茨大なんでも相談室リーフレット(保存用) 学生生活課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 07 広報 読んで良かった安全な学生生活マニュアル 学生生活課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 07 広報 読んで良かった安全な学生生活マニュアル(保存用) 学生生活課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 06 学生生活 学生賞罰 学生生活課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 07 広報 Ｃ－ｍａiｌ 学生生活課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 07 広報 Ｃ－ｍａiｌ(保存用) 学生生活課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 07 広報 われらの学園 学生生活課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 07 広報 われらの学園(保存用) 学生生活課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 07 広報 茨大なんでも相談室リーフレット 学生生活課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 07 広報 茨大なんでも相談室リーフレット(保存用) 学生生活課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 07 広報 読んで良かった安全な学生生活マニュアル 学生生活課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 07 広報 読んで良かった安全な学生生活マニュアル(保存用) 学生生活課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄



平成24年度 E 教育一般 06 学生生活 学生賞罰 学生生活課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 07 学生支援 奨学生採用者名簿 学生生活課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 07 広報 Ｃ－ｍａiｌ 学生生活課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 07 広報 Ｃ－ｍａiｌ(保存用) 学生生活課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 07 広報 われらの学園 学生生活課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 07 広報 われらの学園(保存用) 学生生活課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 07 広報 茨大なんでも相談室リーフレット 学生生活課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 07 広報 茨大なんでも相談室リーフレット(保存用) 学生生活課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 07 広報 読んで良かった安全な学生生活マニュアル 学生生活課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 07 広報 読んで良かった安全な学生生活マニュアル(保存用) 学生生活課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 06 学生生活 学生賞罰 学生生活課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 07 学生支援 奨学生採用者名簿 学生生活課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 07 広報 Ｃ－ｍａiｌ 学生生活課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 07 広報 Ｃ－ｍａiｌ(保存用) 学生生活課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 07 広報 われらの学園 学生生活課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 07 広報 われらの学園(保存用) 学生生活課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 07 広報 茨大なんでも相談室リーフレット 学生生活課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 07 広報 茨大なんでも相談室リーフレット(保存用) 学生生活課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 07 広報 読んで良かった安全な学生生活マニュアル 学生生活課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 07 広報 読んで良かった安全な学生生活マニュアル(保存用) 学生生活課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 06 学生生活 学生賞罰 学生生活課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 07 学生支援 奨学生採用者名簿 学生生活課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 中央学生委員会 学生生活課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 保健管理センター運営委員会 学生生活課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 04 運営 使用許可 学生生活課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 07 広報 Ｃ－ｍａiｌ 学生生活課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 07 広報 Ｃ－ｍａiｌ(保存用) 学生生活課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 07 広報 われらの学園 学生生活課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 07 広報 われらの学園(保存用) 学生生活課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 07 広報 茨大なんでも相談室リーフレット 学生生活課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 07 広報 茨大なんでも相談室リーフレット(保存用) 学生生活課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 07 広報 読んで良かった安全な学生生活マニュアル 学生生活課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 07 広報 読んで良かった安全な学生生活マニュアル(保存用) 学生生活課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 08 文書 文書処理簿 学生生活課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 毎月勤労統計調査 学生生活課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 休暇簿 学生生活課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働命令簿 学生生活課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿 学生生活課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 02 出張 旅行命令簿 学生生活課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 購入依頼伝票 学生生活課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄



平成27年度 C 財務 02 決算 預り金収支報告書(厚生) 学生生活課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 預り金収支報告書(生活) 学生生活課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成27年度 C 財務 04 収入 寄宿料債権発生 学生生活課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成27年度 C 財務 06 動産等 固定資産(物品) 学生生活課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成27年度 C 財務 06 動産等 タクシー乗車券受払簿 学生生活課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 諸証明書発行 学生生活課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 04 学籍 学生票(平成25年度入学者) 学生生活課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 06 学生生活 サークル案内誌 学生生活課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 06 学生生活 学生健康診断データ 学生生活課長 2016/4/1 5 2021/3/31 電子（CD-ROM）保管庫 学生支援課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 06 学生生活 学生健康診断データ 学生生活課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 06 学生生活 学生集会行事 学生生活課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 06 学生生活 学生賞罰 学生生活課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 06 学生生活 学生団体 学生生活課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 06 学生生活 学生定期(特殊)健康診断 学生生活課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 06 学生生活 学生定期健康診断 学生生活課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 06 学生生活 学生補導(他機関からの照会) 学生生活課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 06 学生生活 関東甲信越地区大学体育大会 学生生活課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 06 学生生活 事件･事故等 学生生活課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 06 学生生活 新入生歓迎行事 学生生活課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 06 学生生活 体育祭 学生生活課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 06 学生生活 大学祭 学生生活課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 06 学生生活 届出(課外活動) 学生生活課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 06 学生生活 学生安否確認(マ･メール) 学生生活課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 07 学生支援 なんでも相談室データ 学生生活課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 07 学生支援 学生教育研究災害傷害保険 学生生活課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 07 学生支援 学生寮 学生生活課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 07 学生支援 学寮入･退去 学生生活課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 07 学生支援 基金奨学金 学生生活課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 07 学生支援 財団法人･都道府県等奨学金 学生生活課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 07 学生支援 授業料免除 学生生活課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 07 学生支援 奨学生採用者名簿 学生生活課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 07 学生支援 日本学生支援機構奨学金 学生生活課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 07 学生支援 日本学生支援機構奨学金(スカラネット) 学生生活課長 2016/4/1 5 2021/3/31 電子（共有サー事務室 学生支援課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 07 学生支援 日本学生支援機構奨学金(スカラネット) 学生生活課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 07 学生支援 入学料免除 学生生活課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 中央学生委員会 学生生活課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 保健管理センター運営委員会 学生生活課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 04 運営 使用許可 学生生活課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 07 広報 Ｃ－ｍａiｌ 学生生活課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 07 広報 Ｃ－ｍａiｌ(保存用) 学生生活課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄



平成28年度 A 管理一般 07 広報 いばだいガイドブック 学生生活課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 07 広報 いばだいガイドブック(保存用) 学生生活課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 08 文書 文書処理簿 学生生活課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 毎月勤労統計調査 学生生活課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 休暇簿 学生生活課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働命令簿 学生生活課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿 学生生活課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 02 出張 旅行命令簿 学生生活課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 購入依頼伝票 学生生活課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 預り金収支報告書(厚生) 学生生活課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 預り金収支報告書(生活) 学生生活課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成28年度 C 財務 04 収入 寄宿料債権発生 学生生活課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成28年度 C 財務 06 動産等 固定資産(物品) 学生生活課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成28年度 C 財務 06 動産等 タクシー乗車券受払簿 学生生活課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 諸証明書発行 学生生活課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 04 学籍 学生票(平成25年度入学者) 学生生活課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 06 学生生活 サークル案内誌 学生生活課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 06 学生生活 学生健康診断データ 学生生活課長 2017/4/1 5 2022/3/31 電子（CD-ROM）事務室 学生支援課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 06 学生生活 学生健康診断データ 学生生活課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 06 学生生活 学生集会行事 学生生活課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 06 学生生活 学生賞罰 学生生活課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 06 学生生活 学生団体 学生生活課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 06 学生生活 学生定期(特殊)健康診断 学生生活課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 06 学生生活 学生定期健康診断 学生生活課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 06 学生生活 学生補導(他機関からの照会) 学生生活課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 06 学生生活 関東甲信越地区大学体育大会 学生生活課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 06 学生生活 事件･事故等 学生生活課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 06 学生生活 新入生歓迎行事 学生生活課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 06 学生生活 体育祭 学生生活課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 06 学生生活 大学祭 学生生活課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 06 学生生活 届出(課外活動) 学生生活課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 06 学生生活 学生安否確認(マ･メール) 学生生活課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 07 学生支援 なんでも相談室データ 学生生活課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 07 学生支援 学生教育研究災害傷害保険 学生生活課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 07 学生支援 学生寮 学生生活課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 07 学生支援 学寮入･退去 学生生活課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 07 学生支援 基金奨学金 学生生活課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 07 学生支援 財団法人･都道府県等奨学金 学生生活課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 07 学生支援 授業料免除 学生生活課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 07 学生支援 奨学生採用者名簿 学生生活課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄



平成28年度 E 教育一般 07 学生支援 日本学生支援機構奨学金 学生生活課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 07 学生支援 日本学生支援機構奨学金(スカラネット) 学生生活課長 2017/4/1 5 2022/3/31 電子（共有サーバー内） 事務室 学生支援課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 07 学生支援 日本学生支援機構奨学金(スカラネット) 学生生活課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 07 学生支援 入学料免除 学生生活課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 保管庫 学生支援課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 保健委員会 学生支援課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 中央学生委員会 学生支援課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 保健管理センター運営委員会 学生支援課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 全学教育機構学生支援部門会議 学生支援課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 全学教育機構学生支援部門学生生活部会 学生支援課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 全学教育機構学生支援部門バリアフリー推進会議 学生支援課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 茨苑会館 学生支援課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 課外活動共用施設 学生支援課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 学生寮作業日誌 学生支援課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 講堂 学生支援課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 使用許可 学生支援課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 柔剣道場 学生支援課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 草津セミナーハウス 学生支援課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 体育館(小体育館含む) 学生支援課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 体育合宿所(体育練習場含む) 学生支援課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 体育施設(プール･弓道場･アーチェリー場) 学生支援課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 大子合宿研修所 学生支援課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 第１･第２グランド 学生支援課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 福利厚生施設 学生支援課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 07 広報 Ｃ－ｍａiｌ 学生支援課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 07 広報 Ｃ－ｍａiｌ(保存用) 学生支援課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 07 広報 いばだいガイドブック 学生支援課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 07 広報 いばだいガイドブック(保存用) 学生支援課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 08 文書 文書処理簿 学生支援課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 08 文書 法人文書開示 学生支援課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知･照会 学生支援課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 調査･統計･報告(課外) 学生支援課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 調査･統計･報告(厚生) 学生支援課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 毎月勤労統計調査 学生支援課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 休暇簿 学生支援課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働命令簿 学生支援課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿 学生支援課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 02 出張 旅行命令簿 学生支援課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 購入依頼伝票 学生支援課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 預り金収支報告書 学生支援課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成29年度 C 財務 06 動産等 固定資産(物品) 学生支援課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄



平成29年度 C 財務 06 動産等 タクシー乗車券受払簿 学生支援課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 諸証明書発行 学生支援課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 06 学生生活 サークル案内誌 学生支援課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 06 学生生活 学生健康診断データ 学生支援課長 2018/4/1 5 2023/3/31 電子（CD-ROM） 事務室 学生支援課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 06 学生生活 学生健康診断データ 学生支援課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 06 学生生活 学生集会行事 学生支援課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 06 学生生活 学生賞罰 学生支援課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 06 学生生活 学生団体 学生支援課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 06 学生生活 学生定期(特殊)健康診断 学生支援課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 06 学生生活 学生定期健康診断 学生支援課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 06 学生生活 学生表彰 学生支援課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 06 学生生活 学生補導(他機関からの照会) 学生支援課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 06 学生生活 関東甲信越地区大学体育大会 学生支援課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 06 学生生活 事件･事故等 学生支援課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 06 学生生活 新入生歓迎行事 学生支援課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 06 学生生活 体育祭 学生支援課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 06 学生生活 大学祭 学生支援課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 06 学生生活 届出(課外活動) 学生支援課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 06 学生生活 学生安否確認(マ･メール) 学生支援課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 06 学生生活 学長と学生の懇談会 学生支援課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 07 学生支援 なんでも相談室データ 学生支援課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 07 学生支援 学生教育研究災害傷害保険 学生支援課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 07 学生支援 学生寮 学生支援課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 07 学生支援 学寮入･退去 学生支援課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 07 学生支援 基金奨学金 学生支援課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 07 学生支援 財団法人･都道府県等奨学金 学生支援課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 07 学生支援 授業料免除 学生支援課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 07 学生支援 授業料免除 学生支援課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 07 学生支援 奨学生採用者名簿 学生支援課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 07 学生支援 日本学生支援機構奨学金 学生支援課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 07 学生支援 日本学生支援機構奨学金(スカラネット) 学生支援課長 2018/4/1 5 2023/3/31 電子（共有サーバー内） 事務室 学生支援課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 07 学生支援 日本学生支援機構奨学金(スカラネット) 学生支援課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 07 学生支援 入学料免除 学生支援課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 07 学生支援 障害者受験上等配慮 学生支援課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 07 学生支援 障害者合理的配慮 学生支援課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 07 学生支援 障害者支援 学生支援課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 保健委員会 学生支援課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 中央学生委員会 学生支援課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 保健管理センター運営委員会 学生支援課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 全学教育機構学生支援部門会議 学生支援課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄



平成30年度 A 管理一般 03 会議 全学教育機構学生支援部門学生生活部会 学生支援課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 全学教育機構学生支援部門バリアフリー推進会議 学生支援課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 茨苑会館 学生支援課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 課外活動共用施設 学生支援課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 学生寮作業日誌 学生支援課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 講堂 学生支援課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 使用許可 学生支援課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 施設使用 学生支援課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 柔剣道場 学生支援課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 草津セミナーハウス 学生支援課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 体育館(小体育館含む) 学生支援課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 体育合宿所(体育練習場含む) 学生支援課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 体育施設(プール･弓道場･アーチェリー場) 学生支援課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 大子合宿研修所 学生支援課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 第１･第２グランド 学生支援課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 保健管理センター利用状況 学生支援課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 福利厚生施設 学生支援課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 07 広報 Ｃ－ｍａiｌ 学生支援課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 07 広報 Ｃ－ｍａiｌ(保存用) 学生支援課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 07 広報 いばだいガイドブック 学生支援課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 07 広報 いばだいガイドブック(保存用) 学生支援課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 08 文書 文書処理簿 学生支援課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 08 文書 公印使用簿 学生支援課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 10 環境 消防計画書 学生支援課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 10 環境 防火管理者選任（解任）届出書 学生支援課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 学生の健康状況 学生支援課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知･照会 学生支援課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 調査･統計･報告 学生支援課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 労働時間数調査 学生支援課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 休暇簿 学生支援課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働命令簿 学生支援課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿 学生支援課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 02 出張 旅行命令簿 学生支援課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 購入依頼伝票 学生支援課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 預り金収支報告書 学生支援課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成30年度 C 財務 06 動産等 固定資産(物品) 学生支援課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 諸証明書発行 学生支援課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 06 学生生活 サークル案内誌 学生支援課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 06 学生生活 学生健康診断データ 学生支援課長 2019/4/1 5 2024/3/31 電子（CD-ROM） 事務室 学生支援課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 06 学生生活 学生健康診断データ 学生支援課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄



平成30年度 E 教育一般 06 学生生活 学生集会行事 学生支援課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 06 学生生活 学生賞罰 学生支援課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 06 学生生活 学生団体 学生支援課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 06 学生生活 学生定期(特殊)健康診断 学生支援課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 06 学生生活 学生定期健康診断 学生支援課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 06 学生生活 学生表彰 学生支援課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 06 学生生活 学生補導(他機関からの照会) 学生支援課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 06 学生生活 関東甲信越地区大学体育大会 学生支援課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 06 学生生活 事件･事故等 学生支援課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 06 学生生活 新入生歓迎行事 学生支援課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 06 学生生活 体育祭 学生支援課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 06 学生生活 大学祭 学生支援課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 06 学生生活 届出(課外活動) 学生支援課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 06 学生生活 学生安否確認(マ･メール) 学生支援課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 06 学生生活 学長と学生の懇談会 学生支援課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 07 学生支援 なんでも相談室データ 学生支援課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 07 学生支援 学生教育研究災害傷害保険 学生支援課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 07 学生支援 学生寮 学生支援課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 07 学生支援 学寮入･退去 学生支援課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 07 学生支援 基金奨学金 学生支援課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 07 学生支援 財団法人･都道府県等奨学金 学生支援課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 07 学生支援 授業料免除 学生支援課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 07 学生支援 授業料免除 学生支援課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 07 学生支援 奨学生採用者名簿 学生支援課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 07 学生支援 日本学生支援機構奨学金 学生支援課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 07 学生支援 日本学生支援機構奨学金(スカラネット) 学生支援課長 2019/4/1 5 2024/3/31 電子（共有サーバー内） 事務室 学生支援課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 07 学生支援 日本学生支援機構奨学金(スカラネット) 学生支援課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 07 学生支援 入学料免除 学生支援課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 07 学生支援 障害者受験上等配慮 学生支援課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 07 学生支援 障害者合理的配慮 学生支援課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 07 学生支援 障害者支援 学生支援課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

2010/4/1 学務部学生生活課 就職支援係 調査･統計･報告関係 就職･進路状況調査(平成22年度) 学生生活課就職支援係 10 2021/3/31 紙 保管庫 キャリア支援課長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 07 広報 なりわいづくり 学生生活課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 保管庫 キャリア支援課長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 12 統計 就職･進路状況調査 学生生活課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 保管庫 キャリア支援課長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 07 広報 なりわいづくり 学生生活課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 保管庫 キャリア支援課長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 12 統計 就職･進路状況調査 学生生活課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 保管庫 キャリア支援課長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 07 広報 なりわいづくり 学生生活課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 保管庫 キャリア支援課長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 12 統計 就職･進路状況調査 学生生活課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 保管庫 キャリア支援課長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 07 広報 なりわいづくり 学生生活課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 保管庫 キャリア支援課長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 12 統計 就職･進路状況調査 学生生活課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 保管庫 キャリア支援課長 廃棄



平成27年度 A 管理一般 03 会議 学生就職支援センター員会議 学生生活課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 キャリア支援課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 学生就職支援センター運営委員会 学生生活課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 キャリア支援課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 07 広報 なりわいづくり 学生生活課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 保管庫 キャリア支援課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 就職･進路状況調査 学生生活課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 保管庫 キャリア支援課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師任用(就職セ) 学生生活課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 保管庫 キャリア支援課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 07 学生支援 学内合同企業説明会 学生生活課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 キャリア支援課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 07 学生支援 就職ガイダンス 学生生活課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 キャリア支援課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 学生就職支援センター員会議 学生生活課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 保管庫 キャリア支援課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 学生就職支援センター運営委員会 学生生活課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 保管庫 キャリア支援課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 07 広報 なりわいづくり 学生生活課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 保管庫 キャリア支援課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 就職･進路状況調査 学生生活課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 保管庫 キャリア支援課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師任用(就職セ) 学生生活課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 保管庫 キャリア支援課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 07 学生支援 学内合同企業説明会 学生生活課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 保管庫 キャリア支援課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 07 学生支援 就職ガイダンス 学生生活課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 保管庫 キャリア支援課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 就職支援･キャリア教育推進部会会議 キャリア支援課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 キャリア支援課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 07 学生支援 求人票 キャリア支援課長 2018/4/1 3 2021/3/31 電子（CD-ROM） 事務室 キャリア支援課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 07 学生支援 インターンシップ キャリア支援課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 事務室 キャリア支援課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 07 学生支援 学内合同企業説明会 キャリア支援課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 キャリア支援課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 07 学生支援 就職ガイダンス キャリア支援課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 キャリア支援課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内通知 キャリア支援課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 事務室 キャリア支援課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 学外通知 キャリア支援課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 キャリア支援課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 就職･進路状況調査 キャリア支援課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 キャリア支援課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師任用(キャリアセンター) キャリア支援課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室 キャリア支援課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 就職支援･キャリア教育推進部会会議 キャリア支援課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 キャリア支援課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 07 学生支援 求人票 キャリア支援課長 2019/4/1 3 2022/3/31 電子（CD-ROM） 事務室 キャリア支援課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 07 学生支援 インターンシップ キャリア支援課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 事務室 キャリア支援課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 07 学生支援 学内合同企業説明会 キャリア支援課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 キャリア支援課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 07 学生支援 就職ガイダンス キャリア支援課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 キャリア支援課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内通知 キャリア支援課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 事務室 キャリア支援課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 学外通知 キャリア支援課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 キャリア支援課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 就職･進路状況調査 キャリア支援課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 キャリア支援課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師任用(キャリアセンター) キャリア支援課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 事務室 キャリア支援課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 保健管理センター 保健委員会 学生支援課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 厚生企画G 中央学生委員会 学生支援課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 保健管理センター 保健管理センター運営委員会 学生支援課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 厚生企画G 全学教育機構学生支援部門会議 学生支援課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 厚生企画G 全学教育機構学生支援部門学生生活部会 学生支援課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 バリアフリー 全学教育機構学生支援部門バリアフリー推進会議 学生支援課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 厚生企画G 茨苑会館 学生支援課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 厚生企画G 課外活動共用施設 学生支援課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄



令和元年度 A 管理一般 04 運営 厚生企画G 学生寮作業日誌 学生支援課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 厚生企画G 講堂 学生支援課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 厚生企画G 草津セミナーハウス 学生支援課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 厚生企画G 体育館(小体育館含む) 学生支援課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 厚生企画G 体育合宿所(体育練習場含む) 学生支援課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 厚生企画G 体育施設(プール･弓道場･アーチェリー場) 学生支援課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 厚生企画G 大子合宿研修所 学生支援課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 厚生企画G 第１･第２グランド 学生支援課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 保健管理センター 保健管理センター利用状況 学生支援課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 厚生企画G 福利厚生施設 学生支援課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 07 広報 厚生企画G Ｃ－ｍａiｌ 学生支援課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 07 広報 厚生企画G Ｃ－ｍａiｌ(保存用) 学生支援課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 07 広報 厚生企画G いばだいガイドブック 学生支援課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 07 広報 厚生企画G いばだいガイドブック(保存用) 学生支援課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 08 文書 厚生企画G 文書処理簿 学生支援課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 08 文書 厚生企画G 公印使用簿 学生支援課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 10 環境 厚生企画G 防火管理者選任（解任）届出書 学生支援課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 保健管理センター 学生の健康状況 学生支援課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 厚生企画G 学内での通知･照会 学生支援課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 厚生企画G 調査･統計･報告 学生支援課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 厚生企画G 労働時間数調査 学生支援課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 厚生企画G 休暇簿 学生支援課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 厚生企画G 時間外労働命令簿 学生支援課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 厚生企画G 出勤簿 学生支援課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 02 出張 厚生企画G 旅行命令簿 学生支援課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 厚生企画G 購入依頼伝票 学生支援課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 厚生企画G 預り金収支報告書 学生支援課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

令和元年度 C 財務 06 動産等 厚生企画G 固定資産(物品) 学生支援課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 厚生企画G 諸証明書発行 学生支援課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 06 学生生活 保健管理センター 学生健康診断データ 学生支援課長 2020/4/1 5 2025/3/31 電子（CD-ROM）事務室 学生支援課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 06 学生生活 保健管理センター 学生健康診断データ 学生支援課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 06 学生生活 厚生企画G 学生集会行事 学生支援課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 06 学生生活 厚生企画G 学生賞罰 学生支援課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 06 学生生活 厚生企画G 学生団体 学生支援課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 06 学生生活 保健管理センター 学生定期(特殊)健康診断 学生支援課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 06 学生生活 保健管理センター 学生定期健康診断 学生支援課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 06 学生生活 厚生企画G 学生表彰 学生支援課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 06 学生生活 厚生企画G 学生補導(他機関からの照会) 学生支援課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 06 学生生活 厚生企画G 関東甲信越地区大学体育大会 学生支援課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 06 学生生活 厚生企画G 大学スポーツ協会（ＵＮＩＶＡＳ） 学生支援課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄



令和元年度 E 教育一般 06 学生生活 厚生企画G 事件･事故等 学生支援課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 06 学生生活 厚生企画G 新入生歓迎行事 学生支援課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 06 学生生活 厚生企画G 大学祭 学生支援課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 06 学生生活 厚生企画G 届出(課外活動) 学生支援課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 06 学生生活 厚生企画G 学生安否確認(マ･メール) 学生支援課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 06 学生生活 厚生企画G 学長と学生の懇談会 学生支援課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 07 学生支援 バリアフリー なんでも相談室データ 学生支援課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 07 学生支援 厚生企画G 学生教育研究災害傷害保険 学生支援課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 07 学生支援 厚生企画G 学生寮 学生支援課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 07 学生支援 厚生企画G 学寮入･退去 学生支援課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 07 学生支援 生活支援G 基金奨学金 学生支援課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 07 学生支援 生活支援G 財団法人･都道府県等奨学金 学生支援課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 07 学生支援 生活支援G 授業料免除 学生支援課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 07 学生支援 生活支援G 授業料免除 学生支援課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 07 学生支援 生活支援G 奨学生採用者名簿 学生支援課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 07 学生支援 生活支援G 日本学生支援機構奨学金 学生支援課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 07 学生支援 生活支援G 日本学生支援機構奨学金(スカラネット) 学生支援課長 2020/4/1 5 2025/3/31 電子（共有サー事務室 学生支援課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 07 学生支援 生活支援G 日本学生支援機構奨学金(スカラネット) 学生支援課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 07 学生支援 生活支援G 入学料免除 学生支援課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 07 学生支援 厚生企画G 障害者受験上等配慮 学生支援課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 07 学生支援 厚生企画G 障害者合理的配慮 学生支援課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 07 学生支援 厚生企画G 障害者支援 学生支援課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 キャリアセンター 就職支援･キャリア教育推進部会会議 キャリア支援課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 07 学生支援 キャリアセンター 求人票 キャリア支援課長 2020/4/1 3 2023/3/31 電子（CD-ROM）事務室 学生支援課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 07 学生支援 キャリアセンター インターンシップ キャリア支援課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 07 学生支援 キャリアセンター 学内合同企業説明会 キャリア支援課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 07 学生支援 キャリアセンター 就職ガイダンス キャリア支援課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 キャリアセンター 学内通知 キャリア支援課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 キャリアセンター 学外通知 キャリア支援課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 キャリアセンター 就職･進路状況調査 キャリア支援課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 04 任免 キャリアセンター 非常勤講師任用(キャリアセンター) キャリア支援課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 07 学生支援 生活支援G 高等教育の修学支援新制度 学生支援課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 01 法令･規則 学内規則制定･改廃依頼 学務部国際交流課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 01 法令･規則 学内規則制定･改廃依頼 学務部国際交流課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 03 会議 国際交流委員会(平成23年度) 企画課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 03 会議 国際化強化WG 企画課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 03 会議 国際交流委員会(平成24年度) 企画課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 03 会議 国際化強化WG 企画課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 03 会議 国際交流委員会(平成25年度) 企画課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 03 会議 国際交流委員会(平成26年度) 企画課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄



平成27年度 A 管理一般 03 会議 茨城地域留学生交流推進協議会 留学交流課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 教育改革推進会議 留学交流課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 国際交流委員会 留学交流課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 留学交流専門委員会 留学交流課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 留学生センター教員会議 留学交流課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 国際交流委員会 国際戦略室副室長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 国際交流委員会 留学交流課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 茨城地域留学生交流推進協議会 留学交流課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 留学生センター教員会議 留学交流課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 教育改革推進会議 留学交流課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内倉庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 留学交流専門委員会 留学交流課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 国際交流委員会 国際戦略室副室長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 国際教育部門会議 学務部国際交流課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 国際交流点検評価専門委員会 学務部国際交流課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 茨城地域留学生交流推進協議会 学務部国際交流課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 国際交流委員会 学務部国際交流課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 グローバル教育センター教員会議 学務部国際交流課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 国際交流点検評価専門委員会 学務部国際交流課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 国際教育部門会議 学務部国際交流課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 全学教育機構執行部会議 学務部国際交流課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 部内会議 学務部国際交流課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 茨城地域留学生交流推進協議会 学務部国際交流課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 国際交流委員会 学務部国際交流課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 全学教育機構執行部会議 学務部国際交流課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 グローバル教育センター教員会議 学務部国際交流課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 部内会議 学務部国際交流課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 茨城地域留学生交流推進協議会 学務部国際交流課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 国際教育部門会議 学務部国際交流課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 国際交流委員会 学務部国際交流課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 04 運営 運営 国際戦略室副室長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 04 運営 運営 国際戦略室副室長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 茨城大学水戸地区国際交流会館業務日報 学務部国際交流課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 運営 学務部国際交流課長 2018/4/1 5 2028/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 運営 学務部国際交流課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 運営 学務部国際交流課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 05 統計･企画 年度計画 留学交流課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 05 統計･企画 年度計画 留学交流課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 05 統計･企画 年度計画 留学交流課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 05 統計･企画 年度計画 留学交流課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 留学交流課事務室 学務部国際交流課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 05 統計･企画 年度計画 留学交流課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄



平成28年度 A 管理一般 05 統計･企画 年度計画 留学交流課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 05 統計･企画 年度計画 学務部国際交流課長 2018/4/1 30 2028/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成22年度 A 管理一般 06 評価 事業年度に係る業務の実績に関する報告書、事業年度に係る業務の実績に関する自己点検評 留学交流課長 2011/4/1 10 2021/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 06 評価 事業年度に係る業務の実績に関する報告書、事業年度に係る業務の実績に関する自己点検評 留学交流課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 06 評価 第３期中期計画･中期目標 国際戦略室副室長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 06 評価 第３期中期計画･中期目標 国際戦略室副室長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 06 評価 第３期中期計画･中期目標 学務部国際交流課長 2018/4/1 30 2028/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 07 広報 留学生センターニュース 留学交流課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 07 広報 広報 国際戦略室副室長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 07 広報 広報 国際戦略室副室長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 07 広報 広報 学務部国際交流課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 08 文書 公印使用簿 留学交流課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 08 文書 文書処理簿 留学交流課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 08 文書 郵便物発送伝票 留学交流課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 08 文書 公印管理 留学交流課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 08 文書 公印使用簿 留学交流課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 08 文書 文書処理簿 留学交流課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 08 文書 郵便物発送伝票 留学交流課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 08 文書 公印使用簿 学務部国際交流課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 08 文書 文書処理簿 学務部国際交流課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 08 文書 郵便物発送伝票 学務部国際交流課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 08 文書 茨城大学水戸地区国際交流会館業務日報 学務部国際交流課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 08 文書 公印使用簿 学務部国際交流課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 08 文書 文書処理簿 学務部国際交流課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 08 文書 郵便物発送伝票 学務部国際交流課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 08 文書 郵便物発送伝票 学務部国際交流課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 08 文書 文書処理簿 学務部国際交流課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 08 文書 茨城大学水戸地区国際交流会館業務日報 学務部国際交流課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 08 文書 公印使用簿 学務部国際交流課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 他機関からの通知･依頼･照会･回答 留学交流課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 調査 留学交流課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 他機関からの通知･依頼･照会･回答 留学交流課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 調査 留学交流課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知･照会　①② 学務部国際交流課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関からの通知･依頼･照会･回答 学務部国際交流課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 調査 学務部国際交流課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知･照会　①② 学務部国際交流課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関からの通知･依頼･照会･回答 学務部国際交流課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 調査 学務部国際交流課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知･照会 学務部国際交流課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄



令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関からの通知･依頼･照会･回答 学務部国際交流課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 調査 学務部国際交流課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 00 総括 人事 国際戦略室副室長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 00 総括 人事 国際戦略室副室長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 勤務状況/時間外労働命令簿 留学交流課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿 留学交流課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 勤務状況/時間外労働命令簿 留学交流課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿 留学交流課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 年次有給休暇簿 学務部国際交流課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 勤務状況/時間外労働命令簿 学務部国際交流課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿 学務部国際交流課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 年次有給休暇簿 学務部国際交流課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 勤務状況/時間外労働命令簿 学務部国際交流課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿 学務部国際交流課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 勤務状況/時間外労働命令簿 学務部国際交流課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 年次有給休暇簿 学務部国際交流課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿 学務部国際交流課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成19年度 B 教職員 04 任免 人事･労務 留学交流課長 2008/4/1 30 2038/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成21年度 B 教職員 04 任免 人事･労務 留学交流課長 2010/4/1 30 2040/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成22年度 B 教職員 04 任免 人事･労務 留学交流課長 2011/4/1 30 2041/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 04 任免 人事･労務 留学交流課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 04 任免 人事･労務 留学交流課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 留学交流課事務室 学務部国際交流課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 04 任免 人事･労務 留学交流課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 留学交流課事務室 学務部国際交流課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 04 任免 人事･労務 留学交流課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 04 任免 人事･労務 留学交流課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 04 任免 人事･労務 学務部国際交流課長 2018/4/1 30 2028/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 04 任免 人事･労務 学務部国際交流課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 04 任免 人事･労務 学務部国際交流課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成24年度 C 財務 01 予算 人事･労務 留学交流課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成27年度 C 財務 01 予算 外国人留学生経費/予算 留学交流課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成27年度 C 財務 01 予算 会計･支出 留学交流課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成27年度 C 財務 01 予算 予算 国際戦略室副室長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成27年度 C 財務 01 予算 預り金（国際交流会館　運営費/洗濯機･乾燥機使用料） 留学交流課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成28年度 C 財務 01 予算 外国人留学生経費/予算 留学交流課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成28年度 C 財務 01 予算 会計･支出 留学交流課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成28年度 C 財務 01 予算 予算 国際戦略室副室長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成28年度 C 財務 01 予算 預り金（国際交流会館　運営費/洗濯機･乾燥機使用料） 留学交流課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成29年度 C 財務 01 予算 外国人留学生経費/予算 学務部国際交流課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成29年度 C 財務 01 予算 会計･支出 学務部国際交流課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成29年度 C 財務 01 予算 預り金（国際交流会館　運営費/洗濯機･乾燥機使用料） 学務部国際交流課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄



平成30年度 C 財務 01 予算 予算 学務部国際交流課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成30年度 C 財務 01 予算 会計･支出 学務部国際交流課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成30年度 C 財務 01 予算 預り金（国際交流会館　運営費/洗濯機･乾燥機使用料） 学務部国際交流課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

令和元年度 C 財務 01 予算 会計･支出 学務部国際交流課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

令和元年度 C 財務 01 予算 予算 学務部国際交流課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

令和元年度 C 財務 01 予算 預り金（国際交流会館　運営費/洗濯機･乾燥機使用料） 学務部国際交流課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 預り金（派遣･留学生奨学金） 留学交流課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 預り金収支報告書（国費留学生緊急援助採用） 留学交流課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 預り金収支報告書（日本学生支援機構奨学金） 留学交流課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 預り金（派遣･留学生奨学金） 留学交流課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 預り金収支報告書（国費留学生緊急援助採用） 留学交流課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 預り金収支報告書（日本学生支援機構奨学金） 留学交流課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 預り金（派遣･留学生奨学金） 学務部国際交流課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 預り金収支報告書（国費留学生緊急援助採用） 学務部国際交流課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 預り金収支報告書（日本学生支援機構奨学金） 学務部国際交流課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 預り金（派遣･留学生奨学金） 学務部国際交流課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 預り金収支報告書 学務部国際交流課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 預り金（派遣･留学生奨学金） 学務部国際交流課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 預り金収支報告書 学務部国際交流課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成27年度 C 財務 04 収入 共益費･清掃費領収台帳 留学交流課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成28年度 C 財務 04 収入 共益費･清掃費領収台帳 留学交流課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成29年度 C 財務 04 収入 共益費･清掃費領収台帳 学務部国際交流課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成30年度 C 財務 04 収入 共益費･清掃費領収台帳 学務部国際交流課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

令和元年度 C 財務 04 収入 共益費･清掃費領収台帳 学務部国際交流課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成27年度 C 財務 06 動産等 資産管理 留学交流課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成28年度 C 財務 06 動産等 資産管理 留学交流課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成29年度 C 財務 06 動産等 資産管理 学務部国際交流課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成30年度 C 財務 06 動産等 資産管理 学務部国際交流課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

令和元年度 C 財務 06 動産等 資産管理 学務部国際交流課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成22年度 E 教育一般 04 学籍 外国人留学生学籍異動 留学交流課長 2011/4/1 10 2021/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 04 学籍 外国人留学生学籍異動 留学交流課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 04 学籍 留学生名簿 留学交流課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 04 学籍 留学生数･名簿 留学交流課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 04 学籍 外国人留学生学籍異動 留学交流課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 04 学籍 留学生名簿 留学交流課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 04 学籍 留学生数･名簿 留学交流課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 04 学籍 外国人留学生学籍異動 留学交流課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 留学交流課事務室 学務部国際交流課長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 04 学籍 留学生数･名簿 留学交流課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 04 学籍 外国人留学生学籍異動 留学交流課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 留学交流課事務室 学務部国際交流課長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 04 学籍 留学生数･名簿 留学交流課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄



平成27年度 E 教育一般 04 学籍 外国人留学生学籍異動 留学交流課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 04 学籍 留学生数･名簿 留学交流課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 04 学籍 外国人留学生学籍異動 留学交流課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 04 学籍 留学生数･名簿 留学交流課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 04 学籍 外国人留学生学籍異動 学務部国際交流課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 04 学籍 留学生数･名簿 学務部国際交流課長 2018/4/1 30 2028/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 04 学籍 外国人留学生学籍異動 学務部国際交流課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 04 学籍 留学生数･名簿 学務部国際交流課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 04 学籍 外国人留学生学籍異動 学務部国際交流課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 04 学籍 留学生数･名簿 学務部国際交流課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 05 非正規生 外国人留学生（非正規学生）受入　①②③ 留学交流課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 05 非正規生 外国人留学生（非正規学生）受入　①② 留学交流課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 05 非正規生 外国人留学生（非正規学生）受入　①② 学務部国際交流課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 05 非正規生 外国人留学生（非正規学生）受入　①② 学務部国際交流課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 05 非正規生 外国人留学生（非正規学生）受入　①② 学務部国際交流課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成22年度 E 教育一般 07 学生支援 茨城大学外国人留学生緊急貸付金制度 留学交流課長 2011/4/1 10 2021/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 07 学生支援 茨城大学外国人留学生緊急貸付金制度 留学交流課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 07 学生支援 茨城大学外国人留学生緊急貸付金制度 留学交流課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 留学交流課事務室 学務部国際交流課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 07 学生支援 学習奨励費 留学交流課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 07 学生支援 学研災付帯海学 留学交流課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 07 学生支援 学生旅費支援金 国際戦略室副室長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 07 学生支援 学習奨励費 留学交流課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 07 学生支援 学研災付帯海学 留学交流課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 07 学生支援 学生旅費支援金 国際戦略室副室長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 07 学生支援 各種奨学金　①②③ 学務部国際交流課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 07 学生支援 学習奨励費 学務部国際交流課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 07 学生支援 学研災付帯海学 学務部国際交流課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 07 学生支援 学生旅費支援金 学務部国際交流課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 07 学生支援 留学生危機管理サービス（JCSOS･OSSMA) 学務部国際交流課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 07 学生支援 交換留学生派遣①②③ 学務部国際交流課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 07 学生支援 各種奨学金　①②③ 学務部国際交流課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 07 学生支援 学習奨励費 学務部国際交流課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 07 学生支援 学研災付帯海学 学務部国際交流課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 07 学生支援 学生旅費支援金 学務部国際交流課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 07 学生支援 教務ポータルシステム掲示 学務部国際交流課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 07 学生支援 交換留学生派遣①②③ 学務部国際交流課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 07 学生支援 トビタテ！留学JAPAN 学務部国際交流課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 07 学生支援 留学生危機管理サービス（OSSMA) 学務部国際交流課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 07 学生支援 各種奨学金　①②③ 学務部国際交流課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 07 学生支援 学習奨励費 学務部国際交流課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄



令和元年度 E 教育一般 07 学生支援 学研災付帯海学 学務部国際交流課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 07 学生支援 学生旅費支援金 学務部国際交流課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 07 学生支援 教務ポータルシステム掲示 学務部国際交流課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 07 学生支援 交換留学生派遣 学務部国際交流課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 07 学生支援 トビタテ！留学JAPAN 学務部国際交流課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 07 学生支援 留学生危機管理サービス（OSSMA) 学務部国際交流課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成19年度 E 教育一般 08 留学生 日本語教育プログラム 留学交流課長 2008/4/1 無期限 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成20年度 E 教育一般 08 留学生 日本語教育プログラム 留学交流課長 2009/4/1 無期限 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成21年度 E 教育一般 08 留学生 日本語教育プログラム 留学交流課長 2010/4/1 無期限 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成22年度 E 教育一般 08 留学生 国費　大学推薦 留学交流課長 2011/4/1 10 2021/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成22年度 E 教育一般 08 留学生 国費外国人国内採用 留学交流課長 2011/4/1 10 2021/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成22年度 E 教育一般 08 留学生 マレーシア政府派遣留学生 留学交流課長 2011/4/1 10 2021/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成22年度 E 教育一般 08 留学生 留学生センター行事 留学交流課長 2011/4/1 10 2021/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成22年度 E 教育一般 08 留学生 忠北大学校との学生交流事業 留学交流課長 2011/4/1 10 2021/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成22年度 E 教育一般 08 留学生 日韓共同理工系学部留学生 留学交流課長 2011/4/1 10 2021/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成22年度 E 教育一般 08 留学生 入管関係（通知等） 留学交流課長 2011/4/1 10 2021/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成22年度 E 教育一般 08 留学生 留学生支援団体･地域の方々との交流事業 留学交流課長 2011/4/1 10 2021/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成22年度 E 教育一般 08 留学生 国費外国人大使館推薦 留学交流課長 2011/4/1 10 2021/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成22年度 E 教育一般 08 留学生 日本語教育プログラム 留学交流課長 2011/4/1 無期限 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 08 留学生 23年10月渡日協定校からの短期留学応募書類（原本） 留学交流課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 08 留学生 交換留学生に係る在留資格認定証明書申請①② 留学交流課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 08 留学生 国費　外国人留学生延長 留学交流課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 08 留学生 国費　給与　①② 留学交流課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 08 留学生 国費　大学推薦 留学交流課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 08 留学生 国費外国人国内採用 ①② 留学交流課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 08 留学生 国費外国人大使館推薦 留学交流課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 08 留学生 マレーシア政府派遣留学生 留学交流課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 08 留学生 留学生交流支援制度（短期受入）奨学金/茨城大学国際交流事業交流推進奨学金 留学交流課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 08 留学生 外国人留学生のためのガイドブック 留学交流課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 08 留学生 協定校からの短期留学（受入）　①② 留学交流課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 08 留学生 日韓共同理工系学部留学生 留学交流課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 08 留学生 入管関係（通知等） 留学交流課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 08 留学生 留学生センター関係 留学交流課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 08 留学生 留学生支援団体･地域の方々との交流事業 留学交流課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 08 留学生 外国政府派遣留学生受入 留学交流課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 08 留学生 学生交流事業 留学交流課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 08 留学生 交換留学生受入及び短期留学推進制度（受入） 留学交流課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 08 留学生 交換留学生派遣及び短期留学推進制度（派遣）1/2,2/2 留学交流課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 08 留学生 国費外国人留学生受入 留学交流課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 08 留学生 私費外国人留学生（非正規学生）受入①② 留学交流課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄



平成23年度 E 教育一般 08 留学生 留学生帰国旅費･渡日旅費 留学交流課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 08 留学生 日本語教育プログラム 留学交流課長 2012/4/1 無期限 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 08 留学生 日本語研修コース （成績） 留学交流課長 2012/4/1 無期限 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 08 留学生 外国人留学生（非正規学生）受入 留学交流課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 08 留学生 外国人留学生のためのガイドブック 留学交流課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 08 留学生 学生交流事業 留学交流課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 08 留学生 協定校からの短期留学（受入） 留学交流課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 08 留学生 交換留学生派遣及び短期留学推進制度（派遣） 留学交流課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 08 留学生 国費外国人留学生延長 留学交流課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 08 留学生 国費大国人大使館推薦 留学交流課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 08 留学生 マレーシア政府派遣留学生 留学交流課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 08 留学生 留学生センター行事 留学交流課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 08 留学生 交換留学生受入及び短期留学推進制度（受入） 留学交流課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 08 留学生 留学生支援団体･地域の方々との交流事業 留学交流課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 08 留学生 10月協定校からの短期留学応募書類（原本） 留学交流課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 08 留学生 4月協定校からの短期留学応募書類（原本） 留学交流課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 08 留学生 外国政府派遣留学生受入 留学交流課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 08 留学生 交換留学生に係る在留資格認定証明書申請 留学交流課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 08 留学生 国費　大学推薦 留学交流課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 08 留学生 国費外国人国内採用 留学交流課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 08 留学生 国費外国人留学生受入 留学交流課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 08 留学生 日韓共同理工系学部留学生 留学交流課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 08 留学生 日本語研修コース（行事） 留学交流課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 08 留学生 国費　給与　①② 留学交流課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 08 留学生 国費留学生帰国旅費･渡日旅費 留学交流課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 08 留学生 入管関係（通知等） 留学交流課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 08 留学生 留学生交流支援制度（短期受入）奨学金/茨城大学国際交流事業交流推進奨学金 留学交流課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 08 留学生 日本語教育プログラム 留学交流課長 2013/4/1 無期限 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 08 留学生 日本語研修コース （成績） 留学交流課長 2013/4/1 無期限 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 08 留学生 25年10月渡日協定校からの短期留学応募書類（原本） 留学交流課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 留学交流課事務室 学務部国際交流課長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 08 留学生 25年4月渡日協定校からの短期留学応募書類（原本） 留学交流課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 留学交流課事務室 学務部国際交流課長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 08 留学生 メレーしア政府派遣留学生 留学交流課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 08 留学生 外国人留学生（非正規学生）受入　①② 留学交流課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 留学交流課事務室 学務部国際交流課長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 08 留学生 外国政府派遣留学生受入 留学交流課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 留学交流課事務室 学務部国際交流課長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 08 留学生 学生交流事業 留学交流課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 留学交流課事務室 学務部国際交流課長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 08 留学生 協定校からの短期留学（受入） 留学交流課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 留学交流課事務室 学務部国際交流課長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 08 留学生 交換留学生に係る在留資格認定証明書申請①② 留学交流課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 留学交流課事務室 学務部国際交流課長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 08 留学生 交換留学生受入及び短期留学推進制度（受入） 留学交流課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 留学交流課事務室 学務部国際交流課長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 08 留学生 交換留学生派遣及び短期留学推進制度（派遣）　①② 留学交流課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 留学交流課事務室 学務部国際交流課長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 08 留学生 交換留学生派遣及び短期留学推進制度（派遣）ＪＣＳＯＳ 留学交流課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 留学交流課事務室 学務部国際交流課長 廃棄



平成25年度 E 教育一般 08 留学生 国費外国人国内採用 留学交流課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 留学交流課事務室 学務部国際交流課長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 08 留学生 国費外国人大使館推薦 留学交流課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 留学交流課事務室 学務部国際交流課長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 08 留学生 国費外国人留学生受入 留学交流課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 留学交流課事務室 学務部国際交流課長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 08 留学生 国費外国人留学生延長 留学交流課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 留学交流課事務室 学務部国際交流課長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 08 留学生 国費給与 留学交流課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 留学交流課事務室 学務部国際交流課長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 08 留学生 国費大学推薦 留学交流課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 留学交流課事務室 学務部国際交流課長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 08 留学生 日韓共同理工系学部留学生 留学交流課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 留学交流課事務室 学務部国際交流課長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 08 留学生 日本語研修コース（行事） 留学交流課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 留学交流課事務室 学務部国際交流課長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 08 留学生 入管関係（通知等） 留学交流課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 留学交流課事務室 学務部国際交流課長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 08 留学生 留学生センター行事 留学交流課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 留学交流課事務室 学務部国際交流課長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 08 留学生 留学生交流支援制度（短期受入）奨学金/茨城大学国際交流事業交流推進奨学金 留学交流課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 留学交流課事務室 学務部国際交流課長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 08 留学生 留学生支援団体･地域の方々との交流事業 留学交流課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 留学交流課事務室 学務部国際交流課長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 08 留学生 日本語教育プログラム 留学交流課長 2014/4/1 無期限 紙 留学交流課事務室 学務部国際交流課長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 08 留学生 日本語研修コース（成績） 留学交流課長 2014/4/1 無期限 紙 留学交流課事務室 学務部国際交流課長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 08 留学生 26年10月渡日協定校からの短期留学応募書類（原本） 留学交流課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 留学交流課事務室 学務部国際交流課長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 08 留学生 26年4月渡日協定校からの短期留学応募書類（原本） 留学交流課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 留学交流課事務室 学務部国際交流課長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 08 留学生 マレーシア政府派遣留学生 留学交流課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 08 留学生 外国人留学生（非正規学生）受入　①② 留学交流課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 08 留学生 協定校からの短期留学（受入） 留学交流課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 留学交流課事務室 学務部国際交流課長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 08 留学生 交換留学生に係る在留資格認定証明書申請 ①② 留学交流課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 留学交流課事務室 学務部国際交流課長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 08 留学生 交換留学生派遣及び短期留学推進制度（派遣）　①②③ 留学交流課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 留学交流課事務室 学務部国際交流課長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 08 留学生 交換留学生派遣及び短期留学推進制度（派遣）ＪＣＳＯＳ 留学交流課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 留学交流課事務室 学務部国際交流課長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 08 留学生 国費外国人国内採用 留学交流課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 留学交流課事務室 学務部国際交流課長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 08 留学生 国費外国人大使館推薦 留学交流課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 留学交流課事務室 学務部国際交流課長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 08 留学生 国費外国人留学生延長 留学交流課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 留学交流課事務室 学務部国際交流課長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 08 留学生 国費外国人留学生受入 留学交流課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 留学交流課事務室 学務部国際交流課長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 08 留学生 国費給与 留学交流課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 留学交流課事務室 学務部国際交流課長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 08 留学生 国費大学推薦 留学交流課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 留学交流課事務室 学務部国際交流課長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 08 留学生 国費留学生帰国旅費･渡日旅費 留学交流課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 留学交流課事務室 学務部国際交流課長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 08 留学生 日韓共同理工系学部留学生 留学交流課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 留学交流課事務室 学務部国際交流課長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 08 留学生 日本語研修コース（行事） 留学交流課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 留学交流課事務室 学務部国際交流課長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 08 留学生 入管関係（通知等） 留学交流課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 08 留学生 留学生センター行事 留学交流課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 08 留学生 留学生交流支援制度（短期受入）奨学金/茨城大学国際交流事業交流推進奨学金 留学交流課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 留学交流課事務室 学務部国際交流課長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 08 留学生 留学生支援団体･地域の方々との交流事業 留学交流課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 08 留学生 日本語教育プログラム 留学交流課長 2015/4/1 無期限 紙 留学交流課事務室 学務部国際交流課長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 08 留学生 日本語研修コース（成績） 留学交流課長 2015/4/1 無期限 紙 留学交流課事務室 学務部国際交流課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 08 留学生 茨城県留学生親善大使 留学交流課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 08 留学生 チューター（採用･実施･報告･謝金） 留学交流課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 08 留学生 ホームステイ 留学交流課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄



平成27年度 E 教育一般 08 留学生 外国人留学生カード 留学交流課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 08 留学生 国際交流会館入･退去 留学交流課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 08 留学生 国際交流協会 留学交流課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 08 留学生 就職支援 留学交流課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 08 留学生 証明書発行 留学交流課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 08 留学生 留学交流室チューター 留学交流課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 08 留学生 留学生センター行事、印刷物 留学交流課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 08 留学生 留学生支援団体･地域の方々との交流事業 留学交流課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 08 留学生 マレーシア政府派遣留学生 留学交流課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 08 留学生 茨城大学交換留学特別聴講学生奨学金 留学交流課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 08 留学生 協定校からの短期留学（受入）　①② 留学交流課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 08 留学生 交換留学生に係る在留資格認定証明書申請　①② 留学交流課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 08 留学生 交換留学生派遣及び短期留学推進制度（派遣）　①②③　 留学交流課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 08 留学生 交換留学生派遣及び短期留学推進制度（派遣）ＪＣＳＯＳ 留学交流課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 08 留学生 国費　外国人国内採用 留学交流課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 08 留学生 国費　外国人大使館推薦 留学交流課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 08 留学生 国費　外国人留学生延長 留学交流課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 08 留学生 国費　大学推薦 留学交流課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 08 留学生 国費外国人留学生受入 留学交流課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 08 留学生 国費給与　①② 留学交流課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 08 留学生 国費留学生帰国旅費･渡日旅費 留学交流課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 08 留学生 日韓共同理工系学部留学生 留学交流課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 08 留学生 日本語研修コース（行事） 留学交流課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 08 留学生 入管関係（通知等） 留学交流課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 08 留学生 平成27年　4月渡日　協定校からの短期留学応募書類（原本） 留学交流課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 08 留学生 平成27年10月渡日　協定校からの短期留学応募書類（原本） 留学交流課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 08 留学生 留学生センター行事 留学交流課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 08 留学生 留学生交流支援制度（短期受入）奨学金/茨城大学国際交流事業交流推進奨学金 留学交流課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 08 留学生 日本語教育プログラム 留学交流課長 2016/4/1 無期限 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 08 留学生 日本語研修コース（成績） 留学交流課長 2015/4/1 無期限 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 08 留学生 茨城県留学生親善大使 留学交流課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 08 留学生 外国人留学生カード 留学交流課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 08 留学生 チューター（採用･実施･報告･謝金） 留学交流課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 08 留学生 ホームステイ 留学交流課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 08 留学生 国際交流会館入･退去 留学交流課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 08 留学生 国際交流協会 留学交流課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 08 留学生 就職支援 留学交流課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 08 留学生 証明書発行 留学交流課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 08 留学生 留学交流室チューター 留学交流課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 08 留学生 留学生センター行事、印刷物 留学交流課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄



平成28年度 E 教育一般 08 留学生 留学生交流支援制度（短期受入）奨学金/茨城大学国際交流事業交流推進奨学金 留学交流課長 2017/4/1 5 2027/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 08 留学生 留学生支援団体･地域の方々との交流事業 留学交流課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 08 留学生 マレーシア政府派遣留学生 留学交流課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 08 留学生 茨城大学交換留学特別聴講学生奨学金 留学交流課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 08 留学生 協定校からの短期留学（受入）　①② 留学交流課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 08 留学生 協定校からの短期留学応募書類（原本） 留学交流課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 08 留学生 交換留学生に係る在留資格認定証明書申請 留学交流課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 08 留学生 交換留学生派遣及び短期留学推進制度（派遣）　①②③　 留学交流課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 08 留学生 交換留学生派遣及び短期留学推進制度（派遣）ＪＣＳＯＳ 留学交流課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 08 留学生 国費　延長 留学交流課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 08 留学生 国費　国内採用 留学交流課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 08 留学生 国費　大学推薦 留学交流課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 08 留学生 国費　大使館推薦 留学交流課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 08 留学生 国費外国人留学生受入 留学交流課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 08 留学生 国費給与 留学交流課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 08 留学生 国費留学生帰国旅費･渡日旅費 留学交流課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 08 留学生 日韓共同理工系学部留学生 留学交流課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 08 留学生 日本語研修コース（行事） 留学交流課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 08 留学生 入管関係（通知等） 留学交流課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 08 留学生 留学生センター行事 留学交流課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 08 留学生 日本語教育プログラム 留学交流課長 2017/4/1 無期限 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 08 留学生 日本語研修コース（成績） 留学交流課長 2017/4/1 無期限 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 08 留学生 国際交流合宿研修 学務部国際交流課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 08 留学生 民間宿舎保証人支援事業 学務部国際交流課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 08 留学生 茨城県留学生親善大使 学務部国際交流課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 08 留学生 外国人留学生カード 学務部国際交流課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 08 留学生 チューター（採用･実施･報告･謝金） 学務部国際交流課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 08 留学生 ホームステイ 学務部国際交流課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 08 留学生 国際交流会館入･退去 学務部国際交流課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 08 留学生 国際交流協会 学務部国際交流課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 08 留学生 証明書発行 学務部国際交流課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 08 留学生 留学交流室チューター 学務部国際交流課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 08 留学生 留学生支援団体･地域の方々との交流事業 学務部国際交流課長 2018/4/1 5 2028/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 08 留学生 トビタテ！留学JAPAN 学務部国際交流課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 08 留学生 マレーシア政府派遣留学生 学務部国際交流課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 08 留学生 茨城大学交換留学特別聴講学生奨学金 学務部国際交流課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 08 留学生 協定校からの短期留学（受入）　①② 学務部国際交流課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 08 留学生 協定校からの短期留学応募書類（原本） 学務部国際交流課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 08 留学生 交換留学生に係る在留資格認定証明書申請 学務部国際交流課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 08 留学生 国費　延長 学務部国際交流課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄



平成29年度 E 教育一般 08 留学生 国費　国内採用 学務部国際交流課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 08 留学生 国費　大学推薦 学務部国際交流課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 08 留学生 国費　大使館推薦 学務部国際交流課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 08 留学生 国費給与 学務部国際交流課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 08 留学生 国費留学生帰国旅費･渡日旅費 学務部国際交流課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 08 留学生 日韓共同理工系学部留学生 学務部国際交流課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 08 留学生 日本語研修コース（行事） 学務部国際交流課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 08 留学生 留学生センター行事、印刷物 学務部国際交流課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 08 留学生 JASSO協定派遣･受入 学務部国際交流課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 08 留学生 日本語教育プログラム 学務部国際交流課長 2018/4/1 無期限 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 08 留学生 日本語研修コース（成績） 学務部国際交流課長 2018/4/1 無期限 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 08 留学生 国際交流合宿研修 学務部国際交流課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 08 留学生 民間宿舎保証人支援事業 学務部国際交流課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 08 留学生 茨城県留学生親善大使 学務部国際交流課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 08 留学生 外国人留学生カード 学務部国際交流課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 08 留学生 チューター（採用･実施･報告･謝金） 学務部国際交流課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 08 留学生 ホームステイ 学務部国際交流課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 08 留学生 国際交流会館入･退去 学務部国際交流課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 08 留学生 証明書発行 学務部国際交流課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 08 留学生 留学生支援団体･地域の方々との交流事業 学務部国際交流課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 08 留学生 グローバル教育センター行事、印刷物 学務部国際交流課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 08 留学生 国費外国人留学生受入 学務部国際交流課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 08 留学生 JASSO協定派遣･受入 学務部国際交流課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 08 留学生 マレーシア政府派遣留学生 学務部国際交流課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 08 留学生 協定校からの短期留学（受入）　①② 学務部国際交流課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 08 留学生 協定校からの短期留学応募書類（原本） 学務部国際交流課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 08 留学生 在留資格認定証明書申請 学務部国際交流課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 08 留学生 国費　延長 学務部国際交流課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 08 留学生 国費　国内採用 学務部国際交流課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 08 留学生 国費　大学推薦 学務部国際交流課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 08 留学生 国費　大使館推薦 学務部国際交流課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 08 留学生 国費給与 学務部国際交流課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 08 留学生 国費留学生帰国旅費･渡日旅費 学務部国際交流課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 08 留学生 日本語研修コース（行事） 学務部国際交流課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 08 留学生 日本語教育プログラム 学務部国際交流課長 2019/4/1 無期限 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 08 留学生 日本語研修コース（成績） 学務部国際交流課長 2019/4/1 無期限 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 08 留学生 国際交流合宿研修 学務部国際交流課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 08 留学生 民間宿舎保証人支援事業 学務部国際交流課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 08 留学生 茨城県留学生親善大使 学務部国際交流課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 08 留学生 外国人留学生カード 学務部国際交流課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄



令和元年度 E 教育一般 08 留学生 国際交流会館入･退去 学務部国際交流課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 08 留学生 証明書発行 学務部国際交流課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 08 留学生 チューター（採用･実施･報告･謝金） 学務部国際交流課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 08 留学生 留学生支援団体･地域の方々との交流事業 学務部国際交流課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 08 留学生 ブリッジプログラム 学務部国際交流課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 08 留学生 JASSO協定派遣･受入 学務部国際交流課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 08 留学生 国費外国人留学生受入 学務部国際交流課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 08 留学生 協定校からの短期留学（受入）　①② 学務部国際交流課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 08 留学生 協定校からの短期留学応募書類（原本） 学務部国際交流課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 08 留学生 在留資格認定証明書申請 学務部国際交流課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 08 留学生 国費　延長 学務部国際交流課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 08 留学生 国費給与 学務部国際交流課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 08 留学生 国費　大学推薦 学務部国際交流課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 08 留学生 国費　大使館推薦 学務部国際交流課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 08 留学生 国費留学生帰国旅費･渡日旅費 学務部国際交流課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 08 留学生 日本語研修コース（行事） 学務部国際交流課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 08 留学生 マレーシア政府派遣留学生 学務部国際交流課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 08 留学生 グローバル教育センター行事、印刷物 学務部国際交流課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 08 留学生 日本語教育プログラム 学務部国際交流課長 2020/4/1 無期限 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 08 留学生 日本語研修コース（成績） 学務部国際交流課長 2020/4/1 無期限 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 科学研究費補助金 学務部国際交流課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 中島財団助成 学務部国際交流課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 中島財団助成 学務部国際交流課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 02 外部資金 助成事業募集 国際戦略室副室長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 03 研究者の受入･派遣 研究者受入 学務部国際交流課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 03 研究者の受入･派遣 研究者受入 学務部国際交流課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 03 研究者の受入･派遣 研究者受入 学務部国際交流課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 05 研究者の受入 研究者受入 国際戦略室副室長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 05 研究者の受入 研究者受入 国際戦略室副室長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 05 国際交流 ＡＩＭＳ(派遣･受入) 学務部国際交流課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 05 国際交流 ＡＩＭＳ(予算･その他) 学務部国際交流課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 05 国際交流 ＡＩＭＳ運営委員会 学務部国際交流課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 05 国際交流 大学間･部局間 国際交流協定 手続き 学務部国際交流課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 05 国際交流 大学間交流協定 学務部国際交流課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 05 国際交流 部局間交流協定 学務部国際交流課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 05 国際交流 学生国際会議 学務部国際交流課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 05 国際交流 国際交流協定校調査 学務部国際交流課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 05 国際交流 国際交流実績調査 学務部国際交流課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 05 国際交流 重点国際交流事業 学務部国際交流課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 05 国際交流 大学院生国際会議挑戦プロジェクト 学務部国際交流課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄



平成30年度 F 研究一般 05 国際交流 ＡＩＭＳ(派遣･受入) 学務部国際交流課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 05 国際交流 ＡＩＭＳ(予算･その他) 学務部国際交流課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 05 国際交流 ＡＩＭＳ運営委員会 学務部国際交流課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 05 国際交流 大学間交流協定 学務部国際交流課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 05 国際交流 部局間交流協定 学務部国際交流課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 05 国際交流 学生国際会議 学務部国際交流課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 05 国際交流 国際交流協定校調査 学務部国際交流課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 05 国際交流 国際交流実績調査 学務部国際交流課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 05 国際交流 大学院生国際会議挑戦プロジェクト 学務部国際交流課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 05 国際交流 ＡＩＭＳ運営委員会 学務部国際交流課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 05 国際交流 ＡＩＭＳ(派遣･受入) 学務部国際交流課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 05 国際交流 ＡＩＭＳ(予算･その他) 学務部国際交流課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 05 国際交流 学生国際会議 学務部国際交流課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 05 国際交流 国際交流協定校調査 学務部国際交流課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 05 国際交流 国際交流実績調査 学務部国際交流課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 05 国際交流 大学院生国際会議挑戦プロジェクト 学務部国際交流課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 05 国際交流 大学間交流協定 学務部国際交流課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 05 国際交流 部局間交流協定 学務部国際交流課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 05 国際交流 JICA 学務部国際交流課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 課内書庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 08 国際交流 ＡＩＭＳ(派遣･受入) 国際戦略室副室長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 08 国際交流 ＡＩＭＳ(予算･その他) 国際戦略室副室長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 08 国際交流 ＡＩＭＳ運営委員会 国際戦略室副室長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 08 国際交流 国際交流協定校調査 国際戦略室副室長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 08 国際交流 国際交流実績調査 国際戦略室副室長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 08 国際交流 重点国際交流事業 国際戦略室副室長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 08 国際交流 大学間･部局間 国際交流協定 手続き 国際戦略室副室長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 08 国際交流 大学間交流協定 国際戦略室副室長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 08 国際交流 部局間交流協定 国際戦略室副室長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 08 国際交流 ＡＩＭＳ(派遣･受入) 国際戦略室副室長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 08 国際交流 ＡＩＭＳ(予算･その他) 国際戦略室副室長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 08 国際交流 ＡＩＭＳ運営委員会 国際戦略室副室長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 08 国際交流 学生国際会議 国際戦略室副室長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 08 国際交流 国際交流協定校調査 国際戦略室副室長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 08 国際交流 国際交流実績調査 国際戦略室副室長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 08 国際交流 国立大学法人等国際企画担当責任者連絡協議会 国際戦略室副室長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 08 国際交流 重点国際交流事業 国際戦略室副室長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 08 国際交流 対日理解促進交流プログラム 国際戦略室副室長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 08 国際交流 大学院生国際会議挑戦プロジェクト 国際戦略室副室長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 08 国際交流 大学間･部局間 国際交流協定 手続き 国際戦略室副室長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 08 国際交流 大学間交流協定 国際戦略室副室長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄



平成28年度 F 研究一般 08 国際交流 部局間交流協定 国際戦略室副室長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

2010/4/1（平成22年度） 学術企画部企画課 学術推進係 会議（学内）関係 国際交流委員会(平成22年度) 企画課学術推進係 10 2021/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

1997/4/1 学務部留学交流課 留学生係 帰国外国人留学生名簿 学生課留学生係 30 2028/3/30 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

1997/4/1 学務部留学交流課 留学生係 留学生名簿（平成9年度） 学生課留学生係 30 2028/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

1998/4/1 学務部留学交流課 留学生係 留学生名簿（平成10年度） 学生課留学生係 30 2029/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

1999/4/1 学務部留学交流課 留学生係 帰国外国人留学生名簿 学生課留学生係 30 2030/3/30 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

1999/4/1 学務部留学交流課 留学生係 留学生名簿（平成11年度） 学生課留学生係 30 2030/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

2000/4/1 学務部留学交流課 留学生係 帰国外国人留学生名簿 学生課留学生係 30 2031/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

2000/4/1 学務部留学交流課 留学生係 留学生名簿（平成12年度） 学生課留学生係 30 2031/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

2001/4/1 学務部留学交流課 留学生係 留学生名簿（平成13年度） 留学生課留学生係 30 2032/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

2002/4/1 学務部留学交流課 留学生係 留学生名簿（平成14年度） 留学生課留学生係 30 2033/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

2003/4/1 学務部留学交流課 留学生係 留学生名簿（平成15年度） 留学生課留学生係 30 2034/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

2004/4/1 学務部留学交流課 留学生係 留学生名簿（平成16年度） 留学生課留学生係 2005/4/1 30 2035/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

2005/4/1 学務部留学交流課 留学生係 留学生名簿（平成17年度） 留学生課留学生係 2006/4/1 30 2036/3/31 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

2008/4/1 学務部留学交流課 留学生支援係 日本語研修コース（平成20年度） 留学交流課留学生支援係 2009/4/1 無期限 紙 文書保管庫 学務部国際交流課長 廃棄

2006/4/1 学務部入学課 入学試験第一係 入試業務関係 合格者名簿(平成18年度) 入学課入学試験第一係 15 2021/3/31 紙 保管庫 学務部入学課 廃棄

2006/4/1 学務部入学課 入学試験第二係 入試業務関係 情報処理データ(平成18年度) 入学課入学試験第二係 15 2021/3/31 電子（CD-ROM） 情報処理室 学務部入学課 廃棄

2006/4/1 学務部入学課 入学試験第一係 入試広報関係 大学案内(平成18年度) 入学課入学試験第一係 15 2021/3/31 紙 保管庫 学務部入学課 廃棄

2006/4/1 学務部入学課 入学試験第一係 入試業務関係 入学試験合格者(平成18年度) 入学課入学試験第一係 15 2021/3/31 紙 保管庫 学務部入学課 廃棄

2006/4/1 学務部入学課 入学試験第一係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙(平成18年度) 入試課入学試験第一係 15 2021/3/31 紙 保管庫 学務部入学課 廃棄

2006/4/1 学務部入学課 入学試験第一係 入試募集関係 募集要項(平成18年度) 入学課入学試験第一係 15 2021/3/31 紙 保管庫 学務部入学課 廃棄

2007/4/1 学務部入学課 入学試験第一係 入試業務関係 合格者名簿(平成20年度) 入学課入学試験第一係 15 2022/3/31 紙 保管庫 学務部入学課 廃棄

2007/4/1 学務部入学課 入学試験第二係 入試業務関係 情報処理データ(平成20年度) 入学課入学試験第二係 15 2022/3/31 電子（CD-ROM） 情報処理室 学務部入学課 廃棄

2007/4/1 学務部入学課 入学センター係 入試広報関係 大学案内(平成20年度) 入学センター係 15 2022/3/31 紙 保管庫 学務部入学課 廃棄

2007/4/1 学務部入学課 入学試験第一係 入試業務関係 入学試験合格者(平成20年度) 入学課入学試験第一係 15 2022/3/31 紙 保管庫 学務部入学課 廃棄

2007/4/1 学務部入学課 入学試験第一係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙(平成19年度) 入試課入学試験第一係 15 2022/3/31 紙 保管庫 学務部入学課 廃棄

2007/4/1 学務部入学課 入学試験第一係 入試募集関係 募集要項(平成20年度) 入学課入学試験第一係 15 2022/3/31 紙 保管庫 学務部入学課 廃棄

2008/4/1 学務部入学課 入学試験第一係 入試業務関係 合格者名簿(平成21年度) 入学課入学試験第一係 15 2023/3/31 紙 保管庫 学務部入学課 廃棄

2008/4/1 学務部入学課 入学試験第二係 入試業務関係 情報処理データ(平成21年度) 入学課入学試験第二係 15 2023/3/31 電子（CD-ROM） 情報処理室 学務部入学課 廃棄

2008/4/1 学務部入学課 入学センター係 入試広報関係 大学案内(平成21年度) 入学センター係 15 2023/3/31 紙 保管庫 学務部入学課 廃棄

2008/4/1 学務部入学課 入学試験第一係 入試業務関係 入学試験合格者(平成21年度) 入学課入学試験第一係 15 2023/3/31 紙 保管庫 学務部入学課 廃棄

2008/4/1 学務部入学課 入学試験第一係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙(平成20年度) 入試課入学試験第一係 15 2023/3/31 紙 保管庫 学務部入学課 廃棄

2008/4/1 学務部入学課 入学試験第一係 入試募集関係 募集要項(平成21年度) 入学課入学試験第一係 15 2023/3/31 紙 保管庫 学務部入学課 廃棄

2009/4/1 学務部入学課 入学試験第一係 入試業務関係 合格者名簿(平成22年度) 入学課入学試験第一係 15 2024/3/31 紙 保管庫 学務部入学課 廃棄

2009/4/1 学務部入学課 入学試験第二係 入試業務関係 情報処理データ(平成22年度) 入学課入学試験第二係 15 2024/3/31 電子（CD-ROM） 情報処理室 学務部入学課 廃棄

2009/4/1 学務部入学課 入学センター係 入試広報関係 大学案内(平成22年度) 入学センター係 15 2024/3/31 紙 保管庫 学務部入学課 廃棄

2009/4/1 学務部入学課 入学試験第一係 入試業務関係 入学試験合格者(平成22年度) 入学課入学試験第一係 15 2024/3/31 紙 保管庫 学務部入学課 廃棄

2009/4/1 学務部入学課 入学試験第一係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙(平成21年度) 入試課入学試験第一係 15 2024/3/31 紙 保管庫 学務部入学課 廃棄

2009/4/1 学務部入学課 入学試験第一係 入試募集関係 募集要項(平成22年度) 入学課入学試験第一係 15 2024/3/31 紙 保管庫 学務部入学課 廃棄

2010/4/1 学務部入学課 入学試験第一係 入試業務関係 合格者名簿(平成22年度) 入学課入学試験第一係 15 2025/3/31 紙 保管庫 学務部入学課 廃棄



2010/4/1 学務部入学課 入学試験第二係 入試業務関係 情報処理データ(平成22年度) 入学課入学試験第二係 15 2025/3/31 電子（CD-ROM） 情報処理室 学務部入学課 廃棄

2010/4/1 学務部入学課 入学センター係 入試広報関係 大学案内(平成22年度) 入学センター係 15 2025/3/31 紙 保管庫 学務部入学課 廃棄

2010/4/1 学務部入学課 入学試験第一係 入試業務関係 入学試験合格者(平成22年度) 入学課入学試験第一係 15 2025/3/31 紙 保管庫 学務部入学課 廃棄

2010/4/1 学務部入学課 入学試験第一係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙(平成22年度) 入試課入学試験第一係 15 2025/3/31 紙 保管庫 学務部入学課 廃棄

2010/4/1 学務部入学課 入学試験第一係 入試募集関係 募集要項(平成22年度) 入学課入学試験第一係 15 2025/3/31 紙 保管庫 学務部入学課 廃棄

2011/4/1 学務部入学課 入学試験第一係 入試業務関係 合格者名簿(平成23年度) 入学課入学試験第一係 15 2026/3/31 紙 保管庫 学務部入学課 廃棄

2011/4/1 学務部入学課 入学試験第二係 入試業務関係 情報処理データ(平成23年度) 入学課入学試験第二係 15 2026/3/31 電子（CD-ROM） 情報処理室 学務部入学課 廃棄

2011/4/1 学務部入学課 入学センター係 入試広報関係 大学案内(平成23年度) 入学センター係 15 2026/3/31 紙 保管庫 学務部入学課 廃棄

2011/4/1 学務部入学課 入学試験第一係 入試業務関係 入学試験合格者(平成23年度) 入学課入学試験第一係 15 2026/3/31 紙 保管庫 学務部入学課 廃棄

2011/4/1 学務部入学課 入学試験第一係 入試業務関係 入学試験実施要綱(平成23年度) 入学課入学試験第一係 10 2021/3/31 紙 保管庫 学務部入学課 廃棄

2011/4/1 学務部入学課 入学試験第一係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙(平成22年度) 入試課入学試験第一係 15 2026/3/31 紙 保管庫 学務部入学課 廃棄

2011/4/1 学務部入学課 入学試験第一係 入試広報関係 入学者選抜要項(平成23年度) 入学課入学試験第一係 10 2021/3/31 紙 保管庫 学務部入学課 廃棄

2011/4/1 学務部入学課 入学試験第一係 入試募集関係 募集要項(平成23年度) 入学課入学試験第一係 15 2026/3/31 紙 保管庫 学務部入学課 廃棄

平成23年度 A 管理一般 03 会議 学力検査･小論文試験主任委員会 入学課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 07 広報 2012大学案内(保存用) 入学課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 07 広報 入学センター年報(保存用) 入学課長 2012/4/1 15 2027/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 07 広報 大学案内作成 入学課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 04 任免 委員発令 入学課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 01 入試 入学者選抜の実施教科･科目 入学課長 2012/4/1 15 2027/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 01 入試 平成24年度一般入試･推薦入試試験問題(保存用) 入学課長 2012/4/1 15 2027/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 01 入試 平成24年度一般入試学生募集要項(保存用) 入学課長 2012/4/1 15 2027/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 01 入試 平成24年度帰国子女入試学生募集要項(保存用) 入学課長 2012/4/1 15 2027/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 01 入試 平成24年度合格者名簿 入学課長 2012/4/1 15 2027/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 01 入試 平成24年度私費外国人留学生入試学生募集要項(保存用) 入学課長 2012/4/1 15 2027/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 01 入試 平成24年度社会人入試学生募集要項(保存用) 入学課長 2012/4/1 15 2027/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 01 入試 平成24年度推薦入試学生募集要項(保存用) 入学課長 2012/4/1 15 2027/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 01 入試 平成24年度入学志願者データ 入学課長 2012/4/1 15 2027/3/31 電子（HDD（入試システム）） 入試情報処理室 入学課長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 01 入試 平成24年度入学試験の基本方針 入学課長 2012/4/1 15 2027/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 01 入試 平成24年度入学試験問題作成 入学課長 2012/4/1 15 2027/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 01 入試 平成24年度入学者選抜要項(保存用) 入学課長 2012/4/1 15 2027/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 01 入試 入学試験関連通知･調査 入学課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 03 会議 学力検査･小論文試験主任委員会 入学課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 07 広報 2013大学案内(保存用) 入学課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 07 広報 入学センター年報(保存用) 入学課長 2013/4/1 15 2028/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 07 広報 大学案内作成 入学課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成24年度 B 教職員 04 任免 委員発令 入学課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 01 入試 入学者選抜の実施教科･科目 入学課長 2013/4/1 15 2028/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 01 入試 平成25年度一般入試･推薦入試試験問題(保存用) 入学課長 2013/4/1 15 2028/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 01 入試 平成25年度一般入試学生募集要項(保存用) 入学課長 2013/4/1 15 2028/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 01 入試 平成25年度帰国子女入試学生募集要項(保存用) 入学課長 2013/4/1 15 2028/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄



平成24年度 E 教育一般 01 入試 平成25年度合格者名簿 入学課長 2013/4/1 15 2028/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 01 入試 平成25年度私費外国人留学生入試学生募集要項(保存用) 入学課長 2013/4/1 15 2028/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 01 入試 平成25年度社会人入試学生募集要項(保存用) 入学課長 2013/4/1 15 2028/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 01 入試 平成25年度推薦入試学生募集要項(保存用) 入学課長 2013/4/1 15 2028/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 01 入試 平成25年度入学志願者データ 入学課長 2013/4/1 15 2028/3/31 電子（HDD（入試システム）） 入試情報処理室 入学課長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 01 入試 平成25年度入学試験の基本方針 入学課長 2013/4/1 15 2028/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 01 入試 平成25年度入学試験問題作成 入学課長 2013/4/1 15 2028/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 01 入試 平成25年度入学者選抜要項(保存用) 入学課長 2013/4/1 15 2028/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 01 入試 入学試験関連通知･調査 入学課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 03 会議 学力検査･小論文試験主任委員会 入学課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 07 広報 2014大学案内(保存用) 入学課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 07 広報 入学センター年報(保存用) 入学課長 2014/4/1 15 2029/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成25年度 B 教職員 04 任免 委員発令 入学課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 01 入試 入学者選抜の実施教科･科目 入学課長 2014/4/1 15 2029/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 01 入試 平成26年度一般入試･推薦入試試験問題(保存用) 入学課長 2014/4/1 15 2029/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 01 入試 平成26年度一般入試学生募集要項(保存用) 入学課長 2014/4/1 15 2029/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 01 入試 平成26年度帰国子女入試学生募集要項(保存用) 入学課長 2014/4/1 15 2029/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 01 入試 平成26年度合格者名簿 入学課長 2014/4/1 15 2029/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 01 入試 平成26年度私費外国人留学生入試学生募集要項(保存用) 入学課長 2014/4/1 15 2029/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 01 入試 平成26年度社会人入試学生募集要項(保存用) 入学課長 2014/4/1 15 2029/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 01 入試 平成26年度推薦入試学生募集要項(保存用) 入学課長 2014/4/1 15 2029/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 01 入試 平成26年度入学志願者データ 入学課長 2014/4/1 15 2029/3/31 電子（HDD（入試システム）） 入試情報処理室 入学課長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 01 入試 平成26年度入学試験の基本方針 入学課長 2014/4/1 15 2029/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 01 入試 平成26年度入学試験問題作成 入学課長 2014/4/1 15 2029/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 01 入試 平成26年度入学者選抜要項(保存用) 入学課長 2014/4/1 15 2029/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 01 入試 入学試験関連通知･調査 入学課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 03 会議 学力検査･小論文試験主任委員会 入学課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 07 広報 2015大学案内(保存用) 入学課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 07 広報 入学センター年報(保存用) 入学課長 2015/4/1 15 2030/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成26年度 B 教職員 04 任免 委員発令 入学課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 01 入試 入学者選抜の実施教科･科目 入学課長 2015/4/1 15 2030/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 01 入試 平成27年度一般入試･推薦入試試験問題(保存用) 入学課長 2015/4/1 15 2030/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 01 入試 平成27年度一般入試学生募集要項(保存用) 入学課長 2015/4/1 15 2030/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 01 入試 平成27年度帰国子女入試学生募集要項(保存用) 入学課長 2015/4/1 15 2030/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 01 入試 平成27年度合格者名簿 入学課長 2015/4/1 15 2030/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 01 入試 平成27年度私費外国人留学生入試学生募集要項(保存用) 入学課長 2015/4/1 15 2030/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 01 入試 平成27年度社会人入試学生募集要項(保存用) 入学課長 2015/4/1 15 2030/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 01 入試 平成27年度推薦入試学生募集要項(保存用) 入学課長 2015/4/1 15 2030/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 01 入試 平成27年度入学志願者データ 入学課長 2015/4/1 15 2030/3/31 電子（HDD（入試システム）） 入試情報処理室 入学課長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 01 入試 平成27年度入学試験の基本方針 入学課長 2015/4/1 15 2030/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄



平成26年度 E 教育一般 01 入試 平成27年度入学試験問題作成 入学課長 2015/4/1 15 2030/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 01 入試 平成27年度入学者選抜要項(保存用) 入学課長 2015/4/1 15 2030/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 01 入試 入学試験関連通知･調査 入学課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 学力検査･小論文試験主任委員会 入学課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 企画開発部門会議 入学課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 大学院入学者選考委員会 入学課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 入学センター会議 入学課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 入学試験関係外部会議 入学課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 入学者選抜部門会議 入学課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 入学戦略会議 入学課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 入学戦略研究会 入学課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 入試広報･入選研外部会議 入学課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 茨城大学大学院入試に関する調査委員会 入学課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 高大連携推進委員会 学務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 入学課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 07 広報 2016大学案内(保存用) 入学課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 07 広報 入学センター年報(保存用) 入学課長 2016/4/1 15 2031/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 07 広報 オープンキャンパス 入学課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 07 広報 広告掲載･進学説明会申込 入学課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 07 広報 広告誌掲載内容調査 照会･回答(入学センター係) 入学課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 07 広報 大学案内作成 入学課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 07 広報 大学見学･進学説明会 入学課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 07 広報 入学課ＨＰ 入学課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 08 文書 公印使用伺簿 入学課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 08 文書 入試個人情報開示 入学課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 08 文書 法人文書管理 入学課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 11 情報システム 入学試験情報処理No.1～2 入学課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 他機関通知･照会(文科省･国大協) 入学課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 平成27年度入学試験統計(情報処理) 入学課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 00 総括 人事･労務 入学課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働報告 入学課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿 入学課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 年次有給休暇簿 入学課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 04 任免 委員発令 入学課長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成27年度 C 財務 01 予算 予算 入学課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 入学者選抜の実施教科･科目 入学課長 2016/4/1 15 2031/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 平成28年度一般入試･推薦入試試験問題(保存用) 入学課長 2016/4/1 15 2031/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 平成28年度一般入試学生募集要項(保存用) 入学課長 2016/4/1 15 2031/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 平成28年度帰国子女入試学生募集要項(保存用) 入学課長 2016/4/1 15 2031/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 平成28年度合格者名簿 入学課長 2016/4/1 15 2031/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 平成28年度私費外国人留学生入試学生募集要項(保存用) 入学課長 2016/4/1 15 2031/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄



平成27年度 E 教育一般 01 入試 平成28年度社会人入試学生募集要項(保存用) 入学課長 2016/4/1 15 2031/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 平成28年度推薦入試学生募集要項(保存用) 入学課長 2016/4/1 15 2031/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 平成28年度入学志願者データ 入学課長 2016/4/1 15 2031/3/31 電子（HDD（入試システム）） 入試情報処理室 入学課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 平成28年度入学試験の基本方針 入学課長 2016/4/1 15 2031/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 平成28年度入学試験問題作成 入学課長 2016/4/1 15 2031/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 平成28年度入学者選抜要項(保存用) 入学課長 2016/4/1 15 2031/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 入学試験関連通知･調査 入学課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 大学院･特別専攻科上申No.1～2 入学課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 入試問題著作権処理 入学課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 平成28年度3年次編入学上申 入学課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 平成28年度一般入試(帰国子女入試含む)No.1～3 入学課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 平成28年度個別入学資格審査 入学課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 平成28年度私費外国人留学生入試 入学課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 平成28年度障害者等受験上配慮 入学課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 平成28年度推薦入試(社会人･帰国子女入試含む) 入学課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 平成28年度大学入試センター試験No.1～4 入学課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 平成28年度入学志願者データ 入学課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 入試情報処理室 入学課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 平成28年度入学試験関係印刷物No.1～2 入学課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 平成28年度入学試験合格者 入学課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務局保管庫 入学課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 公開授業（高大連携） 学務課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 入学課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 学力検査･小論文試験主任委員会 入学課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 入試広報部門会議 入学課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 大学院入学者選考委員会 入学課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 アドミッションセンター運営会議 入学課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 入学試験関係外部会議 入学課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 学部入試部門会議 入学課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 入学戦略会議 入学課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 入学戦略研究会 入学課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 入試広報･入選研外部会議 入学課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 入学者選抜方法検討専門委員会 入学課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 高大接続協議会 入学課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 高大連携推進委員会 学務課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 入学課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 07 広報 2017大学案内(保存用) 入学課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 07 広報 アドミッションセンター年報(保存用) 入学課長 2017/4/1 15 2032/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 07 広報 オープンキャンパス 入学課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 07 広報 広告掲載･進学説明会申込 入学課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 07 広報 広告誌掲載内容調査 照会･回答(入学センター係) 入学課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 07 広報 大学案内作成 入学課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 07 広報 大学見学･進学説明会 入学課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 07 広報 入学課ＨＰ 入学課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄



平成28年度 A 管理一般 08 文書 公印使用伺簿 入学課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 08 文書 入試個人情報開示 入学課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 08 文書 法人文書管理 入学課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 11 情報システム 入学試験情報処理No.1～2 入学課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 他機関通知･照会(文科省･国大協) 入学課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 平成28年度入学試験統計(情報処理) 入学課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 00 総括 人事･労務 入学課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働報告 入学課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿 入学課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 年次有給休暇簿 入学課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 04 任免 委員発令 入学課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成28年度 C 財務 01 予算 予算 入学課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 入学検定料免除 入学課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 入学者選抜の実施教科･科目 入学課長 2017/4/1 15 2032/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 平成29年度一般入試･推薦入試試験問題(保存用) 入学課長 2017/4/1 15 2032/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 平成29年度一般入試学生募集要項(保存用) 入学課長 2017/4/1 15 2032/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 平成29年度帰国子女入試学生募集要項(保存用) 入学課長 2017/4/1 15 2032/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 平成29年度合格者名簿 入学課長 2017/4/1 15 2032/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 平成29年度私費外国人留学生入試学生募集要項(保存用) 入学課長 2017/4/1 15 2032/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 平成29年度社会人入試学生募集要項(保存用) 入学課長 2017/4/1 15 2032/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 平成29年度推薦入試学生募集要項(保存用) 入学課長 2017/4/1 15 2032/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 平成29年度入学志願者データ 入学課長 2017/4/1 15 2032/3/31 電子（HDD（入試システム）） 入試情報処理室 入学課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 平成29年度入学試験の基本方針 入学課長 2017/4/1 15 2032/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 平成29年度入学試験問題作成 入学課長 2017/4/1 15 2032/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 平成29年度入学者選抜要項(保存用) 入学課長 2017/4/1 15 2032/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 入学試験関連通知･調査 入学課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 大学院･特別専攻科上申No.1～2 入学課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 入試問題著作権処理 入学課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 平成29年度3年次編入学上申 入学課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 平成29年度一般入試(帰国子女入試含む)No.1～3 入学課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 平成29年度個別入学資格審査 入学課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 平成29年度私費外国人留学生入試 入学課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 平成29年度障害者等受験上配慮 入学課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 平成29年度推薦入試(社会人入試含む) 入学課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 平成29年度大学入試センター試験No.1～4 入学課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 平成29年度入学志願者データ 入学課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 入試情報処理室 入学課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 平成29年度入学試験関係印刷物No.1～2 入学課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 平成29年度入学試験合格者 入学課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 00 総括 鍵保管台帳 入学課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 学力検査･小論文試験主任委員会 入学課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄



平成29年度 A 管理一般 03 会議 入試広報部門会議 入学課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 大学院入学者選考委員会 入学課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 アドミッションセンター運営会議 入学課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 入学試験関係外部会議 入学課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 学部入試部門会議 入学課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 入学戦略会議 入学課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 入学戦略研究会 入学課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 入試広報･入選研外部会議 入学課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 入学者選抜方法検討専門委員会 入学課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 高大接続協議会 入学課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 高大連携推進委員会 学務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 文書保管庫 入学課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 07 広報 2018大学案内(保存用) 入学課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 07 広報 アドミッションセンター年報(保存用) 入学課長 2018/4/1 15 2033/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 07 広報 オープンキャンパス 入学課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 07 広報 広告掲載･進学説明会申込 入学課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 07 広報 広告誌掲載内容調査 照会･回答(入試広報係) 入学課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 07 広報 大学案内作成 入学課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 07 広報 大学見学･進学説明会 入学課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 07 広報 入学課ＨＰ 入学課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 08 文書 公印使用伺簿 入学課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 08 文書 入試個人情報開示 入学課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 08 文書 法人文書管理 入学課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 11 情報システム 入学試験情報処理No.1～2 入学課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関通知･照会(文科省･国大協) 入学課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 平成29年度入学試験統計(情報処理) 入学課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内通知･照会 入学課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内通知･照会(入試広報係) 入学課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 00 総括 人事･労務 入学課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働報告 入学課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿 入学課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 年次有給休暇簿 入学課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 04 任免 委員発令 入学課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成29年度 C 財務 01 予算 予算管理 入学課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 入学検定料免除 入学課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 入学者選抜の実施教科･科目 入学課長 2018/4/1 15 2033/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 平成30年度一般入試･推薦入試試験問題(保存用) 入学課長 2018/4/1 15 2033/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 平成30年度一般入試学生募集要項(保存用) 入学課長 2018/4/1 15 2033/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 平成30年度帰国子女入試学生募集要項(保存用) 入学課長 2018/4/1 15 2033/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 平成30年度合格者名簿 入学課長 2018/4/1 15 2033/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 平成30年度私費外国人留学生入試学生募集要項(保存用) 入学課長 2018/4/1 15 2033/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄



平成29年度 E 教育一般 01 入試 平成30年度社会人入試学生募集要項(保存用) 入学課長 2018/4/1 15 2033/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 平成30年度推薦入試学生募集要項(保存用) 入学課長 2018/4/1 15 2033/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 平成30年度アドミッション･オフィス入試学生募集要項（保存用） 入学課長 2018/4/1 15 2033/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 平成30年度入学志願者データ 入学課長 2018/4/1 15 2033/3/31 電子（HDD（入試システム）） 入試情報処理室 入学課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 平成30年度入学試験の基本方針 入学課長 2018/4/1 15 2033/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 平成30年度入学試験問題作成 入学課長 2018/4/1 15 2033/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 平成30年度入学者選抜要項(保存用) 入学課長 2018/4/1 15 2033/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 入学試験関連通知･調査 入学課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 大学院･特別専攻科上申No.1～2 入学課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 入試問題著作権処理 入学課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 平成30年度3年次編入学上申 入学課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 平成30年度一般入試(帰国子女入試含む)No.1～3 入学課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 平成30年度個別入学資格審査 入学課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 平成30年度私費外国人留学生入試 入学課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 平成30年度障害者等受験上配慮 入学課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 平成30年度推薦入試(社会人入試含む) 入学課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 平成30年度アドミッション･オフィス入試 入学課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 平成30年度大学入試センター試験No.1～4 入学課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 平成30年度入学志願者帳票 入学課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 入試情報処理室 入学課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 平成30年度入学試験関係印刷物No.1～2 入学課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 平成30年度入学試験合格者 入学課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 教科書･学習指導要領 入学課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 課内書庫 入学課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 模擬授業 学務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 文書保管庫 入学課長 廃棄

平成29年度 I 社会連携 04 高大連携 高大連携関係 学務課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 文書保管庫 入学課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 00 総括 鍵保管台帳 入学課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 入学戦略会議 入学課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 アドミッションセンター運営会議 入学課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 学部入試部門会議 入学課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 入試広報部門会議 入学課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 学力検査･小論文試験主任委員会 入学課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 大学院入学者選考委員会 入学課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 入学試験関係外部会議 入学課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 入試広報･入選研外部会議 入学課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 入学者選抜方法検討専門委員会 入学課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 入学戦略研究会 入学課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 高大接続協議会 入学課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 高大連携推進委員会 学務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書保管庫 入学課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 07 広報 2018大学案内(保存用) 入学課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 07 広報 入学課ＨＰ 入学課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 07 広報 オープンキャンパス 入学課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄



平成30年度 A 管理一般 07 広報 大学案内作成 入学課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 07 広報 大学見学･進学説明会 入学課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 07 広報 広告掲載･進学説明会申込 入学課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 07 広報 広告誌掲載内容調査 照会･回答（入試広報係） 入学課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 07 広報 アドミッションセンター年報（保存用） 入学課長 2019/4/1 15 2034/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 08 文書 公印使用伺簿 入学課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 08 文書 法人文書管理 入学課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 08 文書 入試個人情報開示 入学課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 11 情報システム 入学試験情報処理 入学課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内通知･照会 入学課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内通知･照会（入試広報係） 入学課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関通知･照会（文科省･国大協） 入学課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 平成30年度入学試験統計（情報処理） 入学課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 00 総括 人事･労務 入学課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働報告 入学課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿 入学課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 年次有給休暇簿 入学課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 04 任免 委員発令 入学課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

平成30年度 C 財務 01 予算 予算管理 入学課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 入学検定料免除 入学課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 教科書･学習指導要領 入学課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 平成31年度入学試験の基本方針 入学課長 2019/4/1 15 2034/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 入学者選抜の実施教科･科目 入学課長 2019/4/1 15 2034/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 平成31年度一般入試（帰国子女入試含む） 入学課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 平成31年度推薦入試（社会人入試含む） 入学課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 平成31年度私費外国人留学生入試 入学課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 平成31年度アドミッション･オフィス入試 入学課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 平成31年度入学試験関係印刷物 入学課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 平成31年度入学試験合格者 入学課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 平成31年度合格者名簿 入学課長 2019/4/1 15 2034/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 平成31年度障害者等受験上配慮 入学課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 平成31年度大学入試センター試験 入学課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 平成31年度入学志願者帳票 入学課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 平成31年度入学志願者データ 入学課長 2019/4/1 15 2034/3/31 HDD 入試情報処理室 入学課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 平成31年度個別入学資格審査 入学課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 平成31年度入学者選抜要項（保存用） 入学課長 2019/4/1 15 2034/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 平成31年度一般入試学生募集要項(保存用） 入学課長 2019/4/1 15 2034/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 平成31年度推薦入試学生募集要項（保存用） 入学課長 2019/4/1 15 2034/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 平成31年度社会人入試学生募集要項（保存用） 入学課長 2019/4/1 15 2034/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 平成31年度帰国子女入試学生募集要項（保存用） 入学課長 2019/4/1 15 2034/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄



平成30年度 E 教育一般 01 入試 平成31年度アドミッション･オフィス入試学生募集要項（保存用） 入学課長 2019/4/1 15 2034/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 平成31年度私費外国人留学生入試学生募集要項（保存用） 入学課長 2019/4/1 15 2034/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 平成31年度一般入試･推薦入試試験問題（保存用） 入学課長 2019/4/1 15 2034/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 平成31年度大学院･特別専攻科上申 入学課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 平成31年度3年次編入学上申 入学課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 平成31年度入学試験問題作成 入学課長 2019/4/1 15 2034/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 入試問題著作権処理 入学課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 入学試験関連通知･調査 入学課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 模擬授業 学務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書保管庫 入学課長 廃棄

平成30年度 I 社会連携 04 高大連携 高大連携関係 学務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書保管庫 入学課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 00 総括 鍵保管台帳 入学課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 入学戦略会議 入学課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 アドミッションセンター運営会議 入学課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 学部入試部門会議 入学課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 入試広報部門会議 入学課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 学力検査･小論文試験主任委員会 入学課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 大学院入学者選考委員会 入学課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 入学試験関係外部会議 入学課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 入試広報･入選研外部会議 入学課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 入学者選抜方法検討専門委員会 入学課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 入学戦略研究会 入学課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 高大接続協議会 入学課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 高大連携推進委員会 入学課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 07 広報 2019大学案内(保存用) 入学課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 07 広報 入学課ＨＰ 入学課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 07 広報 オープンキャンパス 入学課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 07 広報 大学案内作成 入学課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 07 広報 大学見学･進学説明会 入学課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 07 広報 広告掲載･進学説明会申込 入学課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 07 広報 広告誌掲載内容調査 照会･回答（入試広報係） 入学課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 07 広報 アドミッションセンター年報（保存用） 入学課長 2020/4/1 15 2035/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 08 文書 公印使用伺簿 入学課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 08 文書 法人文書管理 入学課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 08 文書 入試個人情報開示 入学課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 11 情報システム 入学試験情報処理 入学課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内通知･照会 入学課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内通知･照会（入試広報係） 入学課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関通知･照会（文科省･国大協） 入学課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 令和2年度入学試験統計（情報処理） 入学課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 00 総括 人事･労務 入学課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄



令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働報告 入学課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿 入学課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 年次有給休暇簿 入学課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 04 任免 委員発令 入学課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

令和元年度 C 財務 01 予算 予算管理 入学課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 入学検定料免除 入学課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 教科書･学習指導要領 入学課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 令和2年度入学試験の基本方針 入学課長 2020/4/1 15 2035/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 入学者選抜の実施教科･科目 入学課長 2020/4/1 15 2035/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 令和2年度一般入試（帰国子女入試含む） 入学課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 令和2年度推薦入試（社会人入試含む） 入学課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 令和2年度私費外国人留学生入試 入学課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 令和2年度アドミッション･オフィス入試 入学課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 令和2年度入学試験関係印刷物 入学課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 令和2年度入学試験合格者 入学課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 令和2年度合格者名簿 入学課長 2020/4/1 15 2035/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 令和2年度度障害者等受験上配慮 入学課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 令和2年度大学入試センター試験 入学課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 令和2年度入学志願者帳票 入学課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 令和2年度入学志願者データ 入学課長 2020/4/1 15 2035/3/31 HDD 入試情報処理室 入学課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 令和2年度個別入学資格審査 入学課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 令和2年度入学者選抜要項（保存用） 入学課長 2020/4/1 15 2035/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 令和2年度一般入試学生募集要項(保存用） 入学課長 2020/4/1 15 2035/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 令和2年度推薦入試学生募集要項（保存用） 入学課長 2020/4/1 15 2035/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 令和2年度社会人入試学生募集要項（保存用） 入学課長 2020/4/1 15 2035/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 令和2年度帰国子女入試学生募集要項（保存用） 入学課長 2020/4/1 15 2035/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 令和2年度アドミッション･オフィス入試学生募集要項（保存用） 入学課長 2020/4/1 15 2035/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 令和2年度私費外国人留学生入試学生募集要項（保存用） 入学課長 2020/4/1 15 2035/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 令和2年度一般入試･推薦入試試験問題（保存用） 入学課長 2020/4/1 15 2035/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 令和2年度大学院･特別専攻科上申 入学課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 令和2年度3年次編入学上申 入学課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 令和2年度入学試験問題作成 入学課長 2020/4/1 15 2035/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 入試問題著作権処理 入学課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 入学試験関連通知･調査 入学課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

令和元年度 I 社会連携 04 高大連携 高大連携関係 入学課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 入学課事務室 入学課長 廃棄

2001/4/1 学術企画部企画課 研究協力係 会議（学内）関係 学内共同教育研究施設管理委員会(平成13年度) 総務課研究協力係 30 2032/3/31 紙 書庫 学術企画部企画課 廃棄

2002/4/1 学術企画部企画課 研究協力係 会議（学内）関係 学内共同教育研究施設管理委員会(平成14年度) 総務課研究協力係 30 2033/3/31 紙 書庫 学術企画部企画課 廃棄

2003/4/1 学術企画部企画課 研究協力係 会議（学内）関係 学内共同教育研究施設管理委員会(平成15年度) 総務課研究協力係 30 2034/3/31 紙 書庫 学術企画部企画課 廃棄

2004/4/1 学術企画部企画課 研究協力係 会議（学内）関係 学内共同教育研究施設管理委員会(平成16年度) 研究協力･地域連携課研究協力係 30 2035/3/31 紙 書庫 学術企画部企画課 廃棄

2005/4/1 学術企画部企画課 研究協力係 会議（学内）関係 学内共同教育研究施設管理委員会(平成17年度) 研究協力･地域連携課研究協力係 30 2036/3/31 紙 書庫 学術企画部企画課 廃棄



2006/4/1 学術企画部企画課 研究協力係 会議（学内）関係 学内共同教育研究施設管理委員会(平成18年度) 研究協力･地域連携課研究協力係 30 2037/3/31 紙 書庫 学術企画部企画課 廃棄

2007/4/1 学術企画部企画課 研究協力係 会議（学内）関係 学内共同教育研究施設管理委員会(平成19年度) 研究協力･地域連携課研究協力係 30 2038/3/31 紙 書庫 学術企画部企画課 廃棄

2008/4/1 学術企画部企画課 研究協力係 会議（学内）関係 学内共同教育研究施設管理委員会(平成20年度) 研究協力･地域連携課研究協力係 30 2039/3/31 紙 書庫 学術企画部企画課 廃棄

2009/4/1 学術企画部企画課 研究協力係 会議（学内）関係 学内共同教育研究施設管理委員会(平成21年度) 研究協力･地域連携課研究協力係 30 2040/3/31 紙 書庫 学術企画部企画課 廃棄

2010/4/1 学術企画部企画課 研究協力係 ヒトゲノム･遺伝子解析研究、臨床研究、疫学研究関係 ヒトゲノム･遺伝子解析研究、臨床研究、疫学研究(平成22年度) 企画課研究協力係 10 2021/3/31 紙 書庫 学術企画部企画課 廃棄

2010/4/1 学術企画部企画課 研究協力係 会議（学内）関係 遺伝子組換え実験安全委員会(平成22年度) 企画課研究協力係 10 2021/3/31 紙 書庫 学術企画部企画課 廃棄

2010/4/1 学術企画部企画課 研究協力係 会議（学内）関係 生命倫理審査委員会(平成22年度) 企画課研究協力係 10 2021/3/31 紙 書庫 学術企画部企画課 廃棄

2010/4/1 学術企画部企画課 研究協力係 動物実験関係 動物実験(平成22年度) 企画課研究協力係 10 2021/3/31 紙 書庫 学術企画部企画課 廃棄

平成23年度 A 管理一般 03 会議 遺伝子組換え実験安全委員会 企画課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 03 会議 生命倫理審査委員会 企画課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 03 会議 動物実験委員会 企画課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成23年度 B 教職員 07 福利 健康診断(一般･放射線･特殊) 企画課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 iFRC事務室 研究推進課長 廃棄

平成23年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 科学研究費助成事業　諸通知 企画課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成23年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 平成23年度学術研究助成基金助成金　間接経費譲渡申出･承諾 企画課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成23年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 平成23年度学術研究助成基金助成金　支払請求･前倒し請求･転出入者情報 企画課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成23年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 平成23年度学術研究助成基金助成金　報告･額の確定 企画課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成23年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 平成23年度学術研究助成金助成金　交付内定･交付申請･交付決定各種承認申請･変更届 企画課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成23年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 平成24年度科学研究費助成事業　公募通知 企画課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成23年度 F 研究一般 04 バイオサイエンス等 遺伝子組換え実験計画申請書、承認通知書 企画課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成23年度 F 研究一般 04 バイオサイエンス等 遺伝子組換え生物等の機関実験 企画課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 iFRC事務室 研究推進課長 廃棄

平成23年度 F 研究一般 04 バイオサイエンス等 臨床研究等実験計画申請書、承認通知書 企画課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成23年度 F 研究一般 04 バイオサイエンス等 動物実験計画申請書、承認通知書 企画課長 2012/4/1 10 222/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 03 会議 遺伝子組換え実験安全委員会 企画課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 03 会議 生命倫理審査委員会 企画課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 03 会議 動物実験委員会 企画課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成24年度 B 教職員 07 福利 健康診断(一般･放射線･特殊) 企画課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 iFRC事務室 研究推進課長 廃棄

平成24年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 科学研究費助成事業　諸通知 企画課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成24年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 学術研究助成基金助成金(平成24年度採択分)　前倒し請求･翌年度支払請求 企画課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成24年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 学術研究助成基金助成金(平成24年度採択分)　変更申請･機関変更届 企画課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成24年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 学術研究助成基金助成金(平成24年度採択分)　報告･額の確定 企画課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成24年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 学術研究助成金助成金(平成24年度採択分)　交付内定～決定／転出入者情報 企画課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成24年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 平成24年度学術研究助成基金助成金　間接経費譲渡申出書 企画課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成24年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 平成25年度科学研究費助成事業　研究計画調書 企画課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成24年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 平成25年度科学研究費助成事業　公募通知 企画課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成24年度 F 研究一般 04 バイオサイエンス等 遺伝子組換え実験計画申請書、承認通知書 企画課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成24年度 F 研究一般 04 バイオサイエンス等 遺伝子組換え生物等の機関実験 企画課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 iFRC事務室 研究推進課長 廃棄

平成24年度 F 研究一般 04 バイオサイエンス等 動物実験計画申請書、承認通知書 企画課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成24年度 F 研究一般 04 バイオサイエンス等 臨床研究等実験計画申請書、承認通知書 企画課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 03 会議 遺伝子組換え実験安全委員会 企画課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 03 会議 生命倫理審査委員会 企画課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄



平成25年度 A 管理一般 03 会議 動物実験委員会 企画課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成25年度 C 財務 05 支払 契約依頼 企画課長 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 iFRC事務室 研究推進課長 廃棄

平成25年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 科学研究費助成事業　諸通知 企画課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成25年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 学術研究助成基金助成金(平成25年度採択分)　交付内定～決定／転出入者情報 企画課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成25年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 学術研究助成基金助成金(平成25年度採択分)　前倒し請求･翌年度支払請求 企画課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成25年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 学術研究助成基金助成金(平成25年度採択分)　変更申請･機関変更届 企画課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成25年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 学術研究助成基金助成金(平成25年度採択分)　報告･額の確定 企画課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成25年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 平成25年度科学研究費助成事業　分担金受入 企画課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成25年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 平成25年度科学研究費助成事業　分担金配分 企画課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成25年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 平成26年度科学研究費助成事業　研究計画調書 企画課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成25年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 平成26年度科学研究費助成事業　公募通知 企画課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成25年度 F 研究一般 04 バイオサイエンス等 遺伝子組換え実験計画申請書、承認通知書 企画課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成25年度 F 研究一般 04 バイオサイエンス等 遺伝子組換え生物等の機関実験 企画課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 iFRC事務室 研究推進課長 廃棄

平成25年度 F 研究一般 04 バイオサイエンス等 動物実験計画申請書、承認通知書 企画課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成25年度 F 研究一般 04 バイオサイエンス等 臨床研究等実験計画申請書、承認通知書 企画課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 03 会議 遺伝子組換え実験安全委員会 企画課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 03 会議 生命倫理審査委員会 企画課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 03 会議 動物実験委員会 企画課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成26年度 C 財務 05 支払 契約依頼 企画課長 2015/4/1 7 2022/3/31 紙 iFRC事務室 研究推進課長 廃棄

平成26年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 科学研究費助成事業　諸通知 企画課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成26年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 学術研究助成基金助成金(平成26年度採択分)　交付内定～決定／転出入者情報 企画課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成26年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 学術研究助成基金助成金(平成26年度採択分)　前倒し請求･翌年度支払請求 企画課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成26年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 学術研究助成基金助成金(平成26年度採択分)　報告･額の確定 企画課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成26年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 学術研究助成基金助成金(平成26年度採択分)　変更申請･機関変更届 企画課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成26年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 平成26年度科学研究費助成事業　分担金受入 企画課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成26年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 平成26年度科学研究費助成事業　分担金配分 企画課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成26年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 平成27年度科学研究費助成事業　研究計画調書 企画課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成26年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 平成27年度科学研究費助成事業　公募通知 企画課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成26年度 F 研究一般 02 外部資金 ＩＣＡＳ外部資金(環境省受託研究S-8)報告書 企画課長 2015/4/1 6 2021/3/31 紙 書庫ＩＣＡＳ事務室 研究推進課長 廃棄

平成26年度 F 研究一般 02 外部資金 ＩＣＡＳ外部資金(環境省受託研究S-8)手続き 企画課長 2015/4/1 6 2021/3/31 紙 書庫ＩＣＡＳ事務室 研究推進課長 廃棄

平成26年度 F 研究一般 04 バイオサイエンス等 遺伝子組換え実験計画申請書、承認通知書 企画課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成26年度 F 研究一般 04 バイオサイエンス等 遺伝子組換え生物等の機関実験 企画課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 iFRC事務室 研究推進課長 廃棄

平成26年度 F 研究一般 04 バイオサイエンス等 動物実験計画申請書、承認通知書 企画課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成26年度 F 研究一般 04 バイオサイエンス等 臨床研究等実験計画申請書、承認通知書 企画課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 00 総括 茨城大学平成27年関東･東北豪雨調査団(ＩＣＡＳ) 企画課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 書庫ＩＣＡＳ事務室 研究推進課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 00 総括 鍵保管台帳 企画課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 企画課金庫 研究推進課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 ＩＣＡＳ運営会議･打合会議 企画課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 書庫ＩＣＡＳ事務室 研究推進課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 調査委員会 企画課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 フロンティア運営委員会 企画課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 iFRC事務室 研究推進課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 学術振興局運営委員会 企画課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄



平成27年度 A 管理一般 03 会議 学術振興局管理委員会 企画課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 競争的資金獲得専門委員会 企画課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 研究企画推進会議 企画課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 研究設備マスタープラン専門委員会 企画課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 国立大学法人研究協力部課長会議 企画課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 研究不正防止委員会 企画課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 遺伝子組換え実験安全委員会 企画課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 生命倫理審査委員会 企画課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 動物実験委員会 企画課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 04 運営 J-PARC立入許可願 企画課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 iFRC事務室 研究推進課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 08 文書 公印使用簿 企画課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 08 文書 文書処理簿 企画課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 11 情報システム e-Rad設定･研究者情報登録変更 企画課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 11 情報システム Researchmap 企画課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 各種照会･調査(学術推進係) 企画課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 00 総括 ＩＣＡＳ庶務 企画課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 書庫ＩＣＡＳ事務室 研究推進課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 00 総括 学術推進係庶務 企画課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 学外勤務承認申請 企画課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 iFRC事務室 研究推進課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 休暇簿 企画課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働命令簿 企画課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿 企画課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 02 出張 旅行命令簿(ＩＣＡＳ) 企画課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 02 出張 旅行命令簿(URAオフィス) 企画課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 02 出張 旅行命令簿(フロンティア) 企画課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 02 出張 旅行命令簿(企画課) 企画課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 06 服務･表彰 学長学術表彰 企画課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 06 服務･表彰 兼務届 企画課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 iFRC事務室 研究推進課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 09 能力開発 サバティカル制度 企画課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成27年度 C 財務 01 予算 ＩＣＡＳ支出書類 企画課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 書庫ＩＣＡＳ事務室 研究推進課長 廃棄

平成27年度 C 財務 01 予算 ＩＣＡＳ招聘･会議費原議書 企画課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 書庫ＩＣＡＳ事務室 研究推進課長 廃棄

平成27年度 C 財務 01 予算 ＩＣＡＳ予算管理 企画課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 書庫ＩＣＡＳ事務室 研究推進課長 廃棄

平成27年度 C 財務 01 予算 予算(学内) 企画課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 iFRC事務室 研究推進課長 廃棄

平成27年度 C 財務 01 予算 予算管理 企画課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成27年度 C 財務 05 支払 契約依頼 企画課長 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 iFRC事務室 研究推進課長 廃棄

平成27年度 C 財務 06 動産等 金券受払簿 企画課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成27年度 D 施設設備 02 施設管理 IQBRC施設利用 企画課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 iFRC事務室 研究推進課長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 00 総括 アイセンティケイト利用 企画課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 00 総括 安全保障輸出管理 企画課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 00 総括 間接経費配分 企画課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 00 総括 学術研究推進経費 企画課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄



平成27年度 F 研究一般 00 総括 重点研究･推進研究プロジェクト 企画課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 ＩＣＡＳ外部資金(科研費)　招聘･申請 企画課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 書庫ＩＣＡＳ事務室 研究推進課長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 科研費学内説明会 企画課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 科研費助言制度 企画課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 科学研究費助成事業　審査協力 企画課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 平成27年度科学研究費補助金 企画課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 iFRC事務室 研究推進課長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 平成27年度科学研究費補助金　変更申請･機関変更届 企画課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 平成27年度科学研究費補助金　交付内定～決定／転出入者情報 企画課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 平成27年度科学研究費補助金　報告･額の確定 企画課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 平成27年度科研費(国際共同研究加速基金)　公募通知～交付決定 企画課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 科学研究費助成事業　諸通知 企画課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 学術研究助成基金助成金(平成27年度採択分)　交付内定～決定／転出入者情報 企画課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 学術研究助成基金助成金(平成27年度採択分)　前倒し請求･翌年度支払請求 企画課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 学術研究助成基金助成金(平成27年度採択分)　報告･額の確定 企画課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 学術研究助成基金助成金(平成27年度採択分)　変更申請･機関変更届 企画課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 平成27年度科学研究費助成事業　分担金受入 企画課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 平成27年度科学研究費助成事業　分担金配分 企画課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 平成28年度科学研究費助成事業　研究計画調書 企画課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 平成28年度科学研究費助成事業　公募通知 企画課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 02 外部資金 ＩＣＡＳ外部資金(受託研究･共同研究) 企画課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 書庫ＩＣＡＳ事務室 研究推進課長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 02 外部資金 外部資金受入報告 企画課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 02 外部資金 ひらめき☆ときめきサイエンス～ようこそ大学の研究室へ～KAKENHI　(研究成果の社会還元･普及事業) 企画課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 02 外部資金 茨城県受託研究(県中性子BL事業) 企画課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 iFRC事務室 研究推進課長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 02 外部資金 科学技術人材育成のコンソーシアムの構築事業(地域特性を活用した「多能工型」研究支援人材養成拠点)･委員会関係 企画課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 02 外部資金 科学技術人材育成のコンソーシアムの構築事業(地域特性を活用した「多能工型」研究支援人材養成拠点)･購入依頼書関係 企画課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 02 外部資金 科学技術人材育成のコンソーシアムの構築事業(地域特性を活用した「多能工型」研究支援人材養成拠点)･振込明細書関係 企画課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 02 外部資金 科学技術人材育成のコンソーシアムの構築事業(地域特性を活用した「多能工型」研究支援人材養成拠点)･申請書関係 企画課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 02 外部資金 科学技術人材育成補助金　地域特性を活用した「多能工型」研究支援人材養成拠点･平成２７年度実施分証拠書類(雑役務及び設備費関係) 企画課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 02 外部資金 科学技術人材育成補助金　地域特性を活用した「多能工型」研究支援人材養成拠点･平成２７年度実施分証拠書類(消耗品費関係) 企画課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 02 外部資金 科学技術人材育成補助金　地域特性を活用した「多能工型」研究支援人材養成拠点･平成２７年度実施分証拠書類(旅費関係) 企画課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 02 外部資金 各種競争的資金(国又はそれに準じる機関) 企画課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 02 外部資金 各種競争的資金(共同研究･共同利用研究) 企画課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 02 外部資金 各種競争的資金(高エネルギー加速器研究機構) 企画課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 02 外部資金 受託事業契約 企画課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 02 外部資金 各種競争的資金(民間･財団法人等研究助成) 企画課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 02 外部資金 ＩＣＡＳ外部資金(環境省受託研究S-14)証拠書類 企画課長 2016/4/1 5 2022/3/31 紙 書庫ＩＣＡＳ事務室 研究推進課長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 02 外部資金 ＩＣＡＳ外部資金(環境省受託研究S-14)手続き 企画課長 2016/4/1 5 2022/3/31 紙 書庫ＩＣＡＳ事務室 研究推進課長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 04 その他の実験 アルコール試験研究申請･報告 企画課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 04 バイオサイエンス等 病原性微生物等管理 企画課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 04 バイオサイエンス等 遺伝子組換え実験計画申請書、承認通知書 企画課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄



平成27年度 F 研究一般 04 バイオサイエンス等 遺伝子組換え生物等の機関実験 企画課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 iFRC事務室 研究推進課長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 04 バイオサイエンス等 動物実験計画申請書、承認通知書 企画課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 04 バイオサイエンス等 臨床研究等実験計画申請書、承認通知書 企画課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 05 研究者の受入 研究者受入 企画課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 05 研究者の受入 日本学術振興会(研究者養成事業) 企画課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 07 研究集会等 表彰･研究者派遣･招聘情報 企画課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 08 国際交流 日本学術振興会(論博事業他) 企画課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 08 国際交流 日本学術振興会(国際交流事業) 企画課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 00 総括 茨城大学平成27年関東･東北豪雨調査団(ＩＣＡＳ) 企画課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 ＩＣＡＳ事務室 研究推進課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 00 総括 鍵保管台帳 企画課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 企画課金庫 研究推進課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 ＩＣＡＳ運営会議･打合会議 企画課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 ＩＣＡＳ事務室 研究推進課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 調査委員会 企画課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 学術振興局運営委員会 企画課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 学術振興局管理委員会 企画課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 研究企画推進会議 企画課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 国立大学法人研究協力部課長会議 企画課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 研究不正防止委員会 企画課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 フロンティア運営委員会 企画課長 2017/4/1 5 2027/3/31 紙 iFRC事務室 研究推進課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 生命倫理委員会 企画課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 遺伝子組換え実験安全委員会 企画課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 動物実験委員会 企画課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 04 運営 J-PARC立入許可願 企画課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 iFRC事務室 研究推進課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 08 文書 公印使用簿 企画課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 08 文書 文書処理簿 企画課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 11 情報システム e-Rad設定･研究者情報登録変更 企画課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 11 情報システム Researchmap 企画課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 各種照会･調査(学術推進係) 企画課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 00 総括 ＩＣＡＳ庶務 企画課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 ＩＣＡＳ事務室 研究推進課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 00 総括 学術推進係庶務 企画課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 学外勤務承認申請 企画課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 iFRC事務室 研究推進課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 休暇簿 企画課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働命令簿 企画課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿 企画課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 02 出張 旅行命令簿(ＩＣＡＳ) 企画課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 02 出張 旅行命令簿(URAオフィス) 企画課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 02 出張 旅行命令簿(フロンティア) 企画課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 02 出張 旅行命令簿(企画課) 企画課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 06 服務･表彰 兼務届 企画課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 iFRC事務室 研究推進課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 06 服務･表彰 学長学術表彰 企画課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 09 能力開発 サバティカル制度 企画課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄



平成28年度 C 財務 01 予算 ＩＣＡＳ１０周年記念シンポジウム 企画課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 ＩＣＡＳ事務室 研究推進課長 廃棄

平成28年度 C 財務 01 予算 ＩＣＡＳ支出書類 企画課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 ＩＣＡＳ事務室 研究推進課長 廃棄

平成28年度 C 財務 01 予算 ＩＣＡＳ招聘･会議費原議書 企画課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 ＩＣＡＳ事務室 研究推進課長 廃棄

平成28年度 C 財務 01 予算 ＩＣＡＳ予算管理 企画課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 ＩＣＡＳ事務室 研究推進課長 廃棄

平成28年度 C 財務 01 予算 日越大学招聘･会議費原議書 企画課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 ＩＣＡＳ事務室 研究推進課長 廃棄

平成28年度 C 財務 01 予算 予算(学内) 企画課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 iFRC事務室 研究推進課長 廃棄

平成28年度 C 財務 01 予算 予算管理 企画課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成28年度 C 財務 05 支払 契約依頼 企画課長 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 iFRC事務室 研究推進課長 廃棄

平成28年度 C 財務 06 動産等 金券受払簿 企画課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成28年度 D 施設設備 02 施設管理 IQBRC施設利用 企画課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 iFRC事務室 研究推進課長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 00 総括 アイセンティケイト利用 企画課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 00 総括 安全保障輸出管理 企画課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 00 総括 学術研究推進経費 企画課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 00 総括 間接経費配分 企画課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 00 総括 戦略的研究･重点研究･推進研究プロジェクト 企画課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 ＩＣＡＳ外部資金(科研費)　招聘･申請 企画課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 ＩＣＡＳ事務室 研究推進課長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 科研費学内説明会 企画課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 科研費助言制度 企画課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 科学研究費助成事業　審査協力 企画課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 平成28年度科学研究費補助金 企画課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 iFRC事務室 研究推進課長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 平成28年度科学研究費補助金　変更申請･機関変更届 企画課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 平成28年度科学研究費補助金　交付内定～決定／転出入者情報 企画課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 平成28年度科学研究費補助金　報告･額の確定 企画課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 平成28年度科研費(国際共同研究加速基金)　公募通知～交付決定 企画課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 科学研究費助成事業　諸通知 企画課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 学術研究助成基金助成金(平成28年度採択分)　交付内定～決定／転出入者情報 企画課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 学術研究助成基金助成金(平成28年度採択分)　前倒し請求･翌年度支払請求 企画課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 学術研究助成基金助成金(平成28年度採択分)　報告･額の確定 企画課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 学術研究助成基金助成金(平成28年度採択分)　変更申請･機関変更届 企画課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 平成28年度科学研究費助成事業　分担金受入 企画課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 平成28年度科学研究費助成事業　分担金配分 企画課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 平成29年度科学研究費助成事業　研究計画調書 企画課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 平成29年度科学研究費助成事業　公募通知 企画課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 02 外部資金 ＩＣＡＳ外部資金(受託研究･共同研究) 企画課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 ＩＣＡＳ事務室 研究推進課長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 02 外部資金 ＩＣＡＳ外部資金(文科省SICAT)証拠書類 企画課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 ＩＣＡＳ事務室 研究推進課長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 02 外部資金 ＩＣＡＳ外部資金(環境省受託研究S-14)証拠書類 企画課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 ＩＣＡＳ事務室 研究推進課長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 02 外部資金 ＩＣＡＳ外部資金(環境省受託研究S-14)手続き 企画課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 ＩＣＡＳ事務室 研究推進課長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 02 外部資金 ＩＣＡＳ卓越研究員 企画課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 02 外部資金 外部資金受入報告 企画課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 02 外部資金 ひらめき☆ときめきサイエンス～ようこそ大学の研究室へ～KAKENHI　(研究成果の社会還元･普及事業) 企画課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄



平成28年度 F 研究一般 02 外部資金 茨城県受託研究(県中性子BL事業) 企画課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 iFRC事務室 研究推進課長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 02 外部資金 科学技術人材育成費補助金　地域特性を活用した「多能工型」研究支援人材養成拠点　教育事業 企画課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 02 外部資金 科学技術人材育成費補助金　地域特性を活用した「多能工型」研究支援人材養成拠点　申請書･報告書 企画課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 02 外部資金 科学技術人材育成費補助金　地域特性を活用した「多能工型」研究支援人材養成拠点　証拠書 企画課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 02 外部資金 各種競争的資金(国又はそれに準じる機関) 企画課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 02 外部資金 各種競争的資金(共同研究･共同利用研究) 企画課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 02 外部資金 各種競争的資金(民間･財団法人等研究助成) 企画課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 02 外部資金 受託事業契約 企画課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 04 その他の実験 アルコール試験研究申請･報告 企画課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 04 バイオサイエンス等 病原性微生物等管理 企画課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 04 バイオサイエンス等 臨床研究等実験計画申請書、承認通知書 企画課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 04 バイオサイエンス等 遺伝子組換え実験計画申請書、承認通知書 企画課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 04 バイオサイエンス等 遺伝子組換え生物等の機関実験 企画課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 iFRC事務室 研究推進課長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 04 バイオサイエンス等 動物実験計画申請書、承認通知書 企画課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 05 研究者の受入 研究者受入 企画課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 05 研究者の受入 日本学術振興会(研究者養成事業) 企画課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 07 研究集会等 表彰･研究者派遣･招聘情報 企画課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 08 国際交流 日越大学関係(幹事大学会議) 企画課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 ＩＣＡＳ事務室 研究推進課長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 08 国際交流 日越大学プログラム運営委員会 企画課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 ＩＣＡＳ事務室 研究推進課長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 08 国際交流 日越大学マネジメント小委員会 企画課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 ＩＣＡＳ事務室 研究推進課長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 08 国際交流 日本学術振興会(論博事業他) 企画課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 08 国際交流 日本学術振興会(国際交流事業) 企画課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 08 国際交流 日越大学修士課程設立プロジェクト 企画課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 ＩＣＡＳ事務室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 研究企画推進会議 企画課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 国立大学法人研究協力部課長会議 企画課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 09 能力開発 サバティカル制度 企画課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 00 総括 アイセンティケイト利用 企画課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 00 総括 学術研究推進経費 企画課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 00 総括 間接経費配分 企画課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 00 総括 戦略的研究･重点研究･推進研究プロジェクト 企画課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 外部資金受入報告 企画課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 受託事業契約 企画課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 研究･産学官連携機構運営会議 企画課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 研究･産学官連携推進委員会 企画課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 00 総括 鍵保管台帳 企画課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 企画課金庫 研究推進課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 研究不正防止委員会 企画課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 08 文書 公印使用簿 企画課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 08 文書 文書処理簿 企画課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知･照会(共済) 企画課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知･照会(学務部) 企画課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄



平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知･照会(財務部) 企画課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知･照会(人事･労務) 企画課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知･照会(総務部) 企画課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知･照会(学術企画部) 企画課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 休暇簿 企画課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働命令簿 企画課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿 企画課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 02 出張 旅行命令簿(ＩＣＡＳ) 企画課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 02 出張 旅行命令簿(URAオフィス) 企画課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 02 出張 旅行命令簿(フロンティア) 企画課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 02 出張 旅行命令簿(企画課) 企画課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 C 財務 01 予算 予算管理 企画課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 C 財務 06 動産等 金券受払簿 企画課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 科学技術人材育成費補助金　地域特性を活用した「多能工型」研究支援人材養成拠点　教育事業 企画課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 科学技術人材育成費補助金　地域特性を活用した「多能工型」研究支援人材養成拠点　申請書･報告書 企画課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 科学技術人材育成費補助金　地域特性を活用した「多能工型」研究支援人材養成拠点　証拠書 企画課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 I 社会連携 00 総括 いばらき量子ビーム研究センターを活用した教育研究拠点形成に向けた協力実施に関する協定 企画課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 企画課金庫 研究推進課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知･照会 企画課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 iFRC事務室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 J-PARC立入許可願 企画課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 iFRC事務室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 学外勤務承認申請 企画課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 iFRC事務室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 06 服務･表彰 兼務届 企画課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 iFRC事務室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 C 財務 01 予算 予算(学内) 企画課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 iFRC事務室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 D 施設設備 02 施設管理 IQBRC施設利用 企画課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 iFRC事務室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 平成28年度科学研究費補助金 企画課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 iFRC事務室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 茨城県受託研究(県中性子BL事業) 企画課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 iFRC事務室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 C 財務 05 支払 契約依頼 企画課長 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 iFRC事務室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 フロンティア運営委員会 企画課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 iFRC事務室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 02 ライフサイエンス等 遺伝子組換え生物等の機関実験 企画課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 iFRC事務室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 04 研究集会等 シンポジウム･研究集会情報 企画課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 学術振興局管理委員会 企画課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 11 情報システム Researchmap 企画課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 各種照会･調査(学術推進係) 企画課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 00 総括 学術推進係庶務 企画課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 02 ライフサイエンス等 病原性微生物等管理 企画課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 05 国際交流 日本学術振興会(論博事業他) 企画課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 05 国際交流 日本学術振興会(国際交流事業) 企画課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 06 服務･表彰 学長学術表彰 企画課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 04 研究集会等 表彰･研究者派遣･招聘情報 企画課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 遺伝子組換え実験安全委員会 企画課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 動物実験委員会 企画課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄



平成29年度 F 研究一般 02 ライフサイエンス等 遺伝子組換え実験計画申請書、承認通知書 企画課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 02 ライフサイエンス等 動物実験計画申請書、承認通知書 企画課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 研究設備マスタープラン 企画課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 03 研究者の受入･派遣 卓越研究員事業 企画課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 00 総括 論文投稿支援制度 企画課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 生命倫理委員会 企画課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 11 情報システム e-Rad設定･研究者情報登録変更 企画課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 各種照会･調査(研究協力係) 企画課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 13 知的財産権 安全保障輸出管理 企画課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 書庫 研究推進課長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 科研費学内説明会 企画課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 科研費助言制度 企画課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 科学研究費助成事業　審査協力 企画課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 平成29年度科学研究費補助金　変更申請･機関変更届 企画課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 平成29年度科学研究費補助金　交付内定～決定／転出入者情報 企画課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 平成29年度科学研究費補助金　報告･額の確定 企画課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 ひらめき☆ときめきサイエンス～ようこそ大学の研究室へ～KAKENHI　(研究成果の社会還元･普及事業) 企画課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 各種競争的資金(国又はそれに準じる機関) 企画課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 各種競争的資金(共同研究･共同利用研究) 企画課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 各種競争的資金(民間･財団法人等研究助成) 企画課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 平成29年度科研費(国際共同研究加速基金)　公募通知～交付決定 企画課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 科学研究費助成事業　諸通知 企画課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 学術研究助成基金助成金(平成28年度採択分)　交付内定～決定／転出入者情報 企画課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 学術研究助成基金助成金(平成28年度採択分)　前倒し請求･翌年度支払請求 企画課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 学術研究助成基金助成金(平成28年度採択分)　報告･額の確定 企画課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 学術研究助成基金助成金(平成28年度採択分)　変更申請･機関変更届 企画課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 平成29年度科学研究費助成事業　分担金受入 企画課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 平成29年度科学研究費助成事業　分担金配分 企画課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 平成30年度科学研究費助成事業　研究計画調書 企画課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 平成30年度科学研究費助成事業　公募通知 企画課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 ＩＣＡＳ運営会議･打合会議 企画課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 ＩＣＡＳ事務室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 各種照会･調査(ＩＣＡＳ) 企画課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 ＩＣＡＳ事務室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 00 総括 ＩＣＡＳ庶務 企画課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 ＩＣＡＳ事務室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 C 財務 01 予算 ＩＣＡＳ予算管理 企画課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 ＩＣＡＳ事務室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 C 財務 01 予算 ＩＣＡＳ招聘･会議費原議書 企画課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 ＩＣＡＳ事務室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 C 財務 01 予算 日越大学招聘･会議費原議書　第1期 企画課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 ＩＣＡＳ事務室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 C 財務 01 予算 日越大学招聘･会議費原議書　第2期 企画課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 ＩＣＡＳ事務室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 ＩＣＡＳ外部資金(科研費)　招聘･申請 企画課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 ＩＣＡＳ事務室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 ＩＣＡＳ外部資金(環境省受託研究S-14)手続き 企画課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 ＩＣＡＳ事務室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 ＩＣＡＳ外部資金(環境省受託研究S-14)証拠書類 企画課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 ＩＣＡＳ事務室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 ＩＣＡＳ外部資金(文科省SICAT)証拠書類 企画課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 ＩＣＡＳ事務室 研究推進課長 廃棄



平成29年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 ＩＣＡＳ外部資金(受託研究･共同研究) 企画課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 ＩＣＡＳ事務室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 ＩＣＡＳ外部資金(ベトナム適応イニシアチブ)証拠書類 企画課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 ＩＣＡＳ事務室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 ＩＣＡＳ外部資金（卓越研究員） 企画課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 ＩＣＡＳ事務室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 ＩＣＡＳ外部資金（卓越研究員）証拠書類 企画課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 ＩＣＡＳ事務室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 05 国際交流 日越大学修士課程設立プロジェクト 企画課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 ＩＣＡＳ事務室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 05 国際交流 日越大学関係(幹事大学会議) 企画課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 ＩＣＡＳ事務室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 05 国際交流 日越大学プログラム運営委員会 企画課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 ＩＣＡＳ事務室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 05 国際交流 日越大学契約金額精算報告書（第1期） 企画課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 ＩＣＡＳ事務室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 05 国際交流 日越大学　証拠書類　第1期精算報告書用（旅費） 企画課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 ＩＣＡＳ事務室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 05 国際交流 日越大学　証拠書類　第1期精算報告書用（一般業務費･その他） 企画課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 ＩＣＡＳ事務室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 ＩＣＡＳ運営会議･打合会議 企画課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 ＩＣＡＳ事務室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 各種照会･調査(ＩＣＡＳ) 企画課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 ＩＣＡＳ事務室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 00 総括 ＩＣＡＳ庶務 企画課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 ＩＣＡＳ事務室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 C 財務 01 予算 ＩＣＡＳ予算管理 企画課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 ＩＣＡＳ事務室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 C 財務 01 予算 ＩＣＡＳイベント･アルバイト 企画課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 ＩＣＡＳ事務室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 ＩＣＡＳ外部資金(科研費)　 企画課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 ＩＣＡＳ事務室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 ＩＣＡＳ外部資金(環境省受託研究S-14)手続き 企画課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 ＩＣＡＳ事務室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 ＩＣＡＳ外部資金(環境省受託研究S-14)証拠書類 企画課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 ＩＣＡＳ事務室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 ＩＣＡＳ外部資金(文科省SICAT)証拠書類 企画課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 ＩＣＡＳ事務室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 ＩＣＡＳ外部資金(受託研究･共同研究) 企画課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 ＩＣＡＳ事務室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 ＩＣＡＳ外部資金(ベトナム適応イニシアチブ)証拠書類 企画課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 ＩＣＡＳ事務室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 ＩＣＡＳ外部資金（卓越研究員） 企画課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 ＩＣＡＳ事務室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 ＩＣＡＳ外部資金（卓越研究員）証拠書類 企画課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 ＩＣＡＳ事務室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 05 国際交流 日越大学修士課程設立プロジェクト 企画課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 ＩＣＡＳ事務室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 05 国際交流 日越大学プログラム運営委員会 企画課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 ＩＣＡＳ事務室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知･照会 企画課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 iFRC事務室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 J-PARC立入許可願 企画課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 iFRC事務室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 学外勤務承認申請 企画課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 iFRC事務室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 06 服務･表彰 兼務届 企画課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 iFRC事務室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 C 財務 01 予算 予算(学内) 企画課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 iFRC事務室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 D 施設設備 02 施設管理 IQBRC施設利用 企画課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 iFRC事務室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 科学研究費補助金 企画課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 iFRC事務室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 茨城県受託研究(県中性子BL事業) 企画課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 iFRC事務室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 C 財務 05 支払 契約依頼 企画課長 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 iFRC事務室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 フロンティア運営委員会 企画課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 iFRC事務室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 02 ライフサイエンス等 遺伝子組換え生物等の機関実験 企画課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 iFRC事務室 研究推進課長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 05 研究者の受入 日本学術振興会(研究者養成事業) 企画課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 04 研究集会等 シンポジウム･研究集会情報 企画課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 学術振興局管理委員会 企画課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 11 情報システム Researchmap 企画課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄



平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 各種照会･調査(学術推進係) 企画課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 00 総括 学術推進係庶務 企画課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 02 ライフサイエンス等 病原性微生物等管理 企画課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 03 研究者の受入･派遣 日本学術振興会(研究者養成事業) 企画課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 05 国際交流 日本学術振興会(論博事業他) 企画課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 05 国際交流 日本学術振興会(国際交流事業) 企画課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 06 服務･表彰 学長学術表彰 企画課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 04 研究集会等 表彰･研究者派遣･招聘情報 企画課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 遺伝子組換え実験安全委員会 企画課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 動物実験委員会 企画課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 02 ライフサイエンス等 遺伝子組換え実験計画申請書、承認通知書 企画課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 02 ライフサイエンス等 動物実験計画申請書、承認通知書 企画課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 研究設備マスタープラン 企画課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 03 研究者の受入･派遣 卓越研究員等補助金事業 企画課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 00 総括 論文投稿支援制度 企画課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 生命倫理委員会 企画課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 11 情報システム e-Rad設定･研究者情報登録変更 企画課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 各種照会･調査(研究協力係) 企画課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 13 知的財産権 安全保障輸出管理 企画課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 科学研究費助成事業　諸通知 企画課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 科学研究費助成事業　審査協力 企画課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 科学研究費助成事業実地検査 企画課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 科研費学内説明会 企画課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 科研費助言制度 企画課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 平成30年度科学研究費補助金　交付内定～決定／転出入者情報 企画課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 平成30年度科学研究費補助金　変更申請･機関変更届 企画課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 平成30年度科学研究費補助金　報告･額の確定 企画課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 学術研究助成基金助成金(平成30年度採択分)　交付内定～決定／転出入者情報 企画課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 学術研究助成基金助成金(平成30年度採択分)　変更申請･機関変更届 企画課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 学術研究助成基金助成金(平成30年度採択分)　前倒し請求･翌年度支払請求 企画課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 学術研究助成基金助成金(平成30年度採択分)　報告･額の確定 企画課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 平成30年度科研費(国際共同研究加速基金)　公募通知～交付決定 企画課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 平成30年度科学研究費助成事業　分担金受入 企画課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 平成30年度科学研究費助成事業　分担金配分 企画課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 平成31年度科学研究費助成事業　公募通知 企画課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 平成31年度科学研究費助成事業　研究計画調書 企画課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 ひらめき☆ときめきサイエンス～ようこそ大学の研究室へ～KAKENHI　(研究成果の社会還元･普及事業) 企画課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 各種競争的資金(国又はそれに準じる機関) 企画課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 各種競争的資金(民間･財団法人等研究助成) 企画課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 国立大学法人研究協力部課長会議 企画課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄



平成30年度 B 教職員 09 能力開発 サバティカル制度 企画課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 00 総括 アイセンティケイト利用 企画課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 00 総括 研究推進経費 企画課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 00 総括 間接経費配分 企画課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 00 総括 戦略的研究･重点研究･推進研究プロジェクト 企画課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 外部資金受入報告 企画課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 受託事業契約 企画課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 研究･産学官連携機構運営会議 企画課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 研究･産学官連携推進委員会 企画課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 00 総括 鍵保管台帳 企画課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 企画課金庫 研究推進課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 研究不正防止委員会 企画課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 08 文書 公印使用簿 企画課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 08 文書 文書処理簿 企画課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知･照会(学務部) 企画課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知･照会(財務部) 企画課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知･照会(人事･労務) 企画課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知･照会(総務部) 企画課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知･照会(学術企画部) 企画課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 休暇簿 企画課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働命令簿 企画課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働命令簿（ジオパーク推進室） 企画課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿 企画課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 02 出張 旅行命令簿(ＩＣＡＳ) 企画課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 02 出張 旅行命令簿(URAオフィス) 企画課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 02 出張 旅行命令簿(フロンティア) 企画課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 02 出張 旅行命令簿(企画課) 企画課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 02 出張 旅行命令簿(ジオパーク推進室) 企画課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 C 財務 01 予算 予算管理 企画課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 C 財務 06 動産等 金券受払簿 企画課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 科学技術人材育成費補助金　地域特性を活用した「多能工型」研究支援人材養成拠点　教育事業 企画課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 科学技術人材育成費補助金　地域特性を活用した「多能工型」研究支援人材養成拠点　申請書･報告書 企画課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 科学技術人材育成費補助金　地域特性を活用した「多能工型」研究支援人材養成拠点　証拠書 企画課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 企画課室 研究推進課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 茨城県北ジオパーク推進協議会 総会･運営委員会 ジオパーク推進室長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 ジオパーク推進室 ジオパーク推進室長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 茨城大学ジオパーク委員会 ジオパーク推進室長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 ジオパーク推進室 ジオパーク推進室長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 13 知的財産権 茨城県北ジオパークインタープリター養成講座 ジオパーク推進室長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 ジオパーク推進室 ジオパーク推進室長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 00 総括 茨城県北ジオパーク推進事業 ジオパーク推進室長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 ジオパーク推進室 ジオパーク推進室長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 00 総括 茨城県北ジオパークホームページ ジオパーク推進室長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 ジオパーク推進室 ジオパーク推進室長 廃棄

平成30年度 C 財務 03 資金管理 茨城県北ジオパーク推進協議会･預り金管理 ジオパーク推進室長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 ジオパーク推進室 ジオパーク推進室長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 茨城県北ジオパーク総会･運営委員会 ジオパーク推進室長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 ジオパーク推進室 ジオパーク推進室長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 13 社会連携 茨城県北ジオパークインタープリター養成講座 ジオパーク推進室長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 ジオパーク推進室 ジオパーク推進室長 廃棄



平成27年度 A 管理一般 13 社会連携 茨城県北ジオパーク推進事業 ジオパーク推進室長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 ジオパーク推進室 ジオパーク推進室長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 茨城県北ジオパーク総会･運営委員会 ジオパーク推進室長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 ジオパーク推進室 ジオパーク推進室長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 13 社会連携 茨城県北ジオパークインタープリター養成講座 ジオパーク推進室長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 ジオパーク推進室 ジオパーク推進室長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 13 社会連携 茨城県北ジオパーク推進事業 ジオパーク推進室長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 ジオパーク推進室 ジオパーク推進室長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 13 社会連携 茨城県北ジオパーク推進協議会･預り金管理 ジオパーク推進室長 2017/4/1 5 2023/3/31 紙 ジオパーク推進室 ジオパーク推進室長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 茨城県北ジオパーク推進協議会･再認定課題検討タスクフォース ジオパーク推進室長 2017/4/1 5 2023/3/31 紙 ジオパーク推進室 ジオパーク推進室長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 13 社会連携 茨城県北ジオパーク･ホームページ ジオパーク推進室長 2017/4/1 5 2023/3/31 紙 ジオパーク推進室 ジオパーク推進室長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 茨城県北ジオパーク総会･運営委員会 ジオパーク推進室長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 ジオパーク推進室 ジオパーク推進室長 廃棄

平成29年度 I 社会連携 02 地域連携 茨城県北ジオパークインタープリター養成講座 ジオパーク推進室長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 ジオパーク推進室 ジオパーク推進室長 廃棄

平成29年度 I 社会連携 02 地域連携 茨城県北ジオパーク推進事業 ジオパーク推進室長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 ジオパーク推進室 ジオパーク推進室長 廃棄

平成29年度 I 社会連携 02 地域連携 茨城県北ジオパーク推進協議会･預り金管理 ジオパーク推進室長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 ジオパーク推進室 ジオパーク推進室長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 07 広報 茨城県北ジオパーク･ホームページ ジオパーク推進室長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 ジオパーク推進室 ジオパーク推進室長 廃棄

平成29年度 I 社会連携 02 地域連携 茨城県北ジオパーク･専門員 ジオパーク推進室長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 ジオパーク推進室 ジオパーク推進室長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 茨城大学ジオパーク委員会 ジオパーク推進室長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 ジオパーク推進室 ジオパーク推進室長 廃棄

平成29年度 I 社会連携 02 地域連携 茨城県北ジオパーク推進協議会･2017年度再認定審査関係 ジオパーク推進室長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 ジオパーク推進室 ジオパーク推進室長 廃棄

平成29年度 I 社会連携 02 地域連携 エコーいばらき（茨城県北ＧＰ） ジオパーク推進室長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 ジオパーク推進室 ジオパーク推進室長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 国立大学法人研究協力部課長会議 研究推進課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 研究推進課室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 09 能力開発 サバティカル制度 研究推進課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 研究推進課室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 00 総括 アイセンティケイト利用 研究推進課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 研究推進課室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 00 総括 研究推進経費 研究推進課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 研究推進課室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 00 総括 間接経費配分 研究推進課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 研究推進課室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 00 総括 戦略的研究･重点研究･推進研究プロジェクト 研究推進課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 研究推進課室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 外部資金受入報告 研究推進課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 研究推進課室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 受託事業契約 研究推進課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 研究推進課室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 研究･産学官連携機構運営会議 研究推進課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 研究推進課室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 研究･産学官連携推進委員会 研究推進課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 研究推進課室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 00 総括 鍵保管台帳 研究推進課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 研究推進課室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 研究不正防止委員会 研究推進課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 研究推進課室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 私有車業務上使用 研究推進課長 2020/4/1 1 2021/3/31 紙 研究推進課室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 08 文書 公印使用簿 研究推進課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 研究推進課室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 08 文書 文書処理簿 研究推進課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 研究推進課室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知･照会(学務部) 研究推進課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 研究推進課室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知･照会(財務部) 研究推進課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 研究推進課室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知･照会(人事･労務) 研究推進課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 研究推進課室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知･照会(総務部) 研究推進課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 研究推進課室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知･照会(研究･社会連携部) 研究推進課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 研究推進課室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 休暇簿 研究推進課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 研究推進課室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働命令簿 研究推進課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 研究推進課室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働命令簿（ジオパーク推進室） 研究推進課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 研究推進課室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿 研究推進課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 研究推進課室 研究推進課長 廃棄



令和元年度 B 教職員 02 出張 旅行命令簿(ＩＣＡＳ) 研究推進課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 研究推進課室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 02 出張 旅行命令簿(URAオフィス) 研究推進課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 研究推進課室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 02 出張 旅行命令簿(フロンティア) 研究推進課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 研究推進課室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 02 出張 旅行命令簿(研究推進課) 研究推進課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 研究推進課室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 02 出張 旅行命令簿(ジオパーク推進室) 研究推進課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 研究推進課室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 C 財務 01 予算 予算管理 研究推進課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 研究推進課室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 C 財務 06 動産等 金券受払簿 研究推進課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 研究推進課室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 科学技術人材育成費補助金　地域特性を活用した「多能工型」研究支援人材養成拠点　教育事業 研究推進課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 研究推進課室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 科学技術人材育成費補助金　地域特性を活用した「多能工型」研究支援人材養成拠点　申請書･報告書 研究推進課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 研究推進課室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 科学技術人材育成費補助金　地域特性を活用した「多能工型」研究支援人材養成拠点　証拠書 研究推進課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 研究推進課室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 04 任免 常陽銀行との協定に基づく人事交流 研究推進課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 研究推進課室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 04 研究集会等 シンポジウム･研究集会情報 研究推進課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 研究推進課室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 学術振興局管理委員会 研究推進課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 研究推進課室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 11 情報システム Researchmap 研究推進課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 研究推進課室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 各種照会･調査(学術推進係) 研究推進課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 研究推進課室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 00 総括 学術推進係庶務 研究推進課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 研究推進課室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 02 ライフサイエンス等 病原性微生物等管理 研究推進課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 研究推進課室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 03 研究者の受入･派遣 日本学術振興会(研究者養成事業) 研究推進課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 研究推進課室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 05 国際交流 日本学術振興会(論博事業他) 研究推進課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 研究推進課室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 05 国際交流 日本学術振興会(国際交流事業) 研究推進課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 研究推進課室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 06 服務･表彰 学長学術表彰 研究推進課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 研究推進課室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 04 研究集会等 表彰･研究者派遣･招聘情報 研究推進課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 研究推進課室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 遺伝子組換え実験安全委員会 研究推進課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 研究推進課室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 動物実験委員会 研究推進課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 研究推進課室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 02 ライフサイエンス等 遺伝子組換え実験計画申請書、承認通知書 研究推進課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 研究推進課室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 02 ライフサイエンス等 動物実験計画申請書、承認通知書 研究推進課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 研究推進課室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 研究設備マスタープラン 研究推進課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 研究推進課室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 03 研究者の受入･派遣 卓越研究員等補助金事業 研究推進課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 研究推進課室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 00 総括 論文投稿支援制度 研究推進課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 研究推進課室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 生命倫理委員会 研究推進課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 研究推進課室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 11 情報システム e-Rad設定･研究者情報登録変更 研究推進課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 研究推進課室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 11 情報システム 科研費･研究助成等ホームページ管理 研究推進課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 研究推進課室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 各種照会･調査(研究協力係) 研究推進課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 研究推進課室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 13 知的財産権 安全保障輸出管理 研究推進課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 研究推進課室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 科学研究費助成事業　諸通知 研究推進課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 研究推進課室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 科学研究費助成事業　審査協力 研究推進課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 研究推進課室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 科研費学内説明会 研究推進課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 研究推進課室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 科研費助言制度 研究推進課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 研究推進課室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 令和元年度科学研究費補助金　交付内定～決定／転出入者情報 研究推進課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 研究推進課室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 令和元年度科学研究費補助金　変更申請･機関変更届 研究推進課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 研究推進課室 研究推進課長 廃棄



令和元年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 令和元年度科学研究費補助金　報告･額の確定 研究推進課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 研究推進課室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 学術研究助成基金助成金(令和元年度採択分)　交付内定～決定／転出入者情報 研究推進課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 研究推進課室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 学術研究助成基金助成金(令和元年度採択分)　変更申請･機関変更届 研究推進課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 研究推進課室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 学術研究助成基金助成金(令和元年度採択分)　前倒し請求･翌年度支払請求 研究推進課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 研究推進課室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 学術研究助成基金助成金(令和元年度採択分)　報告･額の確定 研究推進課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 研究推進課室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 令和元年度科研費(国際共同研究加速基金)　公募通知～交付決定 研究推進課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 研究推進課室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 令和元年度科学研究費助成事業　分担金受入 研究推進課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 研究推進課室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 令和元年度科学研究費助成事業　分担金配分 研究推進課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 研究推進課室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 令和2年度科学研究費助成事業　公募通知 研究推進課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 研究推進課室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 令和2年度科学研究費助成事業　研究計画調書 研究推進課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 研究推進課室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 ひらめき☆ときめきサイエンス～ようこそ大学の研究室へ～KAKENHI　(研究成果の社会還元･普及事業) 研究推進課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 研究推進課室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 各種競争的資金(国又はそれに準じる機関) 研究推進課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 研究推進課室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 各種競争的資金(民間･財団法人等研究助成) 研究推進課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 研究推進課室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知･照会 研究推進課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 iFRC事務室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 J-PARC立入許可願 研究推進課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 iFRC事務室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 学外勤務承認申請 研究推進課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 iFRC事務室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 06 服務･表彰 兼務届 研究推進課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 iFRC事務室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 C 財務 01 予算 予算(学内) 研究推進課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 iFRC事務室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 D 施設設備 02 施設管理 IQBRC施設利用 研究推進課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 iFRC事務室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 科学研究費補助金 研究推進課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 iFRC事務室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 茨城県受託研究(県中性子BL事業) 研究推進課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 iFRC事務室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 C 財務 05 支払 契約依頼 研究推進課長 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 iFRC事務室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 フロンティア運営委員会 研究推進課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 iFRC事務室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 02 ライフサイエンス等 遺伝子組換え生物等の機関実験 研究推進課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 iFRC事務室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 I 社会連携 02 地域連携 茨城県北ジオパーク推進事業 ジオパーク推進室長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 ジオパーク推進室 ジオパーク推進室長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 茨城県北ジオパーク総会･運営委員会 ジオパーク推進室長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 ジオパーク推進室 ジオパーク推進室長 廃棄

令和元年度 I 社会連携 02 地域連携 茨城県北ジオパークインタープリター養成講座 ジオパーク推進室長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 ジオパーク推進室 ジオパーク推進室長 廃棄

令和元年度 I 社会連携 02 地域連携 茨城県北ジオパーク推進協議会･預り金管理 ジオパーク推進室長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 ジオパーク推進室 ジオパーク推進室長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 ＩＣＡＳ運営会議･打合会議 研究推進課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 GLEC事務室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 ICAS各種照会･調査 研究推進課長 2020/4/1 3 2025/3/31 紙 GLEC事務室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 00 総括 ＩＣＡＳ庶務 研究推進課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 GLEC事務室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 C 財務 01 予算 ＩＣＡＳ予算管理 研究推進課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 GLEC事務室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 C 財務 01 予算 ＩＣＡＳ招聘･会議費原議書 研究推進課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 GLEC事務室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 ＩＣＡＳ外部資金(科研費)　 研究推進課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 GLEC事務室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 ＩＣＡＳ外部資金(環境省受託研究S-14)手続き 研究推進課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 GLEC事務室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 ＩＣＡＳ外部資金(環境省受託研究S-14)証拠書類 研究推進課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 GLEC事務室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 ＩＣＡＳ外部資金(NEXCOくず)証拠書類 研究推進課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 GLEC事務室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 ＩＣＡＳ外部資金(受託研究･共同研究) 研究推進課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 GLEC事務室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 ＩＣＡＳ外部資金(SICAT･国文研･JST･ベトナムイニシア)証拠書類 研究推進課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 GLEC事務室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 ＩＣＡＳ外部資金(JSPSアジア･アフリカ)証拠書類 研究推進課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 GLEC事務室 研究推進課長 廃棄



令和元年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 ＩＣＡＳ外部資金（卓越研究員） 研究推進課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 GLEC事務室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 ＩＣＡＳ外部資金（卓越研究員）証拠書類 研究推進課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 GLEC事務室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 ＩＣＡＳ外部資金(環境省受託研究S-18FS)手続き 研究推進課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 GLEC事務室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 茨城県気候変動地域適応センター 研究推進課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 GLEC事務室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 茨城県気候変動地域適応センター証拠書類 研究推進課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 GLEC事務室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 05 国際交流 日越大学修士課程設立プロジェクト 研究推進課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 GLEC事務室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 05 国際交流 日越大学プログラム運営委員会 研究推進課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 GLEC事務室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 05 国際交流 日越大学　証拠書類　第2期精算報告書用（旅費） 研究推進課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 GLEC事務室 研究推進課長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 05 国際交流 日越大学　証拠書類　第2期精算報告書用（一般業務費･その他） 研究推進課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 GLEC事務室 研究推進課長 廃棄

平成4年度 A 管理一般 07 広報 附属図書館概要(平成4年度) 附属図書館総務係 30 2023/3/31 紙 事務室 学術情報課長 廃棄

平成5年度 A 管理一般 07 広報 附属図書館館報(平成5年度) 附属図書館総務係 30 2024/3/31 紙 事務室 学術情報課長 廃棄

平成6年度 A 管理一般 07 広報 附属図書館館報(平成6年度) 附属図書館総務係 30 2025/3/31 紙 事務室 学術情報課長 廃棄

平成7年度 A 管理一般 07 広報 附属図書館館報(平成7年度) 附属図書館総務係 30 2026/3/31 紙 事務室 学術情報課長 廃棄

平成8年度 A 管理一般 07 広報 附属図書館館報(平成8年度) 情報管理課総務係 30 2027/3/31 紙 事務室 学術情報課長 廃棄

平成9年度 A 管理一般 07 広報 附属図書館概要(平成8年度) 情報管理課総務係 30 2028/3/31 紙 事務室 学術情報課長 廃棄

平成9年度 A 管理一般 07 広報 附属図書館館報(平成9年度) 情報管理課総務係 30 2028/3/31 紙 事務室 学術情報課長 廃棄

平成10年度 A 管理一般 07 広報 附属図書館館報(平成10年度) 情報管理課総務係 30 2029/3/31 紙 事務室 学術情報課長 廃棄

平成12年度 A 管理一般 07 広報 附属図書館概要(平成12年度) 情報管理課総務係 30 2030/3/31 紙 事務室 学術情報課長 廃棄

平成11年度 A 管理一般 07 広報 附属図書館館報(平成11年度) 情報管理課総務係 30 2030/3/31 紙 事務室 学術情報課長 廃棄

平成12年度 A 管理一般 07 広報 附属図書館館報(平成12年度) 情報管理課総務係 30 2031/3/31 紙 事務室 学術情報課長 廃棄

平成13年度 A 管理一般 07 広報 附属図書館館報(平成13年度) 情報管理課総務係 30 2032/3/31 紙 事務室 学術情報課長 廃棄

平成14年度 A 管理一般 07 広報 附属図書館館報(平成14年度) 情報管理課総務係 30 2033/3/31 紙 事務室 学術情報課長 廃棄

平成15年度 A 管理一般 07 広報 附属図書館館報(平成15年度) 情報管理課総務係 30 2034/3/31 紙 事務室 学術企画部学術情報課 廃棄

平成16年度 A 管理一般 07 広報 図書館館報(平成16年度) 学術情報課図書館企画係 30 2035/3/31 紙 事務室 学術情報課長 廃棄

平成16年度 A 管理一般 07 広報 図書館のあり方検討ＷＧ報告書(平成16年度) 学術情報課図書館企画係 30 2035/3/31 紙 事務室 学術情報課長 廃棄

平成17年度 A 管理一般 07 広報 図書館館報(平成17年度) 学術情報課図書館企画係 30 2036/3/31 紙 事務室 学術情報課長 廃棄

平成18年度 A 管理一般 07 広報 図書館館報(平成18年度) 学術情報課図書館企画係 30 2037/3/31 紙 事務室 学術情報課長 廃棄

平成19年度 A 管理一般 07 広報 図書館広報誌(平成19年度) 学術情報課図書館企画係 30 2038/3/31 紙 事務室 学術情報課長 廃棄

平成20年度 A 管理一般 07 広報 図書館広報誌(平成20年度) 学術情報課図書館企画係 30 2039/3/31 紙 事務室 学術情報課長 廃棄

平成21年度 A 管理一般 07 広報 図書館広報誌(平成21年度) 学術情報課図書館企画係 30 2040/3/31 紙 事務室 学術情報課長 廃棄

平成22年度 G 図書 04 利用サービス 図書室設置届出書(平成22年度) 学術情報課利用支援係 10 2021/3/31 紙 事務室 学術情報課長 廃棄

平成23年度～ G 図書 03 目録 図書目録 学術情報課長 2014/4/1 常用 電子（ｻｰﾊﾞｰ内） ｺﾝﾃﾅ型ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ 学術情報課長 廃棄

平成23年度～ G 図書 04 利用サービス 利用者ファイル 学術情報課長 2014/4/1 常用 電子（ｻｰﾊﾞｰ内） ｺﾝﾃﾅ型ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ 学術情報課長 廃棄

平成24年度 C 財務 06 動産等 物品管理 学術情報課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 情報企画室書庫 学術情報課長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 11 情報システム 情報システム契約 学術情報課長 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 情報企画係書庫 学術情報課長 廃棄

平成25年度 C 財務 06 動産等 物品管理 学術情報課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 情報企画係書庫 学術情報課長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 11 情報システム 情報システム契約 学術情報課長 2015/4/1 7 2022/3/31 紙 情報企画係書庫 学術情報課長 廃棄

平成26年度 C 財務 06 動産等 物品管理 学術情報課長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 情報企画係書庫 学術情報課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 図書館運営委員会 学術情報課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 本館書庫 学術情報課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 農学部分館図書委員会 学術情報課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農分館書庫 学術情報課長 廃棄



平成27年度 A 管理一般 03 会議 工学部分館図書委員会 学術情報課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 工分館書庫 学術情報課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 本館図書委員会 学術情報課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 本館書庫 学術情報課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 ＩＴ基盤センター運営委員会 学術情報課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 情報企画係書庫 学術情報課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 情報委員会 学術情報課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 情報企画係書庫 学術情報課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 ＶＣＳ管理運用委員会情報環境整備専門委員会 学術情報課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 情報企画係書庫 学術情報課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 情報セキュリティ専門委員会 学術情報課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 情報企画係書庫 学術情報課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 国立大学法人等情報化連絡協議会 学術情報課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 情報企画係書庫 学術情報課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 国立大学図書館協会 学術情報課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 関東甲信越地区国立大学図書館協会 学術情報課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 08 文書 公印使用簿(本館) 学術情報課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 本館書庫 学術情報課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 08 文書 公印使用簿(工分館) 学術情報課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 工分館書庫 学術情報課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 08 文書 公印使用簿(農分館) 学術情報課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農分館書庫 学術情報課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 08 文書 公印使用簿(情報企画) 学術情報課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 情報企画係書庫 学術情報課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 08 文書 法人文書管理 学術情報課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 11 情報システム ＩＴ基盤センター通知 学術情報課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 情報企画係書庫 学術情報課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 11 情報システム 情報システム管理 学術情報課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 情報企画係書庫 学術情報課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 11 情報システム 情報システム契約 学術情報課長 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 情報企画係書庫 学術情報課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 11 情報システム 情報セキュリティ 学術情報課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 情報企画係書庫 学術情報課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 11 情報システム 学内業務でのデータ利用 学術情報課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 情報企画係書庫 学術情報課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 11 情報システム 情報システム･サービス利用申請 学術情報課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 情報企画係書庫 学術情報課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 11 情報システム メディア保管受渡簿 学術情報課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 情報企画係書庫 学術情報課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 茨城県図書館協会統計 学術情報課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 本館書庫 学術情報課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 日本図書館協会統計 学術情報課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 本館書庫 学術情報課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 学術情報基盤実態調査 学術情報課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 本館書庫 学術情報課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 広告掲載料請求行為依頼書 学術情報課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 本館書庫 学術情報課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 対象広報誌申請書 学術情報課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 本館書庫 学術情報課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 毎月勤労統計調査 学術情報課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 本館書庫 学術情報課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 学外通知･照会･回答(本館) 学術情報課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 本館書庫 学術情報課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 学外通知･照会･回答(情報企画) 学術情報課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 情報企画係書庫 学術情報課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 学内通知･照会･回答 学術情報課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 情報企画係書庫 学術情報課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿(本館) 学術情報課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 本館書庫 学術情報課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿(工分館) 学術情報課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 工分館書庫 学術情報課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿(農分館) 学術情報課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農分館書庫 学術情報課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働命令簿(本館) 学術情報課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働命令簿(工分館) 学術情報課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働命令簿(農分館) 学術情報課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 シフト勤務割振表 学術情報課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 本館書庫 学術情報課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 02 出張 旅行命令簿 学術情報課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 本館書庫 学術情報課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 03 選考･選挙 時間外職員の募集 学術情報課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 本館書庫 学術情報課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 09 能力開発 研修（本館･工分館･農分館） 学術情報課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄



平成27年度 C 財務 04 収入 現金領収証書受払簿(本館) 学術情報課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 本館書庫 学術情報課長 廃棄

平成27年度 C 財務 04 収入 現金領収証書受払簿(工分館) 学術情報課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 工分館書庫 学術情報課長 廃棄

平成27年度 C 財務 04 収入 現金領収証書受払簿(農分館) 学術情報課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農分館書庫 学術情報課長 廃棄

平成27年度 C 財務 04 収入 入金伝票 学術情報課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 本館書庫 学術情報課長 廃棄

平成27年度 C 財務 04 収入 現金出納簿(本館) 学術情報課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 本館書庫 学術情報課長 廃棄

平成27年度 C 財務 04 収入 現金出納簿(工分館) 学術情報課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 工分館書庫 学術情報課長 廃棄

平成27年度 C 財務 04 収入 現金出納簿(農分館) 学術情報課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農分館書庫 学術情報課長 廃棄

平成27年度 C 財務 04 収入 ＩＬＬ引渡票(本館) 学術情報課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 本館書庫 学術情報課長 廃棄

平成27年度 C 財務 04 収入 ＩＬＬ引渡票(工分館) 学術情報課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 工分館書庫 学術情報課長 廃棄

平成27年度 C 財務 04 収入 ＩＬＬ引渡票(農分館) 学術情報課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農分館書庫 学術情報課長 廃棄

平成27年度 C 財務 06 動産等 物品管理 学術情報課長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 情報企画係書庫 学術情報課長 廃棄

平成27年度 G 図書 01 資料契約 外国雑誌契約 学術情報課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 本館書庫 学術情報課長 廃棄

平成27年度 G 図書 01 資料契約 外国新刊図書購入価格資料 学術情報課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 本館書庫 学術情報課長 廃棄

平成27年度 G 図書 01 資料契約 寄贈申込資料 学術情報課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 本館書庫 学術情報課長 廃棄

平成27年度 G 図書 01 資料契約 新刊和書及び和雑誌の値引き率 学術情報課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 本館書庫 学術情報課長 廃棄

平成27年度 G 図書 01 資料契約 製本雑誌契約 学術情報課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 本館書庫 学術情報課長 廃棄

平成27年度 G 図書 01 資料契約 電子ジャーナル･役務支払契約 学術情報課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 本館書庫 学術情報課長 廃棄

平成27年度 G 図書 03 目録 図書の除却 学術情報課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 本館書庫 学術情報課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 図書館運営委員会 学術情報課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 農学部分館図書委員会 学術情報課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農分館事務室 学術情報課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 工学部分館図書委員会 学術情報課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 工分館事務室 学術情報課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 本館図書委員会 学術情報課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 ＩＴ基盤センター運営委員会 学術情報課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 IT基盤センター水戸事務室 学術情報課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 情報委員会 学術情報課長 2017/4/1 5 2023/3/31 紙 IT基盤センター水戸事務室 学術情報課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 ＶＣＳ管理運用委員会情報環境整備専門委員会 学術情報課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 IT基盤センター水戸事務室 学術情報課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 情報セキュリティ専門委員会 学術情報課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 IT基盤センター水戸事務室 学術情報課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 国立大学法人等情報化連絡協議会 学術情報課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 IT基盤センター水戸事務室 学術情報課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 国立大学図書館協会 学術情報課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 関東甲信越地区国立大学図書館協会 学術情報課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 08 文書 公印使用簿(本館) 学術情報課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 08 文書 公印使用簿(工分館) 学術情報課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 工分館事務室 学術情報課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 08 文書 公印使用簿(農分館) 学術情報課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農分館事務室 学術情報課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 08 文書 公印使用簿(情報企画) 学術情報課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 情報企画係事務室 学術情報課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 08 文書 法人文書管理 学術情報課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 11 情報システム ＩＴ基盤センター通知 学術情報課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 情報企画係事務室 学術情報課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 11 情報システム 情報システム管理 学術情報課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 情報企画係事務室 学術情報課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 11 情報システム 情報システム契約 学術情報課長 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 情報企画係事務室 学術情報課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 11 情報システム 情報セキュリティ 学術情報課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 情報企画係事務室 学術情報課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 11 情報システム 情報システム･サービス利用申請 学術情報課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 情報企画係事務室 学術情報課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 11 情報システム メディア保管受渡簿 学術情報課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 情報企画係事務室 学術情報課長 廃棄



平成28年度 A 管理一般 12 統計 茨城県図書館協会統計 学術情報課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 日本図書館協会統計 学術情報課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 学術情報基盤実態調査 学術情報課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 広告掲載料請求行為依頼書 学術情報課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 対象広報誌申請書 学術情報課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 毎月勤労統計調査 学術情報課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 学外通知･照会･回答(本館) 学術情報課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 学外通知･照会･回答(情報企画) 学術情報課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 情報企画係事務室 学術情報課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 学内通知･照会･回答 学術情報課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 情報企画係事務室 学術情報課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿(本館) 学術情報課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿(工分館) 学術情報課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 工分館事務室 学術情報課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿(農分館) 学術情報課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農分館事務室 学術情報課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働命令簿(本館) 学術情報課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働命令簿(工分館) 学術情報課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働命令簿(農分館) 学術情報課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 シフト勤務割振表 学術情報課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 02 出張 旅行命令簿 学術情報課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 03 選考･選挙 時間外職員の募集 学術情報課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 00 総括 学内ワークスタディ 学術情報課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 09 能力開発 研修（本館･工分館･農分館） 学術情報課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成28年度 C 財務 04 収入 現金領収証書受払簿(本館) 学術情報課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成28年度 C 財務 04 収入 現金領収証書受払簿(工分館) 学術情報課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 工分館事務室 学術情報課長 廃棄

平成28年度 C 財務 04 収入 現金領収証書受払簿(農分館) 学術情報課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農分館事務室 学術情報課長 廃棄

平成28年度 C 財務 04 収入 入金伝票 学術情報課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成28年度 C 財務 04 収入 現金出納簿(本館) 学術情報課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成28年度 C 財務 04 収入 現金出納簿(工分館) 学術情報課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 工分館事務室 学術情報課長 廃棄

平成28年度 C 財務 04 収入 現金出納簿(農分館) 学術情報課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農分館事務室 学術情報課長 廃棄

平成28年度 C 財務 04 収入 ＩＬＬ引渡票(本館) 学術情報課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成28年度 C 財務 04 収入 ＩＬＬ引渡票(工分館) 学術情報課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 工分館事務室 学術情報課長 廃棄

平成28年度 C 財務 04 収入 ＩＬＬ引渡票(農分館) 学術情報課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農分館事務室 学術情報課長 廃棄

平成28年度 C 財務 06 動産等 物品管理 学術情報課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 情報企画係事務室 学術情報課長 廃棄

平成28年度 G 図書 01 資料契約 外国雑誌契約 学術情報課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成28年度 G 図書 01 資料契約 外国新刊図書購入価格資料 学術情報課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成28年度 G 図書 01 資料契約 寄贈申込資料 学術情報課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成28年度 G 図書 01 資料契約 新刊和書及び和雑誌の値引き率 学術情報課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成28年度 G 図書 01 資料契約 製本雑誌契約 学術情報課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成28年度 G 図書 01 資料契約 電子ジャーナル･役務支払契約 学術情報課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成28年度 G 図書 03 目録 図書の除却 学術情報課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 図書館運営委員会 学術情報課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 農学部分館図書委員会 学術情報課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農分館事務室 学術情報課長 廃棄



平成29年度 A 管理一般 03 会議 工学部分館図書委員会 学術情報課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 工分館事務室 学術情報課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 本館図書委員会 学術情報課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 ＩＴ基盤センター運営委員会 学術情報課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 IT基盤センター水戸事務室 学術情報課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 情報環境整備専門委員会 学術情報課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 IT基盤センター水戸事務室 学術情報課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 情報セキュリティ専門委員会 学術情報課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 IT基盤センター水戸事務室 学術情報課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 国立大学法人等情報化連絡協議会 学術情報課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 IT基盤センター水戸事務室 学術情報課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 情報委員会 学術情報課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 IT基盤センター水戸事務室 学術情報課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 国立大学図書館協会 学術情報課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 関東甲信越地区国立大学図書館協会 学術情報課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 業務用自動車運転者名簿 学術情報課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 私有車業務上使用 学術情報課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 図書館利用案内への広告掲載 学術情報課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 05 計画･企画 展示会 学術情報課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 08 文書 公印使用簿（本館） 学術情報課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 08 文書 公印使用簿（工分館） 学術情報課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 工分館事務室 学術情報課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 08 文書 公印使用簿（農分館） 学術情報課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農分館事務室 学術情報課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 08 文書 公印使用簿（情報企画） 学術情報課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 情報企画Ｇ事務室 学術情報課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 08 文書 法人文書管理 学術情報課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 11 情報システム 情報システム契約 学術情報課長 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 IT基盤センター水戸事務室 学術情報課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 11 情報システム 情報セキュリティ 学術情報課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 IT基盤センター水戸事務室 学術情報課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 11 情報システム 情報システム･サービス利用申請 学術情報課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 IT基盤センター水戸事務室 学術情報課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 11 情報システム メディア保管受渡簿 学術情報課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 情報Ｇ事務室 学術情報課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 茨城県図書館協会統計 学術情報課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 日本図書館協会統計 学術情報課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 学術情報基盤実態調査 学術情報課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 広告掲載料請求行為依頼書 学術情報課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 毎月勤労統計調査 学術情報課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 学外通知･照会･回答（本館） 学術情報課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 学外通知･照会･回答（情報企画） 学術情報課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 IT基盤センター水戸事務室 学術情報課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内通知･照会･回答 学術情報課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 IT基盤センター水戸事務室 学術情報課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 00 総括 学内ワークスタディ 学術情報課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿（本館） 学術情報課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿（工分館） 学術情報課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 工分館事務室 学術情報課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿（農分館） 学術情報課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農分館事務室 学術情報課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 休暇簿（本館） 学術情報課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 休暇簿（工分館） 学術情報課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 工分館事務室 学術情報課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 休暇簿（農分館） 学術情報課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 農分館事務室 学術情報課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働命令簿（本館） 学術情報課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働命令簿（工分館） 学術情報課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働命令簿（農分館） 学術情報課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄



平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 シフト勤務割振表 学術情報課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 02 出張 旅行命令簿 学術情報課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 03 選考･選挙 時間外職員の募集 学術情報課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 04 任免 任免 学術情報課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 IT基盤センター水戸事務室 学術情報課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 09 能力開発 研修（本館･工分館･農分館） 学術情報課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成29年度 C 財務 04 収入 現金領収証書受払簿（本館） 学術情報課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成29年度 C 財務 04 収入 現金領収証書受払簿（工分館） 学術情報課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 工分館事務室 学術情報課長 廃棄

平成29年度 C 財務 04 収入 現金領収証書受払簿（農分館） 学術情報課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農分館事務室 学術情報課長 廃棄

平成29年度 C 財務 04 収入 入金伝票 学術情報課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成29年度 C 財務 04 収入 現金出納簿（本館） 学術情報課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成29年度 C 財務 04 収入 現金出納簿（工分館） 学術情報課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 工分館事務室 学術情報課長 廃棄

平成29年度 C 財務 04 収入 現金出納簿（農分館） 学術情報課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農分館事務室 学術情報課長 廃棄

平成29年度 C 財務 04 収入 ILL引渡票（本館） 学術情報課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成29年度 C 財務 04 収入 ILL引渡票（工分館） 学術情報課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 工分館事務室 学術情報課長 廃棄

平成29年度 C 財務 04 収入 ILL引渡票（農分館） 学術情報課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農分館事務室 学術情報課長 廃棄

平成29年度 C 財務 06 動産等 物品管理（事務連絡） 学術情報課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 IT基盤センター水戸事務室 学術情報課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 07 学生支援 インターンシップ受入 学術情報課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成29年度 G 図書 01 資料契約 外国雑誌契約 学術情報課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成29年度 G 図書 01 資料契約 外国新刊図書購入価格資料 学術情報課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成29年度 G 図書 01 資料契約 寄贈申込資料 学術情報課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成29年度 G 図書 01 資料契約 新刊和書及び和雑誌の値引き率 学術情報課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成29年度 G 図書 01 資料契約 電子ジャーナル･役務支払契約 学術情報課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成29年度 G 図書 03 目録 図書の除却 学術情報課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成29年度 G 図書 04 利用サービス 貴重図書閲覧 学術情報課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成29年度 G 図書 04 利用サービス 時間外開館日誌（本館） 学術情報課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成29年度 G 図書 04 利用サービス 時間外開館日誌（工分館） 学術情報課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 工分館事務室 学術情報課長 廃棄

平成29年度 G 図書 04 利用サービス 時間外開館日誌（農分館） 学術情報課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 農分館事務室 学術情報課長 廃棄

平成29年度 G 図書 04 利用サービス 図書館利用案内 学術情報課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成29年度 G 図書 04 利用サービス 学外者図書館利用 学術情報課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成29年度 G 図書 04 利用サービス 開館カレンダー 学術情報課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成29年度 G 図書 04 利用サービス 学生及び教職員データの提供 学術情報課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成29年度 G 図書 04 利用サービス 特別貸出 学術情報課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成29年度 G 図書 04 利用サービス 図書借受申込書（工分館） 学術情報課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 工分館事務室 学術情報課長 廃棄

平成29年度 G 図書 04 利用サービス 図書借受申込書（本館） 学術情報課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成29年度 G 図書 04 利用サービス 図書借受申込書（農分館） 学術情報課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 農分館事務室 学術情報課長 廃棄

平成29年度 G 図書 04 利用サービス 他大学等図書館利用（本館） 学術情報課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成29年度 G 図書 04 利用サービス 他大学等図書館利用（工分館） 学術情報課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 工分館事務室 学術情報課長 廃棄

平成29年度 G 図書 04 利用サービス 他大学等図書館利用（農分館） 学術情報課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 農分館事務室 学術情報課長 廃棄

平成29年度 G 図書 04 利用サービス 特別複写許可申請 学術情報課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成29年度 G 図書 04 利用サービス 文献複写申込書（工分館） 学術情報課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 工分館事務室 学術情報課長 廃棄



平成29年度 G 図書 04 利用サービス 文献複写申込書（本館） 学術情報課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成29年度 G 図書 04 利用サービス 文献複写申込書（農分館） 学術情報課長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 農分館事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 図書館運営委員会 学術情報課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 農学部分館図書委員会 学術情報課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農分館事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 工学部分館図書委員会 学術情報課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 工分館事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 本館図書委員会 学術情報課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 ＩＴ基盤センター運営委員会 学術情報課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 IT基盤センター水戸事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 情報環境整備専門委員会 学術情報課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 IT基盤センター水戸事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 情報セキュリティ専門委員会 学術情報課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 IT基盤センター水戸事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 国立大学法人等情報化連絡協議会 学術情報課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 IT基盤センター水戸事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 情報委員会 学術情報課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 IT基盤センター水戸事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 国立大学図書館協会 学術情報課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 関東甲信越地区国立大学図書館協会 学術情報課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 業務用自動車運転者名簿 学術情報課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 図書館利用案内への広告掲載 学術情報課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 05 計画･企画 展示会 学術情報課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 08 文書 公印使用簿（本館） 学術情報課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 08 文書 公印使用簿（工分館） 学術情報課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 工分館事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 08 文書 公印使用簿（農分館） 学術情報課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農分館事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 08 文書 公印使用簿（情報企画） 学術情報課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 情報企画Ｇ事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 08 文書 法人文書管理 学術情報課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 11 情報システム 情報システム契約 学術情報課長 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 IT基盤センター水戸事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 11 情報システム 情報セキュリティ 学術情報課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 IT基盤センター水戸事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 11 情報システム 情報システム･サービス利用申請 学術情報課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 IT基盤センター水戸事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 11 情報システム メディア保管受渡簿 学術情報課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 情報Ｇ事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 茨城県図書館協会統計 学術情報課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 日本図書館協会統計 学術情報課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 学術情報基盤実態調査 学術情報課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 広告掲載料請求行為依頼書 学術情報課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 労働時間数等調査 学術情報課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 学外通知･照会･回答（本館） 学術情報課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 学外通知･照会･回答（情報企画） 学術情報課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 IT基盤センター水戸事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内通知･照会･回答（本館） 学術情報課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内通知･照会･回答（情報企画） 学術情報課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 IT基盤センター水戸事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 00 総括 学内ワークスタディ 学術情報課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿（本館） 学術情報課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿（工分館） 学術情報課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 工分館事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿（農分館） 学術情報課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農分館事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 休暇簿（本館） 学術情報課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 休暇簿（工分館） 学術情報課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 工分館事務室 学術情報課長 廃棄



平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 休暇簿（農分館） 学術情報課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 農分館事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働命令簿（本館） 学術情報課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働命令簿（工分館） 学術情報課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働命令簿（農分館） 学術情報課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 シフト勤務割振表 学術情報課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 02 出張 旅行命令簿 学術情報課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 03 選考･選挙 時間外職員の募集 学術情報課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 09 能力開発 研修（本館･工分館･農分館） 学術情報課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 C 財務 04 収入 現金領収証書受払簿（本館） 学術情報課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 C 財務 04 収入 現金領収証書受払簿（工分館） 学術情報課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 工分館事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 C 財務 04 収入 現金領収証書受払簿（農分館） 学術情報課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農分館事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 C 財務 04 収入 入金伝票 学術情報課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 C 財務 04 収入 現金出納簿（本館） 学術情報課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 C 財務 04 収入 現金出納簿（工分館） 学術情報課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 工分館事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 C 財務 04 収入 現金出納簿（農分館） 学術情報課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農分館事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 C 財務 04 収入 ILL引渡票（本館） 学術情報課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 C 財務 04 収入 ILL引渡票（工分館） 学術情報課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 工分館事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 C 財務 04 収入 ILL引渡票（農分館） 学術情報課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農分館事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 C 財務 06 動産等 物品管理（事務連絡） 学術情報課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 IT基盤センター水戸事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 07 学生支援 インターンシップ受入 学術情報課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 G 図書 01 資料契約 外国雑誌契約 学術情報課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 G 図書 01 資料契約 外国新刊図書購入価格資料 学術情報課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 G 図書 01 資料契約 寄贈申込資料 学術情報課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 G 図書 01 資料契約 新刊和書及び和雑誌の値引き率 学術情報課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 G 図書 01 資料契約 電子ジャーナル･役務支払契約 学術情報課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 G 図書 01 資料契約 図書の除却 学術情報課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 G 図書 04 利用サービス 貴重図書閲覧 学術情報課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 G 図書 04 利用サービス 時間外開館日誌（本館） 学術情報課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 G 図書 04 利用サービス 時間外開館日誌（工分館） 学術情報課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 工分館事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 G 図書 04 利用サービス 時間外開館日誌（農分館） 学術情報課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 農分館事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 G 図書 04 利用サービス 図書館利用案内 学術情報課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 G 図書 04 利用サービス 学外者図書館利用 学術情報課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 G 図書 04 利用サービス 開館カレンダー 学術情報課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 G 図書 04 利用サービス 特別貸出 学術情報課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 G 図書 04 利用サービス 図書借受申込書（工分館） 学術情報課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 工分館事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 G 図書 04 利用サービス 図書借受申込書（本館） 学術情報課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 G 図書 04 利用サービス 図書借受申込書（農分館） 学術情報課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 農分館事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 G 図書 04 利用サービス 他大学等図書館利用（本館） 学術情報課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 G 図書 04 利用サービス 他大学等図書館利用（工分館） 学術情報課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 工分館事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 G 図書 04 利用サービス 他大学等図書館利用（農分館） 学術情報課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 農分館事務室 学術情報課長 廃棄



平成30年度 G 図書 04 利用サービス 特別複写許可申請 学術情報課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 G 図書 04 利用サービス 文献複写申込書（工分館） 学術情報課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 工分館事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 G 図書 04 利用サービス 文献複写申込書（本館） 学術情報課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 G 図書 04 利用サービス 文献複写申込書（農分館） 学術情報課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 農分館事務室 学術情報課長 廃棄

平成27年度 I 社会連携 02 イベントに関する業務 土曜アカデミー 学術情報課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成28年度 I 社会連携 02 イベントに関する業務 土曜アカデミー 学術情報課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成29年度 I 社会連携 02 イベントに関する業務 土曜アカデミー 学術情報課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 I 社会連携 02 イベントに関する業務 土曜アカデミー 学術情報課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 G 図書 04 利用サービス 国立国会図書館デジタルコレクション利用申込書（本館） 学術情報課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 G 図書 04 利用サービス 図書館主催講習会（本館） 学術情報課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 G 図書 04 利用サービス 図書館見学申込書（本館） 学術情報課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 G 図書 04 利用サービス 参考調査依頼回答（本館） 学術情報課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 G 図書 01 資料契約 文献複写依頼支払契約 学術情報課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 G 図書 04 利用サービス 現物貸借申込書（本館）公費、私費、学内、研究室 学術情報課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 G 図書 04 利用サービス 現物貸借申込書（本館）県域 学術情報課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 G 図書 04 利用サービス 現物貸借申込書(農分館)公費、私費 学術情報課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 G 図書 04 利用サービス 文献複写受付(相殺） 学術情報課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 G 図書 04 利用サービス 文献複写受付(相殺外） 学術情報課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 G 図書 04 利用サービス 文献複写受付(学内） 学術情報課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 G 図書 04 利用サービス 文献複写受付(謝絶） 学術情報課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 G 図書 04 利用サービス 貸借受付(相殺） 学術情報課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 G 図書 04 利用サービス 貸借受付(相殺外） 学術情報課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 G 図書 04 利用サービス 貸借受付(学内） 学術情報課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 G 図書 04 利用サービス 貸借受付(謝絶） 学術情報課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 G 図書 04 利用サービス 貸借受付(県域） 学術情報課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 G 図書 04 利用サービス 複写申込書(学内者) 学術情報課長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 G 図書 04 利用サービス 機関リポジトリ 学術情報課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 G 図書 04 利用サービス 収納金日経報告書及び収納金引渡書 学術情報課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成30年度 G 図書 04 利用サービス 水戸の城下町マップ 学術情報課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 図書館運営委員会 学術情報課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 農学部分館図書委員会 学術情報課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農分館事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 工学部分館図書委員会 学術情報課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 工分館事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 本館図書委員会 学術情報課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 ＩＴ基盤センター運営委員会 学術情報課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 IT基盤センター水戸事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 情報環境整備専門委員会 学術情報課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 IT基盤センター水戸事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 情報セキュリティ専門委員会 学術情報課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 IT基盤センター水戸事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 国立大学法人等情報化連絡協議会 学術情報課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 IT基盤センター水戸事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 情報委員会 学術情報課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 IT基盤センター水戸事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 国立大学図書館協会 学術情報課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 関東甲信越地区国立大学図書館協会 学術情報課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄



令和元年度 A 管理一般 04 運営 業務用自動車運転者名簿 学術情報課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 図書館利用案内への広告掲載 学術情報課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 05 計画･企画 展示会 学術情報課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 08 文書 公印使用簿（本館） 学術情報課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 08 文書 公印使用簿（工分館） 学術情報課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 工分館事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 08 文書 公印使用簿（農分館） 学術情報課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農分館事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 08 文書 公印使用簿（情報企画） 学術情報課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 情報企画Ｇ事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 08 文書 法人文書管理 学術情報課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 11 情報システム 情報システム契約 学術情報課長 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 IT基盤センター水戸事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 11 情報システム 情報セキュリティ 学術情報課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 IT基盤センター水戸事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 11 情報システム 情報システム･サービス利用申請 学術情報課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 IT基盤センター水戸事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 11 情報システム メディア保管受渡簿 学術情報課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 情報Ｇ事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 茨城県図書館協会統計 学術情報課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 日本図書館協会統計 学術情報課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 学術情報基盤実態調査 学術情報課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 広告掲載料請求行為依頼書 学術情報課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 労働時間数等調査 学術情報課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 学外通知･照会･回答（本館） 学術情報課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 学外通知･照会･回答（情報企画） 学術情報課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 IT基盤センター水戸事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内通知･照会･回答（本館） 学術情報課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内通知･照会･回答（情報企画） 学術情報課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 IT基盤センター水戸事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 00 総括 学内ワークスタディ 学術情報課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿（本館） 学術情報課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿（工分館） 学術情報課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 工分館事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿（農分館） 学術情報課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農分館事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 休暇簿（本館） 学術情報課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 休暇簿（工分館） 学術情報課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 工分館事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 休暇簿（農分館） 学術情報課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 農分館事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働命令簿（本館） 学術情報課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働命令簿（工分館） 学術情報課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働命令簿（農分館） 学術情報課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 シフト勤務割振表 学術情報課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 02 出張 旅行命令簿 学術情報課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 03 選考･選挙 時間外職員の募集 学術情報課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 09 能力開発 研修（本館･工分館･農分館） 学術情報課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 C 財務 04 収入 現金領収証書受払簿（本館） 学術情報課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 C 財務 04 収入 現金領収証書受払簿（工分館） 学術情報課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 工分館事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 C 財務 04 収入 現金領収証書受払簿（農分館） 学術情報課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農分館事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 C 財務 04 収入 入金伝票 学術情報課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 C 財務 04 収入 現金出納簿（本館） 学術情報課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄



令和元年度 C 財務 04 収入 現金出納簿（工分館） 学術情報課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 工分館事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 C 財務 04 収入 現金出納簿（農分館） 学術情報課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農分館事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 C 財務 04 収入 ILL引渡票（本館） 学術情報課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 C 財務 04 収入 ILL引渡票（工分館） 学術情報課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 工分館事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 C 財務 04 収入 ILL引渡票（農分館） 学術情報課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農分館事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 C 財務 06 動産等 物品管理（事務連絡） 学術情報課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 IT基盤センター水戸事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 07 学生支援 インターンシップ受入 学術情報課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 G 図書 01 資料契約 外国雑誌契約 学術情報課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 G 図書 01 資料契約 外国新刊図書購入価格資料 学術情報課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 G 図書 01 資料契約 寄贈申込資料 学術情報課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 G 図書 01 資料契約 新刊和書及び和雑誌の値引き率 学術情報課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 G 図書 01 資料契約 電子ジャーナル･役務支払契約 学術情報課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 G 図書 01 資料契約 図書の除却 学術情報課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 G 図書 04 利用サービス 意見箱回答（本館） 学術情報課長 2020/4/1 1 2021/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 G 図書 04 利用サービス 意見箱回答（工分館） 学術情報課長 2020/4/1 1 2021/3/31 紙 工分館事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 G 図書 04 利用サービス 意見箱回答（農分館） 学術情報課長 2020/4/1 1 2021/3/31 紙 農分館事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 G 図書 04 利用サービス 貴重図書閲覧 学術情報課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 G 図書 04 利用サービス 時間外開館日誌（本館） 学術情報課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 G 図書 04 利用サービス 時間外開館日誌（工分館） 学術情報課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 工分館事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 G 図書 04 利用サービス 時間外開館日誌（農分館） 学術情報課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 農分館事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 G 図書 04 利用サービス 図書館利用案内 学術情報課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 G 図書 04 利用サービス 学外者図書館利用 学術情報課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 G 図書 04 利用サービス 開館カレンダー 学術情報課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 G 図書 04 利用サービス 特別貸出 学術情報課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 G 図書 04 利用サービス 図書借受申込書（工分館） 学術情報課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 工分館事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 G 図書 04 利用サービス 図書借受申込書（本館） 学術情報課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 G 図書 04 利用サービス 図書借受申込書（農分館） 学術情報課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 農分館事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 G 図書 04 利用サービス 他大学等図書館利用（本館） 学術情報課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 G 図書 04 利用サービス 他大学等図書館利用（工分館） 学術情報課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 工分館事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 G 図書 04 利用サービス 他大学等図書館利用（農分館） 学術情報課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 農分館事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 G 図書 04 利用サービス 特別複写許可申請 学術情報課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 G 図書 04 利用サービス 文献複写申込書（工分館） 学術情報課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 工分館事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 G 図書 04 利用サービス 文献複写申込書（本館） 学術情報課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 G 図書 04 利用サービス 文献複写申込書（農分館） 学術情報課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 農分館事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 I 社会連携 02 イベントに関する業務 土曜アカデミー 学術情報課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 G 図書 04 利用サービス 国立国会図書館デジタルコレクション利用申込書（本館） 学術情報課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 G 図書 04 利用サービス 図書館主催講習会（本館） 学術情報課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 G 図書 04 利用サービス 図書館見学申込書（本館） 学術情報課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 G 図書 04 利用サービス 参考調査依頼回答（本館） 学術情報課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 G 図書 01 資料契約 文献複写依頼支払契約 学術情報課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄



令和元年度 G 図書 04 利用サービス 現物貸借申込書（本館）公費、私費、学内、研究室 学術情報課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 G 図書 04 利用サービス 現物貸借申込書（本館）県域 学術情報課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 G 図書 04 利用サービス 現物貸借申込書(農分館)公費、私費 学術情報課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 G 図書 04 利用サービス 文献複写受付(相殺） 学術情報課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 G 図書 04 利用サービス 文献複写受付(相殺外） 学術情報課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 G 図書 04 利用サービス 文献複写受付(学内） 学術情報課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 G 図書 04 利用サービス 文献複写受付(謝絶） 学術情報課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 G 図書 04 利用サービス 貸借受付(相殺） 学術情報課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 G 図書 04 利用サービス 貸借受付(相殺外） 学術情報課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 G 図書 04 利用サービス 貸借受付(学内） 学術情報課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 G 図書 04 利用サービス 貸借受付(謝絶） 学術情報課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 G 図書 04 利用サービス 貸借受付(県域） 学術情報課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 G 図書 04 利用サービス 複写申込書(学内者) 学術情報課長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 G 図書 04 利用サービス 機関リポジトリ 学術情報課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 G 図書 04 利用サービス 収納金日経報告書及び収納金引渡書 学術情報課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

令和元年度 G 図書 04 利用サービス 水戸の城下町マップ 学術情報課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 本館事務室 学術情報課長 廃棄

平成16年度 学術企画部社会連携課 産学連携室 発明･特許関係(平成16年度) 社会連携課産学連携室 20 2024/3/31 紙 事務室 産学連携課長 廃棄

平成16年度 学術企画部社会連携課 産学連携室 発明審査委員会(平成16年度) 社会連携課産学連携室 20 2024/3/31 紙 事務室 産学連携課長 廃棄

平成17年度 学術企画部社会連携課 産学連携室 発明･特許関係(平成17年度) 社会連携課産学連携室 20 2025/3/31 紙 事務室 産学連携課長 廃棄

平成17年度 学術企画部社会連携課 産学連携室 発明審査委員会(平成17年度) 社会連携課産学連携室 20 2025/3/31 紙 事務室 産学連携課長 廃棄

平成18年度 学術企画部社会連携課 産学連携室 発明･特許関係(平成18年度) 社会連携課産学連携室 20 2026/3/31 紙 事務室 産学連携課長 廃棄

平成18年度 学術企画部社会連携課 産学連携室 発明審査委員会(平成18年度) 社会連携課産学連携室 20 2026/3/31 紙 事務室 産学連携課長 廃棄

平成19年度 学術企画部社会連携課 産学連携室 発明･特許関係(平成19年度) 社会連携課産学連携室 20 2027/3/31 紙 事務室 産学連携課長 廃棄

平成19年度 学術企画部社会連携課 産学連携室 発明審査委員会(平成19年度) 社会連携課産学連携室 20 2027/3/31 紙 事務室 産学連携課長 廃棄

平成20年度 学術企画部社会連携課 産学連携室 発明･特許関係(平成20年度) 社会連携課産学連携室 20 2028/3/31 紙 事務室 産学連携課長 廃棄

平成20年度 学術企画部社会連携課 産学連携室 発明審査委員会(平成20年度) 社会連携課産学連携室 20 2028/3/31 紙 事務室 産学連携課長 廃棄

平成21年度 学術企画部社会連携課 産学連携室 発明･特許関係(平成21年度) 社会連携課産学連携室 20 2029/3/31 紙 事務室 産学連携課長 廃棄

平成21年度 学術企画部社会連携課 産学連携室 発明審査委員会(平成21年度) 社会連携課産学連携室 20 2029/3/31 紙 事務室 産学連携課長 廃棄

平成21年度 工学部 学術企画部研究支援係 技術･ビジネス相談分野一覧(平成21年度) 研究協力･地域連携課研究支援係 30 2040/3/31 紙 産学連携係 産学連携課長 廃棄

平成21年度 工学部 学術企画部研究支援係 共同研究開発センター年報(平成21年度) 研究協力･地域連携課研究支援係 30 2040/3/31 紙 産学連携係 産学連携課長 廃棄

平成22年度 学術企画部社会連携課 産学連携室 発明･特許関係(平成22年度) 社会連携課産学連携室 20 2030/3/31 紙 事務室 産学連携課長 廃棄

平成22年度 学術企画部社会連携課 産学連携室 発明審査委員会(平成22年度) 社会連携課産学連携室 20 2030/3/31 紙 事務室 産学連携課長 廃棄

平成22年度 工学部 学術企画部研究支援係 技術･ビジネス相談分野一覧(平成22年度) 研究協力･地域連携課研究支援係 30 2041/3/31 紙 産学連携係 産学連携課長 廃棄

平成22年度 工学部 学術企画部研究支援係 共同研究開発センター年報(平成22年度) 研究協力･地域連携課研究支援係 30 2041/3/31 紙 産学連携係 産学連携課長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 03 会議 発明審査委員会 社会連携課長 2012/4/1 20 2032/3/31 紙 課内書庫 産学連携課長 廃棄

平成23年度 F 研究一般 03 知的財産権 発明･特許 社会連携課長 2012/4/1 20 2032/3/31 紙 課内書庫 産学連携課長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 03 会議 発明審査委員会 社会連携課長 2013/4/1 20 2033/3/31 紙 産学連携係 産学連携課長 廃棄

平成24年度 F 研究一般 03 知的財産権 発明･特許 社会連携課長 2013/4/1 20 2033/3/31 紙 産学連携係 産学連携課長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 03 会議 発明審査委員会 社会連携課長 2014/4/1 20 2032/3/31 紙 産学連携室 産学連携課長 廃棄

平成25年度 F 研究一般 03 知的財産権 発明･特許 社会連携課長 2014/4/1 20 2034/3/31 紙 産学連携室 産学連携課長 廃棄



平成26年度 A 管理一般 03 会議 発明審査委員会 社会連携課長 2015/4/1 20 2033/3/31 紙 産学連携室 産学連携課長 廃棄

平成26年度 F 研究一般 03 知的財産権 発明･特許 社会連携課長 2015/4/1 20 2035/3/31 紙 産学連携室 産学連携課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 利益相反委員会 社会連携課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 産学連携室 産学連携課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 発明審査委員会 社会連携課長 2016/4/1 20 2035/3/31 紙 産学連携室 産学連携課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿 社会連携課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 産学連携室 産学連携課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 休暇簿 社会連携課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 産学連携室 産学連携課長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 02 外部資金 寄附金 社会連携課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 産学連携室 産学連携課長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 02 外部資金 共同研究 社会連携課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 産学連携室 産学連携課長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 02 外部資金 受託研究 社会連携課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 産学連携室 産学連携課長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 02 外部資金 科学研究費 社会連携課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 産学連携室 産学連携課長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 02 外部資金 研究助成応募･公募 社会連携課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 産学連携室 産学連携課長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 03 知的財産権 知的財産管理 社会連携課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 産学連携室 産学連携課長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 03 知的財産権 発明･特許 社会連携課長 2016/4/1 20 2036/3/31 紙 産学連携室 産学連携課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 利益相反委員会 社会連携課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 産学連携室 産学連携課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 発明審査委員会 社会連携課長 2017/4/1 20 2037/3/31 紙 産学連携室 産学連携課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 調査･統計･報告(産学連携) 社会連携課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 産学連携室 産学連携課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿 社会連携課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 産学連携室 産学連携課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 休暇簿 社会連携課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 産学連携室 産学連携課長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 00 総括 総務関係 社会連携課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 産学連携室 産学連携課長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 02 外部資金 寄附金 社会連携課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 産学連携室 産学連携課長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 02 外部資金 共同研究 社会連携課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 産学連携室 産学連携課長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 02 外部資金 受託研究 社会連携課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 産学連携室 産学連携課長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 02 外部資金 科学研究費 社会連携課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 産学連携室 産学連携課長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 02 外部資金 研究助成応募･公募 社会連携課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 産学連携室 産学連携課長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 03 知的財産権 知的財産管理 社会連携課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 産学連携室 産学連携課長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 03 知的財産権 発明･特許 社会連携課長 2017/4/1 20 2037/3/31 紙 産学連携室 産学連携課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 利益相反委員会 産学連携課 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 産学連携室 産学連携課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 発明審査委員会 産学連携課 2018/4/1 20 2038/3/31 紙 産学連携室 産学連携課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 調査･統計･報告(産学連携) 産学連携課 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 産学連携室 産学連携課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿 産学連携課 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 産学連携室 産学連携課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 休暇簿 産学連携課 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 産学連携室 産学連携課長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 00 総括 総務関係 産学連携課 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 産学連携室 産学連携課長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 寄附金 産学連携課 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 産学連携室 産学連携課長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 共同研究 産学連携課 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 産学連携室 産学連携課長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 受託研究 産学連携課 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 産学連携室 産学連携課長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 科学研究費 産学連携課 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 産学連携室 産学連携課長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 研究助成応募･公募 産学連携課 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 産学連携室 産学連携課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 13 知的財産権 発明･特許 産学連携課 2018/4/1 20 2038/3/31 紙 産学連携室 産学連携課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 利益相反委員会 産学連携課 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 産学連携室 産学連携課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 発明審査委員会 産学連携課 2019/4/1 20 2039/3/31 紙 産学連携室 産学連携課長 廃棄



平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 調査･統計･報告(産学連携) 産学連携課 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 産学連携室 産学連携課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿 産学連携課 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 産学連携室 産学連携課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 休暇簿 産学連携課 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 産学連携室 産学連携課長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 00 総括 総務関係 産学連携課 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 産学連携室 産学連携課長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 寄附金 産学連携課 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 産学連携室 産学連携課長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 共同研究 産学連携課 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 産学連携室 産学連携課長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 受託研究 産学連携課 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 産学連携室 産学連携課長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 科学研究費 産学連携課 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 産学連携室 産学連携課長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 研究助成応募･公募 産学連携課 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 産学連携室 産学連携課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 13 知的財産権 発明･特許 産学連携課 2019/4/1 20 2039/3/31 紙 産学連携室 産学連携課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 利益相反委員会 産学連携課 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 産学連携室 産学連携課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 発明審査委員会 産学連携課 2020/4/1 20 2040/3/31 紙 産学連携室 産学連携課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 全国VBLフォーラム 産学連携課 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 産学連携室 産学連携課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 研究室訪問交流会（工学部･農学部） 産学連携課 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 産学連携室 産学連携課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 調査･統計･報告(産学連携) 産学連携課 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 産学連携室 産学連携課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿 産学連携課 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 産学連携室 産学連携課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 休暇簿 産学連携課 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 産学連携室 産学連携課長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 00 総括 総務関係 産学連携課 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 産学連携室 産学連携課長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 寄附金 産学連携課 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 産学連携室 産学連携課長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 共同研究 産学連携課 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 産学連携室 産学連携課長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 受託研究 産学連携課 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 産学連携室 産学連携課長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 科学研究費 産学連携課 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 産学連携室 産学連携課長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 研究助成応募･公募 産学連携課 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 産学連携室 産学連携課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 13 知的財産権 発明･特許 産学連携課 2020/4/1 20 2040/3/31 紙 産学連携室 産学連携課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 13 社会連携 茨城産業会議との連携(研究室訪問交流会) 社会連携課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 産学連携室 産学連携課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 13 社会連携 茨城産業会議との連携(研究室訪問交流会) 社会連携課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 産学連携室 産学連携課長 廃棄

平成29年度 I 社会連携 02 地域連携 茨城産業会議との連携（研究室訪問交流会） 地域連携課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 産学連携室 産学連携課長 廃棄

平成30年度 I 社会連携 02 地域連携 茨城産業会議との連携（研究室訪問交流会） 地域連携課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 産学連携室 産学連携課長 廃棄

平成22年度 学術企画部社会連携課 課長補佐（地域連携） 地域連携協定(平成22年度) 社会連携課課長補佐（地域連携） 2010/4/1 30 2040/3/31 紙 事務室 社会連携課長 廃棄

平成17年度 学術企画部社会連携課 専門員（地域連携） 地域連携協定(平成17年度) 研究協力･地域連携課専門員（地域連携） 2005/4/1 30 2035/3/31 紙 事務室 社会連携課長 廃棄

平成18年度 学術企画部社会連携課 専門員（地域連携） 地域連携協定(平成18年度) 研究協力･地域連携課専門員（地域連携） 2006/4/1 30 2036/3/31 紙 事務室 社会連携課長 廃棄

平成19年度 学術企画部社会連携課 専門員（地域連携） 地域連携協定(平成19年度) 研究協力･地域連携課専門員（地域連携） 2007/4/1 30 2037/3/31 紙 事務室 社会連携課長 廃棄

平成20年度 学術企画部社会連携課 専門員（地域連携） 地域連携協定(平成20年度) 研究協力･地域連携課専門員（地域連携） 2008/4/1 30 2038/3/31 紙 事務室 社会連携課長 廃棄

平成21年度 学術企画部社会連携課 専門員（地域連携） 地域連携協定(平成21年度) 研究協力･地域連携課専門員（地域連携） 2009/4/1 30 2039/3/31 紙 事務室 社会連携課長 廃棄

平成18年度 学術企画部社会連携課 地域連携係 現金出納簿(平成18年度) 財務課資産管理係 2006/4/1 15 2021/3/31 紙 事務室・書庫 社会連携課長 廃棄

平成19年度 学術企画部社会連携課 地域連携係 現金出納簿(平成19年度) 財務課資産管理係 2007/4/1 15 2022/3/31 紙 事務室・書庫 社会連携課長 廃棄

平成20年度 学術企画部社会連携課 地域連携係 現金出納簿(平成20年度) 財務課資産管理係 2008/4/1 15 2023/3/31 紙 事務室・書庫 社会連携課長 廃棄

平成21年度 学術企画部社会連携課 地域連携係 現金出納簿(平成21年度) 社会連携課地域連携係 2009/4/1 15 2024/3/31 紙 事務室 社会連携課長 廃棄

平成22年度 学術企画部社会連携課 地域連携係 現金出納簿(平成22年度) 社会連携課地域連携係 2010/4/1 15 2025/3/31 紙 事務室 社会連携課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 00 総括 いばらき地域づくり大学･高専コンソーシアム 設立記念シンポジウム 地方創生推進室長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄



平成27年度 A 管理一般 00 総括 茨城大学地方創生シンポジウム 地方創生推進室長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 00 総括 いばらき地域づくり大学･高専コンソーシアム 拡大記念シンポジウム 事業推進課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 00 総括 社会教育通知･照会･調査 事業推進課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 00 総括 社会教育通知･照会･調査 社会連携課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 01 法令･規則 規則制定･改廃 地方創生推進室長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 03 会議 大震災･放射能汚染復興支援運営委員会(東日本大震災関連) 社会連携課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄 ＜震災関連含む＞

平成23年度 A 管理一般 03 会議 大震災･放射能汚染復興支援会議(東日本大震災関連) 社会連携課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄 ＜震災関連含む＞

平成24年度 A 管理一般 03 会議 五浦美術文化研究所　運営委員会(東日本大震災関連) 社会連携課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄 ＜震災関連含む＞

平成24年度 A 管理一般 03 会議 大震災･放射能汚染復興支援運営委員会(東日本大震災関連) 社会連携課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄 ＜震災関連含む＞

平成24年度 A 管理一般 03 会議 大震災･放射能汚染復興支援会議(東日本大震災関連) 社会連携課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄 ＜震災関連含む＞

平成25年度 A 管理一般 03 会議 五浦美術文化研究所　運営委員会(東日本大震災関連) 社会連携課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄 ＜震災関連含む＞

平成25年度 A 管理一般 03 会議 大震災･放射能汚染復興支援運営委員会(東日本大震災関連) 社会連携課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄 ＜震災関連含む＞

平成25年度 A 管理一般 03 会議 大震災･放射能汚染復興支援会議(東日本大震災関連) 社会連携課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄 ＜震災関連含む＞

平成27年度 A 管理一般 03 会議 五浦美術文化研究所　運営委員会･所員会議 社会連携課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 茨城圏央道沿線地域産業･交流活性化協議会 社会連携課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 茨城県西地域産業活性化協議会 社会連携課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 ＣＯＣ事業連携機関連絡会 社会連携課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 ＣＯＣ申請事業ＷＧ 社会連携課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 ＣＯＣ地域共生委員会 社会連携課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 ＣＯＣ地域研究委員会 社会連携課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 ＣＯＣ地域貢献委員会 社会連携課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 ＣＯＣ地域志向教育プログラム委員会 社会連携課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 ＣＯＣ統括委員会 社会連携課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 社会連携センター運営委員会 社会連携課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 地方創生推進室 他会議資料 地方創生推進室長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 地方創生の取組みに関する意見交換会 社会連携課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 部門会議 社会連携課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 水戸･阿見地区月例会議 社会連携課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 いばらき地域づくり大学･高専コンソーシアム 運営協議会･事業推進委員会 地方創生推進室長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 五浦美術文化研究所　運営委員会･所員会議 社会連携課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 茨城圏央道沿線地域産業･交流活性化協議会 社会連携課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 茨城県西地域産業活性化協議会 社会連携課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 茨城大学と連携協定先自治体との実務者間意見交換会 社会連携課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 いばらき地域づくり大学･高専コンソーシアム 学生ワークショップ委員会 地方創生推進室長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 いばらき地域づくり大学･高専コンソーシアム 道の駅坂東市委員会 地方創生推進室長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 いばらき地域づくり大学･高専コンソーシアム 道の駅ひたちおおた委員会 地方創生推進室長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 学内会議委嘱 地方創生推進室長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 企画調整会議･センター部課長MT 社会連携課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 ＣＯＣ外部評価委員会 社会連携課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 ＣＯＣ地域共生委員会 社会連携課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄



平成28年度 A 管理一般 03 会議 ＣＯＣ地域研究委員会 社会連携課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 ＣＯＣ地域貢献委員会 社会連携課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 ＣＯＣ地域志向教育プログラム委員会 社会連携課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 ＣＯＣ統括委員会 社会連携課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 社会連携センター運営委員会 社会連携課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 社会連携センター月例報告会 社会連携課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 社会連携センターアドバイザリーボード会議 社会連携課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 部門会議 社会連携課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 いばらき地域づくり大学･高専コンソーシアム 運営協議会･事業推進委員会 地方創生推進室長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 いばらき地域づくり大学･高専コンソーシアム 総会･役員会･企画会議 地方創生推進室長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 五浦美術文化研究所　運営委員会･所員会議 事業推進課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 いばらき地域づくり大学･高専コンソーシアム 道の駅ひたちおおた委員会 事業推進課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 企画調整会議･センター部課長MT 地域連携課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 ＣＯＣ外部評価委員会 事業推進課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 ＣＯＣ地域共生委員会 事業推進課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 ＣＯＣ地域研究委員会 事業推進課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 ＣＯＣ地域貢献委員会 事業推進課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 ＣＯＣ地域志向教育プログラム委員会 事業推進課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 ＣＯＣ統括委員会 事業推進課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 社会連携センターアドバイザリーボード会議 地域連携課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 社会連携センター運営委員会 地域連携課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 社会連携センター月例報告会 地域連携課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 地域連携統括会議 地域連携課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 五浦美術文化研究所　運営委員会･所員会議 事業推進課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 いばらき地域づくり大学･高専コンソーシアム 各種委員会 事業推進課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 企画調整会議･センター部課長MT 地域連携課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 ＣＯＣ外部評価委員会 事業推進課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 ＣＯＣ地域共生委員会 事業推進課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 ＣＯＣ地域研究委員会 事業推進課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 ＣＯＣ地域貢献委員会 事業推進課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 ＣＯＣ地域志向教育プログラム委員会 事業推進課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 ＣＯＣ統括委員会 事業推進課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 社会連携センターアドバイザリーボード会議 地域連携課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 社会連携センター運営委員会 地域連携課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 社会連携センター月例報告会 地域連携課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 社会連携センター社会教育部門会議 社会連携課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 地域連携統括会議 地域連携課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 五浦美術文化研究所　運営委員会･所員会議 社会連携課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 月例会議 社会連携課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 社会連携センターアドバイザリーボード会議 社会連携課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄



令和元年度 A 管理一般 03 会議 社会連携センター運営委員会 社会連携課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 社会連携センター社会教育部門会議 社会連携課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 04 運営 五浦美術文化研究所紀要「五浦論叢」印刷物 社会連携課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 04 運営 五浦美術文化研究所紀要「五浦論叢」印刷物 社会連携課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 04 運営 五浦美術文化研究所紀要「五浦論叢」印刷物 社会連携課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 04 運営 茨城県における地方創生に関する大学･高専コンソーシアム設立 総務課長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 04 運営 五浦美術文化研究所紀要「五浦論叢」編集資料 社会連携課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 04 運営 五浦美術文化研究所　事業 社会連携課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 04 運営 五浦美術文化研究所　施設見学･取材･撮影申請 社会連携課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 04 運営 五浦美術文化研究所　所蔵品借用申請 社会連携課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 04 運営 公開講座･公開授業 社会連携課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 04 運営 ＣＯＣシンポジウム 社会連携課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 04 運営 他大学からのＣＯＣシンポジウムセミナー 社会連携課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 04 運営 地(知)の拠点整備事業 社会連携課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 04 運営 地方創生推進室 打合せ 地方創生推進室長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 04 運営 地方創生推進室 雑資料 地方創生推進室長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 04 運営 地方創生推進室 通知 地方創生推進室長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 04 運営 地方創生推進室 会議議題票 地方創生推進室長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 04 運営 地方創生推進室 総括 地方創生推進室長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 04 運営 いばらき地域づくり大学･高専コンソーシアム 総括 地方創生推進室長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 04 運営 五浦美術文化研究所紀要「五浦論叢」編集資料 社会連携課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 04 運営 五浦美術文化研究所　事業 社会連携課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 04 運営 五浦美術文化研究所　施設見学･取材･撮影申請 社会連携課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 04 運営 五浦美術文化研究所　所蔵品借用申請 社会連携課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 04 運営 公開講座･公開授業 社会連携課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 04 運営 ＣＯＣシンポジウム 社会連携課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 04 運営 社会教育主事講習 社会連携課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 04 運営 他大学からのＣＯＣシンポジウムセミナー 社会連携課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 04 運営 地(知)の拠点整備事業 社会連携課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 04 運営 地方創生推進室 学外打合せ 地方創生推進室長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 04 運営 地方創生推進室 学内打合せ 地方創生推進室長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 04 運営 地方創生推進室 調査 地方創生推進室長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 04 運営 地方創生推進室 通知 地方創生推進室長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 04 運営 地(知)の拠点整備事業 社会連携課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 04 運営 地方創生推進室 会議議題票 地方創生推進室長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 04 運営 地方創生推進室 総括 地方創生推進室長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 04 運営 いばらき地域づくり大学･高専コンソーシアム 総括 地方創生推進室長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 五浦美術文化研究所紀要「五浦論叢」編集資料 事業推進課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 五浦美術文化研究所　事業 事業推進課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 五浦美術文化研究所　施設見学･取材･撮影申請 事業推進課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄



平成29年度 A 管理一般 04 運営 五浦美術文化研究所　所蔵品借用申請 事業推進課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 ＣＯＣシンポジウム 事業推進課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 他大学からのＣＯＣシンポジウムセミナー 事業推進課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 地(知)の拠点整備事業 事業推進課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 地方創生推進室 学外打合せ 事業推進課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 地方創生推進室 学内打合せ 事業推進課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 地方創生推進室 調査 事業推進課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 地方創生推進室 通知 事業推進課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 地方創生推進室 会議議題票 事業推進課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 地方創生推進室 総括 事業推進課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 いばらき地域づくり大学･高専コンソーシアム 総括 事業推進課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 五浦美術文化研究所紀要「五浦論叢」編集資料 事業推進課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 五浦美術文化研究所　事業 事業推進課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 五浦美術文化研究所　施設見学･取材･撮影申請 事業推進課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 五浦美術文化研究所　所蔵品借用申請 事業推進課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 （茨城県）外国人観光客受入環境整備事業補助金 事業推進課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 茨城遊学プロジェクト 事業推進課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 エコ･カレッジ 事業推進課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 ＣＯＣプラス事業 通知 事業推進課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 他大学からのＣＯＣシンポジウムセミナー 事業推進課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 地(知)の拠点整備事業 事業推進課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 六角堂等復興基金寄附者プレート設置 事業推進課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 いばらき地域づくり大学･高専コンソーシアム 総括 事業推進課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 五浦美術文化研究所紀要「五浦論叢」編集資料 社会連携課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 五浦美術文化研究所　事業 社会連携課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 五浦美術文化研究所　施設見学･取材･撮影申請 社会連携課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 五浦美術文化研究所　所蔵品借用申請 社会連携課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 茨城遊学プロジェクト 社会連携課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 エコ･カレッジ 社会連携課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 ＣＯＣプラス事業 通知 社会連携課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 いばらき地域づくり大学･高専コンソーシアム 総括 社会連携課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 08 文書 法人文書管理 社会連携課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 08 文書 法人文書管理 地方創生推進室長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 08 文書 法人文書管理 社会連携課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 08 文書 法人文書管理 地方創生推進室長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 08 文書 法人文書管理 事業推進課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 08 文書 法人文書管理 地域連携課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 08 文書 法人文書管理 地域連携課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 08 文書 法人文書管理 事業推進課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 08 文書 法人文書管理 社会連携課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄



平成27年度 A 管理一般 09 検査･監査 検査･監査 社会連携課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 09 検査･監査 検査･監査 社会連携課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 09 検査･監査 検査･監査 地域連携課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 09 検査･監査 検査･監査 地域連携課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 09 検査･監査 検査･監査 社会連携課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 学内での通知･照会 社会連携課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 ＣＯＣ事業に関する照会･回答 社会連携課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 他機関からの通知･依頼･照会･回答 社会連携課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 他機関からの通知･依頼･照会･回答(地域連携) 社会連携課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 学内での通知･照会 社会連携課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 他機関からの通知･依頼･照会･回答 社会連携課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 他機関からの通知･依頼･照会･回答(地域連携) 社会連携課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知･照会 地域連携課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関からの通知･依頼･照会･回答 地域連携課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 毎月勤労統計調査 地域連携課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 労働時間数等調査 地域連携課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知･照会 地域連携課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関からの通知･依頼･照会･回答 地域連携課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 労働時間数等調査 地域連携課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での依頼･照会･回答 社会連携課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知 社会連携課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関からの通知･依頼･照会･回答 社会連携課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 労働時間数等調査 社会連携課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 13 社会連携 岡倉天心記念六角堂等復興基金 社会連携課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 13 社会連携 天心･六角堂再建復興プロジェクト(東日本大震災関連) 社会連携課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄 ＜震災関連含む＞

平成24年度 A 管理一般 13 社会連携 岡倉天心記念六角堂等復興基金 社会連携課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 13 社会連携 筑波銀行との協定 社会連携課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 13 社会連携 天心･六角堂再建復興プロジェクト(東日本大震災関連) 社会連携課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄 ＜震災関連含む＞

平成24年度 A 管理一般 13 社会連携 水戸ホーリーホックとの協定 社会連携課長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 13 社会連携 阿見町との定期協議会 社会連携課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 13 社会連携 茨城産業会議との連携(連携講演会) 社会連携課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 13 社会連携 茨城産業会議との連携(連携に関する代表者会議) 社会連携課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 13 社会連携 学生地域参画プロジェクト 社会連携課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 13 社会連携 学生地域参画プロジェクト　物品購入、旅費、謝金 社会連携課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 13 社会連携 業務報告書 社会連携課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 13 社会連携 社会連携課イベント 社会連携課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 13 社会連携 戦略的地域連携プロジェクト 社会連携課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 13 社会連携 大学の地域貢献度に関する全国調査 社会連携課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 13 社会連携 他大学の地域貢献度に関する全国調査 社会連携課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 13 社会連携 「まち･ひと･しごと創生総合戦略」 社会連携課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄



平成28年度 A 管理一般 13 社会連携 阿見町との定期協議会 社会連携課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 13 社会連携 茨城産業会議との連携(連携講演会) 社会連携課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 13 社会連携 茨城産業会議との連携(連携に関する代表者会議) 社会連携課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 13 社会連携 学生地域参画プロジェクト 社会連携課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 13 社会連携 学生地域参画プロジェクト　物品購入、旅費、謝金 社会連携課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 13 社会連携 業務報告書 社会連携課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 13 社会連携 社会連携課イベント 社会連携課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 13 社会連携 受託事業「企業サポート事業調査研究業務」 社会連携課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 13 社会連携 受託事業「御前山･那珂川地域案内人育成事業」 社会連携課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 13 社会連携 受託事業「常陸大宮市･大館市産品開発等調査研究」 社会連携課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 13 社会連携 受託事業「ひたマルシェ交流事業調査研究業務」 社会連携課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 13 社会連携 受託事業「RESASを活用した政策アイデア講座」 社会連携課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 13 社会連携 戦略的地域連携プロジェクト 社会連携課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 13 社会連携 地域の核となる美術館･歴史博物館支援事業 社会連携課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 00 総括 学内インターンシップ受入 地方創生推進室長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 00 総括 労務 地域連携課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 00 総括 労務 社会連携課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 休暇簿 社会連携課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 勤務時間報告書 社会連携課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外［休日］労働命令簿･報告書 社会連携課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿 社会連携課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 毎月勤労統計調査 社会連携課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 労働時間 社会連携課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 休暇簿 社会連携課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 勤務時間報告書 社会連携課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外［休日］労働命令簿･報告書 社会連携課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿 社会連携課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 地方創生推進室　勤務時間管理 地方創生推進室長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 毎月勤労統計調査 社会連携課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 労働時間 社会連携課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 各種休暇等取得調査（H28年度分） 地域連携課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 休暇簿 地域連携課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 勤務時間報告書 地域連携課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外（休日）労働命令報告書 地域連携課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿 地域連携課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 各種休暇等取得調査（H29年度分） 地域連携課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 休暇簿 地域連携課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 勤務時間報告書 地域連携課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外（休日）労働命令報告書 地域連携課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿 地域連携課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄



令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 各種休暇等取得調査（H30年度分） 社会連携課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 休暇簿 社会連携課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 勤務時間報告書 社会連携課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外（休日）労働命令報告書 社会連携課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿 社会連携課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 02 出張 出張 社会連携課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 02 出張 出張 社会連携課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 02 出張 地方創生推進室　出張依頼 地方創生推進室長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 02 出張 出張 地域連携課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 02 出張 出張 地域連携課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 02 出張 私有車業務上使用登録 社会連携課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 02 出張 出張 社会連携課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 03 選考･選挙 教員採用 地域連携課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 03 選考･選挙 教員採用 社会連携課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 04 任免 任免 社会連携課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 04 任免 地方創生推進室 採用･人事 地方創生推進室長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 04 任免 任免 社会連携課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 04 任免 採用･人事 事業推進課 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 04 任免 任免　 地域連携課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 04 任免 任免　 地域連携課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 04 任免 任免　 社会連携課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 05 給与 給与 社会連携課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 05 給与 給与 社会連携課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成29年度 B 教職員 05 給与 謝金 地域連携課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 05 給与 謝金 地域連携課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 05 給与 謝金 社会連携課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 06 服務･表彰 兼業届出書 社会連携課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 06 兼業 地方創生推進室　兼業 地方創生推進室長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成30年度 B 教職員 06 服務･表彰 兼業･学外勤務 地域連携課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

令和元年度 B 教職員 06 服務･表彰 兼業届出書 社会連携課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成27年度 B 教職員 09 能力開発 学内･学外研修 社会連携課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成28年度 B 教職員 09 能力開発 学内･学外研修 社会連携課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成29年度 C 財務 01 予算 予算 地域連携課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成30年度 C 財務 01 予算 予算 地域連携課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

令和元年度 C 財務 01 予算 予算 社会連携課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 預り金 地域連携課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 学生地域参画プロジェクト（物品購入･旅費･謝金） 地域連携課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 財務（契約･支払い･資産） 地域連携課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 預り金 地域連携課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 学生地域参画プロジェクト（物品購入･旅費･謝金） 地域連携課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄



平成30年度 C 財務 02 決算 財務（契約･支払い･資産） 地域連携課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 預り金 社会連携課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 会議費･接遇用消耗品 社会連携課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 学生地域参画プロジェクト（物品購入･旅費･謝金） 社会連携課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 財務（契約･支払い･資産） 社会連携課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成27年度 C 財務 03 資金管理 地方創生推進室 予算管理 地方創生推進室長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成28年度 C 財務 03 資金管理 地方創生推進室 予算管理 地方創生推進室長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成29年度 C 財務 03 資金管理 地方創生推進室 予算管理 事業推進課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成23年度 C 財務 04 収入 五浦美術文化研究所　現金出納簿 社会連携課長 2012/4/1 15 2027/3/31 紙 五浦事務室 社会連携課長 廃棄

平成24年度 C 財務 04 収入 五浦美術文化研究所現金出納簿 社会連携課長 2013/4/1 15 2028/3/31 紙 五浦事務室 社会連携課長 廃棄

平成23年度 C 財務 07 不動産 登録文化財 社会連携課長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成25年度 C 財務 07 不動産 天心偉績･五浦美術文化研究所登録記念物 社会連携課長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成27年度 C 財務 08 警備 五浦美術文化研究所委託業務 社会連携課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成28年度 C 財務 08 警備 五浦美術文化研究所委託業務 社会連携課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 07 学生支援 アルバイト 地域連携課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 07 学生支援 アルバイト 地域連携課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 07 学生支援 アルバイト 社会連携課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 10 大学教育改革支援 ＣＯＣプラス事業 茨城ＣＯＣプラス教育プログラム開発委員会 地方創生推進室長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 10 大学教育改革支援 ＣＯＣプラス事業 茨城ＣＯＣプラス推進協議会 地方創生推進室長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 10 大学教育改革支援 ＣＯＣプラス事業 キックオフイベント(結団式･特別講演会) 地方創生推進室長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 10 大学教育改革支援 ＣＯＣプラス事業 申請まで 地方創生推進室長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 10 大学教育改革支援 ＣＯＣプラス事業 総括 地方創生推進室長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 10 大学教育改革支援 ＣＯＣプラス事業 調査資料 地方創生推進室長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 10 大学教育改革支援 ＣＯＣプラス事業 予算管理 地方創生推進室長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 10 大学教育改革支援 ＣＯＣプラス事業 アドバイザリーボード(外部評価委員会) 地方創生推進室長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 10 大学教育改革支援 ＣＯＣプラス事業 茨城ＣＯＣプラス教育プログラム開発委員会 地方創生推進室長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 10 大学教育改革支援 ＣＯＣプラス事業 茨城ＣＯＣプラス推進協議会 地方創生推進室長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 10 大学教育改革支援 ＣＯＣプラス事業　証拠書類 地方創生推進室長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 10 大学教育改革支援 ＣＯＣプラス事業 総括 地方創生推進室長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 10 大学教育改革支援 ＣＯＣプラス事業 地元就職推進委員会 地方創生推進室長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 10 大学教育改革支援 ＣＯＣプラス事業 調査資料 地方創生推進室長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 10 大学教育改革支援 ＣＯＣプラス事業 予算管理 地方創生推進室長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 10 大学教育改革支援 ＣＯＣプラス事業 茨城ＣＯＣプラス教育プログラム開発委員会 事業推進課 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 10 大学教育改革支援 ＣＯＣプラス事業 茨城ＣＯＣプラス推進協議会 事業推進課 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 10 大学教育改革支援 ＣＯＣプラス事業　証拠書類 事業推進課 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 10 大学教育改革支援 ＣＯＣプラス事業 総括 事業推進課 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 10 大学教育改革支援 ＣＯＣプラス事業 予算管理 事業推進課 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 10 大学教育改革支援 ＣＯＣプラス事業 アドバイザリーボード(外部評価委員会) 事業推進課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 10 大学教育改革支援 ＣＯＣプラス事業 茨城ＣＯＣプラス教育プログラム開発委員会 事業推進課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 10 大学教育改革支援 ＣＯＣプラス事業 茨城ＣＯＣプラス推進協議会 事業推進課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄



平成30年度 E 教育一般 10 大学教育改革支援 ＣＯＣプラス事業 総括 事業推進課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 10 大学教育改革支援 ＣＯＣプラス事業 予算管理 事業推進課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 10 大学教育改革支援 エコ･カレッジ開催事業 社会連携課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 10 大学教育改革支援 ＣＯＣプラス事業 茨城ＣＯＣプラス教育プログラム開発委員会 社会連携課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 10 大学教育改革支援 ＣＯＣプラス事業 茨城ＣＯＣプラス推進協議会 社会連携課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 10 大学教育改革支援 ＣＯＣプラス事業 総括 社会連携課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 10 大学教育改革支援 ＣＯＣプラス事業 予算管理 社会連携課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 岡倉天心記念六角堂等復興基金受入 社会連携課長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 岡倉天心記念六角堂等復興基金受入 社会連携課長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金) 地方創生推進室長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 研究手続き総括 地方創生推進室長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 05 国際交流 国際交流実績調査 地域連携課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 05 国際交流 国際交流実績調査 地域連携課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 05 国際交流 国際交流実績調査 社会連携課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成29年度 I 社会連携 02 地域連携 阿見町との定期協議会 地域連携課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成29年度 I 社会連携 02 地域連携 「いきいき茨城ゆめ国体」「いきいき茨城ゆめ大会」 地域連携課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成29年度 I 社会連携 02 地域連携 茨城圏央道沿線地域産業･交流活性化協議会 地域連携課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成29年度 I 社会連携 02 地域連携 茨城県西地域産業活性化協議会 地域連携課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成29年度 I 社会連携 02 地域連携 茨城産業会議との連携（連携講演会） 地域連携課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成29年度 I 社会連携 02 地域連携 茨城産業会議との連携　連携に関する代表者会議 地域連携課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成29年度 I 社会連携 02 地域連携 茨城大学と連携協定先自治体との実務者間意見交換会 地域連携課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成29年度 I 社会連携 02 地域連携 学生地域参画プロジェクト 地域連携課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成29年度 I 社会連携 02 地域連携 鹿島アントラーズとの連携 地域連携課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成29年度 I 社会連携 02 地域連携 業務報告書 地域連携課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成29年度 I 社会連携 02 地域連携 受託事業「いばらき創業10,000社プロジェクト」 地域連携課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成29年度 I 社会連携 02 地域連携 受託事業　いばらき創業10,000社プロジェクトビジネスプランコンテスト応募書類 地域連携課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成29年度 I 社会連携 02 地域連携 戦略的地域連携プロジェクト 地域連携課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成29年度 I 社会連携 02 地域連携 地域連携課イベント 地域連携課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成29年度 I 社会連携 02 地域連携 復興支援プロジェクト 地域連携課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成30年度 I 社会連携 02 地域連携 阿見町との定期協議会 地域連携課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成30年度 I 社会連携 02 地域連携 「いきいき茨城ゆめ国体」「いきいき茨城ゆめ大会」 地域連携課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成30年度 I 社会連携 02 地域連携 茨城圏央道沿線地域産業･交流活性化協議会 地域連携課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成30年度 I 社会連携 02 地域連携 茨城県西地域産業活性化協議会 地域連携課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成30年度 I 社会連携 02 地域連携 茨城産業会議との連携（連携講演会） 地域連携課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成30年度 I 社会連携 02 地域連携 茨城産業会議との連携　連携に関する代表者会議 地域連携課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成30年度 I 社会連携 02 地域連携 茨城大学と連携協定先自治体との実務者間意見交換会 地域連携課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成30年度 I 社会連携 02 地域連携 学生地域参画プロジェクト 地域連携課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成30年度 I 社会連携 02 地域連携 鹿島アントラーズとの連携 地域連携課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成30年度 I 社会連携 02 地域連携 業務報告書 地域連携課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成30年度 I 社会連携 02 地域連携 戦略的地域連携プロジェクト 地域連携課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄



平成30年度 I 社会連携 02 地域連携 受託事業「いばらき創業10,000社プロジェクト」 地域連携課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成30年度 I 社会連携 02 地域連携 受託事業　いばらき創業10,000社プロジェクトビジネスプランコンテスト応募書類 地域連携課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成30年度 I 社会連携 02 地域連携 地域研究プロジェクト 地域連携課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成30年度 I 社会連携 02 地域連携 地域連携課イベント 地域連携課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成30年度 I 社会連携 02 地域連携 つくば･霞ヶ浦りんりんロード利活用推進協議会 地域連携課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成30年度 I 社会連携 02 地域連携 復興支援プロジェクト 地域連携課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

令和元年度 I 社会連携 02 地域連携 阿見町との定期協議会 社会連携課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

令和元年度 I 社会連携 02 地域連携 「いきいき茨城ゆめ国体」「いきいき茨城ゆめ大会」 社会連携課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

令和元年度 I 社会連携 02 地域連携 茨城圏央道沿線地域産業･交流活性化協議会 社会連携課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

令和元年度 I 社会連携 02 地域連携 茨城産業会議との連携（連携講演会） 社会連携課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

令和元年度 I 社会連携 02 地域連携 茨城産業会議との連携　連携に関する代表者会議 社会連携課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

令和元年度 I 社会連携 02 地域連携 茨城大学と連携協定先自治体との実務者間意見交換会 社会連携課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

令和元年度 I 社会連携 02 地域連携 学生地域参画プロジェクト 社会連携課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

令和元年度 I 社会連携 02 地域連携 鹿島アントラーズとの連携 社会連携課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

令和元年度 I 社会連携 02 地域連携 業務報告書･週報 社会連携課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

令和元年度 I 社会連携 02 地域連携 社会連携課イベント 社会連携課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

令和元年度 I 社会連携 02 地域連携 受託事業「いばらき創業10,000社プロジェクト」 社会連携課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

令和元年度 I 社会連携 02 地域連携 受託事業「いばらき創業10,000社プロジェクト　イベント」 社会連携課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

令和元年度 I 社会連携 02 地域連携 受託事業　いばらき創業10,000社プロジェクトビジネスプランコンテスト応募書類 社会連携課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

令和元年度 I 社会連携 02 地域連携 戦略的地域連携プロジェクト 社会連携課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

令和元年度 I 社会連携 02 地域連携 地域研究･地域連携プロジェクト 社会連携課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

令和元年度 I 社会連携 02 地域連携 つくば･霞ヶ浦りんりんロード利活用推進協議会 社会連携課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成29年度 I 社会連携 03 地域教育 公開講座･公開授業 地域連携課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成29年度 I 社会連携 03 地域教育 公開講座　謝金･賃金 地域連携課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成29年度 I 社会連携 03 地域教育 社会教育主事講習 地域連携課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成30年度 I 社会連携 03 地域教育 いばらき子ども大学 事業推進課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成30年度 I 社会連携 03 地域教育 関東近県生涯学習交流会 事業推進課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成30年度 I 社会連携 03 地域教育 公開講座･公開授業 事業推進課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成30年度 I 社会連携 03 地域教育 全国国立大学生涯学習系センター研究協議会 事業推進課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成30年度 I 社会連携 03 地域教育 リカレント教育プログラム 事業推進課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

平成30年度 I 社会連携 03 地域教育 社会教育主事講習修了者台帳 事業推進課長 2019/4/1 無期限 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

令和元年度 I 社会連携 03 地域教育 いばらき子ども大学 社会連携課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

令和元年度 I 社会連携 03 地域教育 関東近県生涯学習交流会 社会連携課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

令和元年度 I 社会連携 03 地域教育 公開講座･公開授業 社会連携課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

令和元年度 I 社会連携 03 地域教育 社会教育主事講習　単位取得証明書交付台帳 社会連携課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

令和元年度 I 社会連携 03 地域教育 全国国立大学生涯学習系センター研究協議会 社会連携課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

令和元年度 I 社会連携 03 地域教育 美術アカデミー 社会連携課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

令和元年度 I 社会連携 03 地域教育 株式会社サザコーヒー　SAZA campus café program 社会連携課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

令和元年度 I 社会連携 03 地域教育 関彰商事　セキショウリカレント教育プログラム 社会連携課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

令和元年度 I 社会連携 03 地域教育 那珂市　那珂市リカレント教育プログラム 社会連携課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄



令和元年度 I 社会連携 03 地域教育 リカレント教育プログラム 社会連携課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

令和元年度 I 社会連携 03 地域教育 社会教育主事講習修了者台帳 社会連携課長 2020/4/1 無期限 紙 課内書庫 社会連携課長 廃棄

1971/4/1 人文学部 学務係 履修関係 学籍簿(昭和46年度) 人文学部教務係 無期限 紙 事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

1971/4/1 人文学部 学務係 履修関係 授業計画･講義概要(昭和46年度) 人文学部教務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1971/4/1 人文学部 学務係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(昭和46年度) 人文学部教務係 無期限 紙 事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

1971/4/1 人文学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳(昭和46年度) 人文学部教務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1972/4/1 人文学部 学務係 履修関係 学籍簿(昭和47年度) 人文学部教務係 無期限 紙 事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

1972/4/1 人文学部 学務係 履修関係 授業計画･講義概要(昭和47年度) 人文学部教務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1972/4/1 人文学部 学務係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(昭和47年度) 人文学部教務係 無期限 紙 事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

1972/4/1 人文学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳(昭和47年度) 人文学部教務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1973/4/1 人文学部 学務係 履修関係 学籍簿(昭和48年度) 人文学部教務係 無期限 紙 事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

1973/4/1 人文学部 学務係 履修関係 授業計画･講義概要(昭和48年度) 人文学部教務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1973/4/1 人文学部 学務係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(昭和48年度) 人文学部教務係 無期限 紙 事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

1973/4/1 人文学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳(昭和48年度) 人文学部教務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1974/4/1 人文学部 学務係 履修関係 学籍簿(昭和49年度) 人文学部教務係 無期限 紙 事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

1974/4/1 人文学部 学務係 履修関係 授業計画･講義概要(昭和49年度) 人文学部教務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1974/4/1 人文学部 学務係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(昭和49年度) 人文学部教務係 無期限 紙 事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

1974/4/1 人文学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳(昭和49年度) 人文学部教務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1975/4/1 人文学部 学務係 履修関係 学籍簿(昭和50年度) 人文学部教務係 無期限 紙 事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

1975/4/1 人文学部 学務係 履修関係 授業計画･講義概要(昭和50年度) 人文学部教務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1975/4/1 人文学部 学務係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(昭和50年度) 人文学部教務係 無期限 紙 事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

1975/4/1 人文学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳(昭和50年度) 人文学部教務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1976/4/1 人文学部 学務係 履修関係 学籍簿(昭和51年度) 人文学部教務係 無期限 紙 事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

1976/4/1 人文学部 学務係 履修関係 授業計画･講義概要(昭和51年度) 人文学部教務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1976/4/1 人文学部 学務係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(昭和51年度) 人文学部教務係 無期限 紙 事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

1976/4/1 人文学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳(昭和51年度) 人文学部教務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1977/4/1 人文学部 専門員（学務） 厚生補導関係 学生賞罰(昭和52年度) 人文学部学生係 60 2038/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1977/4/1 人文学部 学務係 履修関係 学生便覧(昭和52年度) 人文学部教務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1977/4/1 人文学部 学務係 履修関係 学籍簿(昭和52年度) 人文学部教務係 無期限 紙 事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

1977/4/1 人文学部 学務係 履修関係 授業計画･講義概要(昭和52年度) 人文学部教務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1977/4/1 人文学部 学務係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(昭和52年度) 人文学部教務係 無期限 紙 事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

1977/4/1 人文学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳(昭和52年度) 人文学部教務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1978/4/1 人文学部 専門員（学務） 厚生補導関係 学生賞罰(昭和53年度) 人文学部学生係 60 2039/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1978/4/1 人文学部 学務係 履修関係 学生便覧(昭和53年度) 人文学部教務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1978/4/1 人文学部 学務係 履修関係 学籍簿(昭和53年度) 人文学部教務係 無期限 紙 事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

1978/4/1 人文学部 学務係 履修関係 授業計画･講義概要(昭和53年度) 人文学部教務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1978/4/1 人文学部 学務係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(昭和53年度) 人文学部教務係 無期限 紙 事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

1978/4/1 人文学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳(昭和53年度) 人文学部教務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1979/4/1 人文学部 専門員（学務） 厚生補導関係 学生賞罰(昭和54年度) 人文学部学生係 60 2040/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1979/4/1 人文学部 学務係 履修関係 学生便覧(昭和54年度) 人文学部教務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄



1979/4/1 人文学部 学務係 履修関係 学籍簿(昭和54年度) 人文学部教務係 無期限 紙 事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

1979/4/1 人文学部 学務係 履修関係 授業計画･講義概要(昭和54年度) 人文学部教務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1979/4/1 人文学部 学務係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(昭和54年度) 人文学部教務係 無期限 紙 事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

1979/4/1 人文学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳(昭和54年度) 人文学部教務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1980/4/1 人文学部 専門員（学務） 厚生補導関係 学生賞罰(昭和55年度) 人文学部学生係 60 2041/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1980/4/1 人文学部 学務係 履修関係 学生便覧(昭和55年度) 人文学部教務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1980/4/1 人文学部 学務係 履修関係 学籍簿(昭和55年度) 人文学部教務係 無期限 紙 事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

1980/4/1 人文学部 学務係 履修関係 授業計画･講義概要(昭和55年度) 人文学部教務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1980/4/1 人文学部 学務係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(昭和55年度) 人文学部教務係 無期限 紙 事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

1980/4/1 人文学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳(昭和55年度) 人文学部教務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1981/4/1 人文学部 専門員（学務） 厚生補導関係 学生賞罰(昭和56年度) 人文学部学生係 60 2042/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1981/4/1 人文学部 学務係 履修関係 学生便覧(昭和56年度) 人文学部教務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1981/4/1 人文学部 学務係 履修関係 学籍簿(昭和56年度) 人文学部教務係 無期限 紙 事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

1981/4/1 人文学部 学務係 履修関係 授業計画･講義概要(昭和56年度) 人文学部教務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1981/4/1 人文学部 学務係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(昭和56年度) 人文学部教務係 無期限 紙 事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

1981/4/1 人文学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳(昭和56年度) 人文学部教務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1982/4/1 人文学部 専門員（学務） 厚生補導関係 学生賞罰(昭和57年度) 人文学部学生係 60 2043/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1982/4/1 人文学部 学務係 履修関係 学生便覧(昭和57年度) 人文学部教務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1982/4/1 人文学部 学務係 履修関係 学籍簿(昭和57年度) 人文学部教務係 無期限 紙 事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

1982/4/1 人文学部 学務係 履修関係 授業計画･講義概要(昭和57年度) 人文学部教務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1982/4/1 人文学部 学務係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(昭和57年度) 人文学部教務係 無期限 紙 事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

1982/4/1 人文学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳(昭和57年度) 人文学部教務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1983/4/1 人文学部 専門員（学務） 厚生補導関係 学生賞罰(昭和58年度) 人文学部学生係 60 2044/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1983/4/1 人文学部 学務係 履修関係 学生便覧(昭和58年度) 人文学部教務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1983/4/1 人文学部 学務係 履修関係 学籍簿(昭和58年度) 人文学部教務係 無期限 紙 事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

1983/4/1 人文学部 学務係 履修関係 授業計画･講義概要(昭和58年度) 人文学部教務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1983/4/1 人文学部 学務係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(昭和58年度) 人文学部教務係 無期限 紙 事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

1983/4/1 人文学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳(昭和58年度) 人文学部教務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1984/4/1 人文学部 学務係 履修関係 学生便覧(昭和59年度) 人文学部教務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1984/4/1 人文学部 学務係 履修関係 学籍簿(昭和59年度) 人文学部教務係 無期限 紙 事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

1984/4/1 人文学部 学務係 履修関係 授業計画･講義概要(昭和59年度) 人文学部教務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1984/4/1 人文学部 学務係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(昭和59年度) 人文学部教務係 無期限 紙 事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

1984/4/1 人文学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳(昭和59年度) 人文学部教務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1985/4/1 人文学部 学務係 履修関係 学生便覧(昭和60年度) 人文学部教務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1985/4/1 人文学部 学務係 履修関係 学籍簿(昭和60年度) 人文学部教務係 無期限 紙 事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

1985/4/1 人文学部 学務係 履修関係 授業計画･講義概要(昭和60年度) 人文学部教務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1985/4/1 人文学部 学務係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(昭和60年度) 人文学部教務係 無期限 紙 事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

1985/4/1 人文学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳(昭和60年度) 人文学部教務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1986/4/1 人文学部 学務係 履修関係 学生便覧(昭和61年度) 人文学部教務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1986/4/1 人文学部 学務係 履修関係 学籍簿(昭和61年度) 人文学部教務係 無期限 紙 事務室 人文社会科学部事務長 廃棄



1986/4/1 人文学部 学務係 履修関係 授業計画･講義概要(昭和61年度) 人文学部教務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1986/4/1 人文学部 学務係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(昭和61年度) 人文学部教務係 無期限 紙 事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

1986/4/1 人文学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳(昭和61年度) 人文学部教務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1987/4/1 人文学部 学務係 履修関係 学生便覧(昭和62年度) 人文学部教務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1987/4/1 人文学部 学務係 履修関係 学籍簿(昭和62年度) 人文学部教務係 無期限 紙 事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

1987/4/1 人文学部 学務係 履修関係 授業計画･講義概要(昭和62年度) 人文学部教務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1987/4/1 人文学部 学務係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(昭和62年度) 人文学部教務係 無期限 紙 事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

1987/4/1 人文学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳(昭和62年度) 人文学部教務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1988/4/1 人文学部 学務係 履修関係 学生便覧(昭和63年度) 人文学部教務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1988/4/1 人文学部 学務係 履修関係 学籍簿(昭和63年度) 人文学部教務係 無期限 紙 事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

1988/4/1 人文学部 学務係 履修関係 授業計画･講義概要(昭和63年度) 人文学部教務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1988/4/1 人文学部 学務係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(昭和63年度) 人文学部教務係 無期限 紙 事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

1988/4/1 人文学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳(昭和63年度) 人文学部教務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1989/4/1 人文学部 学務係 履修関係 学生便覧(平成元年度) 人文学部教務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1989/4/1 人文学部 学務係 履修関係 学籍簿(平成元年度) 人文学部教務係 無期限 紙 事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

1989/4/1 人文学部 学務係 履修関係 授業計画･講義概要(平成元年度) 人文学部教務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1989/4/1 人文学部 学務係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(平成元年度) 人文学部教務係 無期限 紙 事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

1989/4/1 人文学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳(平成元年度) 人文学部教務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1990/4/1 人文学部 専門員（学務） 厚生補導関係 学生賞罰(平成2年度) 人文学部学生係 30 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1990/4/1 人文学部 学務係 履修関係 学生便覧(平成2年度) 人文学部教務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1990/4/1 人文学部 学務係 履修関係 学籍簿(平成2年度) 人文学部教務係 無期限 紙 事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

1990/4/1 人文学部 総務係 会議（学内）関係 教授会(平成2年度) 人文学部庶務係 30 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1990/4/1 人文学部 学務係 履修関係 授業計画･講義概要(平成2年度) 人文学部教務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1990/4/1 人文学部 学務係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(平成2年度) 人文学部教務係 無期限 紙 事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

1990/4/1 人文学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳(平成2年度) 人文学部教務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1991/4/1 人文学部 専門員（学務） 厚生補導関係 学生賞罰(平成3年度) 人文学部学生係 30 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1991/4/1 人文学部 学務係 履修関係 学生便覧(平成3年度) 人文学部教務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1991/4/1 人文学部 学務係 履修関係 学籍簿(平成3年度) 人文学部教務係 無期限 紙 事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

1991/4/1 人文学部 総務係 会議（学内）関係 教授会(平成3年度) 人文学部庶務係 30 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1991/4/1 人文学部 総務係 会議（学内）関係 研究科委員会(平成3年度) 人文学部庶務係 30 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1991/4/1 人文学部 学務係 履修関係 授業計画･講義概要(平成3年度) 人文学部教務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1991/4/1 人文学部 学務係 広報関係 人文科学研究科案内(平成3年度) 人文学部教務係 30 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1991/4/1 人文学部 学務係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(平成3年度) 人文学部教務係 無期限 紙 事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

1991/4/1 人文学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳(平成3年度) 人文学部教務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1991/4/1 人文学部 学務係 入試業務関係 入学試験合格者(平成3年度) 人文学部教務係 30 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1991/4/1 人文学部 学務係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙(平成3年度) 人文学部教務係 30 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1992/4/1 人文学部 専門員（学務） 厚生補導関係 学生賞罰(平成4年度) 人文学部学生係 30 2023/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1992/4/1 人文学部 学務係 履修関係 学生便覧(平成4年度) 人文学部教務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1992/4/1 人文学部 学務係 履修関係 学籍簿(平成4年度) 人文学部教務係 無期限 紙 事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

1992/4/1 人文学部 総務係 会議（学内）関係 教授会(平成4年度) 人文学部庶務係 30 2023/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄



1992/4/1 人文学部 総務係 会議（学内）関係 研究科委員会(平成4年度) 人文学部庶務係 30 2023/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1992/4/1 人文学部 学務係 履修関係 授業計画･講義概要(平成4年度) 人文学部教務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1992/4/1 人文学部 学務係 卒業･修了関係 修了生台帳(平成4年度) 人文学部学務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1992/4/1 人文学部 学務係 広報関係 人文科学研究科案内(平成4年度) 人文学部教務係 30 2023/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1992/4/1 人文学部 学務係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(平成4年度) 人文学部教務係 無期限 紙 事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

1992/4/1 人文学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳(平成4年度) 人文学部教務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1992/4/1 人文学部 学務係 入試業務関係 入学試験合格者(平成4年度) 人文学部教務係 30 2023/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1992/4/1 人文学部 学務係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙(平成4年度) 人文学部教務係 30 2023/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1993/4/1 人文学部 専門員（学務） 厚生補導関係 学生賞罰(平成5年度) 人文学部学生係 30 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1993/4/1 人文学部 学務係 履修関係 学生便覧(平成5年度) 人文学部学務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1993/4/1 人文学部 学務係 履修関係 学籍簿(平成5年度) 人文学部学務係 無期限 紙 事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

1993/4/1 人文学部 総務係 会議（学内）関係 教授会(平成5年度) 人文学部庶務係 30 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1993/4/1 人文学部 総務係 会議（学内）関係 研究科委員会(平成5年度) 人文学部庶務係 30 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1993/4/1 人文学部 学務係 履修関係 授業計画･講義概要(平成5年度) 人文学部学務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1993/4/1 人文学部 学務係 卒業･修了関係 修了生台帳(平成5年度) 人文学部学務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1993/4/1 人文学部 学務係 広報関係 人文科学研究科案内(平成5年度) 人文学部学務係 30 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1993/4/1 人文学部 学務係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(平成5年度) 人文学部学務係 無期限 紙 事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

1993/4/1 人文学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳(平成5年度) 人文学部学務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1993/4/1 人文学部 学務係 入試業務関係 入学試験合格者(平成5年度) 人文学部学務係 30 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1993/4/1 人文学部 学務係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙(平成5年度) 人文学部学務係 30 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1994/4/1 人文学部 専門員（学務） 厚生補導関係 学生賞罰(平成6年度) 人文学部専門員･専門職員（学務） 30 2025/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1994/4/1 人文学部 学務係 履修関係 学生便覧(平成6年度) 人文学部学務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1994/4/1 人文学部 学務係 履修関係 学籍簿(平成6年度) 人文学部学務係 無期限 紙 事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

1994/4/1 人文学部 総務係 会議（学内）関係 教授会(平成6年度) 人文学部庶務係 30 2025/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1994/4/1 人文学部 総務係 会議（学内）関係 研究科委員会(平成6年度) 人文学部庶務係 30 2025/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1994/4/1 人文学部 学務係 履修関係 授業計画･講義概要(平成6年度) 人文学部学務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1994/4/1 人文学部 学務係 卒業･修了関係 修了生台帳(平成6年度) 人文学部学務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1994/4/1 人文学部 学務係 広報関係 人文科学研究科案内(平成6年度) 人文学部学務係 30 2025/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1994/4/1 人文学部 学務係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(平成6年度) 人文学部学務係 無期限 紙 事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

1994/4/1 人文学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳(平成6年度) 人文学部学務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1994/4/1 人文学部 学務係 入試業務関係 入学試験合格者(平成6年度) 人文学部学務係 30 2025/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1994/4/1 人文学部 学務係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙(平成6年度) 人文学部学務係 30 2025/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1994/4/1 人文学部 学務係 入試募集関係 募集要項(平成6年度) 人文学部学務係 30 2025/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1995/4/1 人文学部 専門員（学務） 厚生補導関係 学生賞罰(平成7年度) 人文学部専門員･専門職員（学務） 30 2026/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1995/4/1 人文学部 学務係 履修関係 学生便覧(平成7年度) 人文学部学務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1995/4/1 人文学部 学務係 履修関係 学籍簿(平成7年度) 人文学部学務係 無期限 紙 事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

1995/4/1 人文学部 総務係 会議（学内）関係 教授会(平成7年度) 人文学部庶務係 30 2026/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1995/4/1 人文学部 総務係 会議（学内）関係 研究科委員会(平成7年度) 人文学部庶務係 30 2026/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1995/4/1 人文学部 学務係 履修関係 授業計画･講義概要(平成7年度) 人文学部学務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1995/4/1 人文学部 学務係 卒業･修了関係 修了生台帳(平成7年度) 人文学部学務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄



1995/4/1 人文学部 学務係 広報関係 人文科学研究科案内(平成7年度) 人文学部学務係 30 2026/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1995/4/1 人文学部 学務係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(平成7年度) 人文学部学務係 無期限 紙 事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

1995/4/1 人文学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳(平成7年度) 人文学部学務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1995/4/1 人文学部 学務係 入試業務関係 入学試験合格者(平成7年度) 人文学部学務係 30 2026/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1995/4/1 人文学部 学務係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙(平成7年度) 人文学部学務係 30 2026/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1995/4/1 人文学部 学務係 入試募集関係 募集要項(平成7年度) 人文学部学務係 30 2026/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1996/4/1 人文学部 専門員（学務） 厚生補導関係 学生賞罰(平成8年度) 人文学部専門員･専門職員（学務） 30 2027/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1996/4/1 人文学部 学務係 履修関係 学生便覧(平成8年度) 人文学部学務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1996/4/1 人文学部 学務係 履修関係 学籍簿(平成8年度) 人文学部学務係 無期限 紙 事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

1996/4/1 人文学部 総務係 会議（学内）関係 教授会(平成8年度) 人文学部庶務係 30 2027/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1996/4/1 人文学部 総務係 会議（学内）関係 研究科委員会(平成8年度) 人文学部庶務係 30 2027/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1996/4/1 人文学部 学務係 履修関係 授業計画･講義概要(平成8年度) 人文学部学務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1996/4/1 人文学部 学務係 卒業･修了関係 修了生台帳(平成8年度) 人文学部学務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1996/4/1 人文学部 学務係 広報関係 人文科学研究科案内(平成8年度) 人文学部学務係 30 2027/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1996/4/1 人文学部 学務係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(平成8年度) 人文学部学務係 無期限 紙 事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

1996/4/1 人文学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳(平成8年度) 人文学部学務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1996/4/1 人文学部 学務係 入試業務関係 入学試験合格者(平成8年度) 人文学部学務係 30 2027/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1996/4/1 人文学部 学務係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙(平成8年度) 人文学部学務係 30 2027/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1996/4/1 人文学部 学務係 入試募集関係 募集要項(平成8年度) 人文学部学務係 30 2027/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1997/4/1 人文学部 専門員（学務） 厚生補導関係 学生賞罰(平成9年度) 人文学部専門員･専門職員（学務） 30 2028/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1997/4/1 人文学部 学務係 履修関係 学生便覧(平成9年度) 人文学部学務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1997/4/1 人文学部 学務係 履修関係 学籍簿(平成9年度) 人文学部学務係 無期限 紙 事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

1997/4/1 人文学部 総務係 会議（学内）関係 教授会(平成9年度) 人文学部総務係 30 2028/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1997/4/1 人文学部 総務係 会議（学内）関係 研究科委員会(平成9年度) 人文学部総務係 30 2028/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1997/4/1 人文学部 学務係 履修関係 授業計画･講義概要(平成9年度) 人文学部学務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1997/4/1 人文学部 学務係 卒業･修了関係 修了生台帳(平成9年度) 人文学部学務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1997/4/1 人文学部 学務係 広報関係 人文科学研究科案内(平成9年度) 人文学部学務係 30 2028/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1997/4/1 人文学部 学務係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(平成9年度) 人文学部学務係 無期限 紙 事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

1997/4/1 人文学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳(平成9年度) 人文学部学務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1997/4/1 人文学部 学務係 入試業務関係 入学試験合格者(平成9年度) 人文学部学務係 30 2028/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1997/4/1 人文学部 学務係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙(平成9年度) 人文学部学務係 30 2028/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1997/4/1 人文学部 学務係 入試募集関係 募集要項(平成9年度) 人文学部学務係 30 2028/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1998/4/1 人文学部 専門員（学務） 厚生補導関係 学生賞罰(平成10年度) 人文学部専門員･専門職員（学務） 30 2029/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1998/4/1 人文学部 学務係 履修関係 学生便覧(平成10年度) 人文学部学務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1998/4/1 人文学部 学務係 履修関係 学籍簿(平成10年度) 人文学部学務係 無期限 紙 事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

1998/4/1 人文学部 総務係 会議（学内）関係 教授会(平成10年度) 人文学部総務係 30 2029/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1998/4/1 人文学部 総務係 会議（学内）関係 研究科委員会(平成10年度) 人文学部総務係 30 2029/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1998/4/1 人文学部 学務係 履修関係 授業計画･講義概要(平成10年度) 人文学部学務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1998/4/1 人文学部 学務係 卒業･修了関係 修了生台帳(平成10年度) 人文学部学務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1998/4/1 人文学部 学務係 広報関係 人文科学研究科案内(平成10年度) 人文学部学務係 30 2029/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄



1998/4/1 人文学部 学務係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(平成10年度) 人文学部学務係 無期限 紙 事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

1998/4/1 人文学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳(平成10年度) 人文学部学務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1998/4/1 人文学部 学務係 入試業務関係 入学試験合格者(平成10年度) 人文学部学務係 30 2029/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1998/4/1 人文学部 学務係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙(平成10年度) 人文学部学務係 30 2029/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1998/4/1 人文学部 学務係 入試募集関係 募集要項(平成10年度) 人文学部学務係 30 2029/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1999/4/1 人文学部 専門員（学務） 厚生補導関係 学生賞罰(平成11年度) 人文学部専門員･専門職員（学務） 30 2030/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1999/4/1 人文学部 学務係 履修関係 学生便覧(平成11年度) 人文学部学務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1999/4/1 人文学部 学務係 履修関係 学籍簿(平成11年度) 人文学部学務係 無期限 紙 事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

1999/4/1 人文学部 総務係 会議（学内）関係 教授会(平成11年度) 人文学部総務係 30 2030/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1999/4/1 人文学部 総務係 会議（学内）関係 研究科委員会(平成11年度) 人文学部総務係 30 2030/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1999/4/1 人文学部 学務係 履修関係 授業計画･講義概要(平成11年度) 人文学部学務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1999/4/1 人文学部 学務係 卒業･修了関係 修了生台帳(平成11年度) 人文学部学務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1999/4/1 人文学部 学務係 広報関係 人文科学研究科案内(平成11年度) 人文学部学務係 30 2030/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1999/4/1 人文学部 学務係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(平成11年度) 人文学部学務係 無期限 紙 事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

1999/4/1 人文学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳(平成11年度) 人文学部学務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1999/4/1 人文学部 学務係 入試業務関係 入学試験合格者(平成11年度) 人文学部学務係 30 2030/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1999/4/1 人文学部 学務係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙(平成11年度) 人文学部学務係 30 2030/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

1999/4/1 人文学部 学務係 入試募集関係 募集要項(平成11年度) 人文学部学務係 30 2030/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2000/4/1 人文学部 専門員（学務） 厚生補導関係 学生賞罰(平成12年度) 人文学部専門員･専門職員（学務） 30 2031/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2000/4/1 人文学部 学務係 履修関係 学生便覧(平成12年度) 人文学部学務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2000/4/1 人文学部 学務係 履修関係 学籍簿(平成12年度) 人文学部学務係 無期限 紙 事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

2000/4/1 人文学部 総務係 会議（学内）関係 教授会(平成12年度) 人文学部総務係 30 2031/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2000/4/1 人文学部 総務係 会議（学内）関係 研究科委員会(平成12年度) 人文学部総務係 30 2031/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2000/4/1 人文学部 学務係 履修関係 授業計画･講義概要(平成12年度) 人文学部学務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2000/4/1 人文学部 学務係 卒業･修了関係 修了生台帳(平成12年度) 人文学部学務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2000/4/1 人文学部 学務係 広報関係 人文科学研究科案内(平成12年度) 人文学部学務係 30 2031/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2000/4/1 人文学部 学務係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(平成12年度) 人文学部学務係 無期限 紙 事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

2000/4/1 人文学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳(平成12年度) 人文学部学務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2000/4/1 人文学部 学務係 入試業務関係 入学試験合格者(平成12年度) 人文学部学務係 30 2031/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2000/4/1 人文学部 学務係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙(平成12年度) 人文学部学務係 30 2031/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2000/4/1 人文学部 学務係 入試募集関係 募集要項(平成12年度) 人文学部学務係 30 2031/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2001/4/1 人文学部 専門員（学務） 厚生補導関係 学生賞罰(平成13年度) 人文学部専門員･専門職員（学務） 30 2032/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2001/4/1 人文学部 学務係 履修関係 学生便覧(平成13年度) 人文学部学務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2001/4/1 人文学部 学務係 履修関係 学籍簿(平成13年度) 人文学部学務係 無期限 紙 事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

2001/4/1 人文学部 総務係 会議（学内）関係 教授会(平成13年度) 人文学部総務係 30 2032/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2001/4/1 人文学部 総務係 会議（学内）関係 研究科委員会(平成13年度) 人文学部総務係 30 2032/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2001/4/1 人文学部 学務係 履修関係 授業計画･講義概要(平成13年度) 人文学部学務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2001/4/1 人文学部 学務係 卒業･修了関係 修了生台帳(平成13年度) 人文学部学務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2001/4/1 人文学部 学務係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(平成13年度) 人文学部学務係 無期限 紙 事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

2001/4/1 人文学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳(平成13年度) 人文学部学務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄



2001/4/1 人文学部 学務係 入試業務関係 入学試験合格者(平成13年度) 人文学部学務係 30 2032/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2001/4/1 人文学部 学務係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙(平成13年度) 人文学部学務係 30 2032/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2001/4/1 人文学部 学務係 入試募集関係 募集要項(平成13年度) 人文学部学務係 30 2032/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2002/4/1 人文学部 専門員（学務） 厚生補導関係 学生賞罰(平成14年度) 人文学部専門員･専門職員（学務） 30 2033/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2002/4/1 人文学部 学務係 履修関係 学生便覧(平成14年度) 人文学部学務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2002/4/1 人文学部 学務係 履修関係 学籍簿(平成14年度) 人文学部学務係 無期限 紙 事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

2002/4/1 人文学部 総務係 会議（学内）関係 教授会(平成14年度) 人文学部総務係 30 2033/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2002/4/1 人文学部 総務係 会議（学内）関係 研究科委員会(平成14年度) 人文学部総務係 30 2033/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2002/4/1 人文学部 学務係 履修関係 授業計画･講義概要(平成14年度) 人文学部学務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2002/4/1 人文学部 学務係 卒業･修了関係 修了生台帳(平成14年度) 人文学部学務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2002/4/1 人文学部 学務係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(平成14年度) 人文学部学務係 無期限 紙 事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

2002/4/1 人文学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳(平成14年度) 人文学部学務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2002/4/1 人文学部 学務係 入試業務関係 入学試験合格者(平成14年度) 人文学部学務係 30 2033/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2002/4/1 人文学部 学務係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙(平成14年度) 人文学部学務係 30 2033/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2002/4/1 人文学部 学務係 入試募集関係 募集要項(平成14年度) 人文学部学務係 30 2033/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2003/4/1 人文学部 専門員（学務） 厚生補導関係 学生賞罰(平成15年度) 人文学部専門員･専門職員（学務） 30 2034/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2003/4/1 人文学部 学務係 履修関係 学生便覧(平成15年度) 人文学部学務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2003/4/1 人文学部 学務係 履修関係 学籍簿(平成15年度) 人文学部学務係 無期限 紙 事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

2003/4/1 人文学部 総務係 会議（学内）関係 教授会(平成15年度) 人文学部総務係 30 2034/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2003/4/1 人文学部 総務係 会議（学内）関係 研究科委員会(平成15年度) 人文学部総務係 30 2034/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2003/4/1 人文学部 学務係 履修関係 授業計画･講義概要(平成15年度) 人文学部学務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2003/4/1 人文学部 学務係 卒業･修了関係 修了生台帳(平成15年度) 人文学部学務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2003/4/1 人文学部 学務係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(平成15年度) 人文学部学務係 無期限 紙 事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

2003/4/1 人文学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳(平成15年度) 人文学部学務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2003/4/1 人文学部 学務係 入試業務関係 入学試験合格者(平成15年度) 人文学部学務係 30 2034/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2003/4/1 人文学部 学務係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙(平成15年度) 人文学部学務係 30 2034/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2003/4/1 人文学部 学務係 入試募集関係 募集要項(平成15年度) 人文学部学務係 30 2034/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2004/4/1 人文学部 専門員（学務） 厚生補導関係 学生賞罰(平成16年度) 人文学部専門員･専門職員（学務） 30 2035/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2004/4/1 人文学部 学務係 履修関係 学生便覧(平成16年度) 人文学部学務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2004/4/1 人文学部 学務係 履修関係 学籍簿(平成16年度) 人文学部学務係 無期限 紙 事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

2004/4/1 人文学部 総務係 会議（学内）関係 教授会(平成16年度) 人文学部総務係 30 2035/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2004/4/1 人文学部 総務係 会議（学内）関係 研究科委員会(平成16年度) 人文学部総務係 30 2035/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2004/4/1 人文学部 学務係 履修関係 授業計画･講義概要(平成16年度) 人文学部学務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2004/4/1 人文学部 学務係 卒業･修了関係 修了生台帳(平成16年度) 人文学部学務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2004/4/1 人文学部 学務係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(平成16年度) 人文学部学務係 無期限 紙 事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

2004/4/1 人文学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳(平成16年度) 人文学部学務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2004/4/1 人文学部 学務係 入試業務関係 入学試験合格者(平成16年度) 人文学部学務係 30 2035/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2004/4/1 人文学部 学務係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙(平成16年度) 人文学部学務係 30 2035/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2004/4/1 人文学部 学務係 入試募集関係 募集要項(平成16年度) 人文学部学務係 30 2035/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2005/4/1 人文学部 専門員（学務） 厚生補導関係 学生賞罰(平成17年度) 人文学部専門員（学務） 30 2036/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄



2005/4/1 人文学部 学務係 履修関係 学生便覧(平成17年度) 人文学部教務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2005/4/1 人文学部 学務係 履修関係 学籍簿(平成17年度) 人文学部教務係 無期限 紙 事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

2005/4/1 人文学部 総務係 会議（学内）関係 教授会(平成17年度) 人文学部総務係 30 2036/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2005/4/1 人文学部 総務係 会議（学内）関係 研究科委員会(平成17年度) 人文学部総務係 30 2036/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2005/4/1 人文学部 学務係 履修関係 授業計画･講義概要(平成17年度) 人文学部教務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2005/4/1 人文学部 学務係 卒業･修了関係 修了生台帳(平成17年度) 人文学部学務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2005/4/1 人文学部 学務係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(平成17年度) 人文学部教務係 無期限 紙 事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

2005/4/1 人文学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳(平成17年度) 人文学部教務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2005/4/1 人文学部 学務係 入試業務関係 入学試験合格者(平成17年度) 人文学部学務係 30 2036/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2005/4/1 人文学部 学務係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙(平成17年度) 人文学部学務係 30 2036/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2005/4/1 人文学部 学務係 入試募集関係 募集要項(平成17年度) 人文学部学務係 30 2036/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2005/4/1 人文学部 学務係 履修関係 履修要項(平成17年度) 人文学部教務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2006/4/1 人文学部 学務係 厚生補導関係 学生賞罰(平成18年度) 人文学部専門員（学務） 30 2037/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2006/4/1 人文学部 学務係 履修関係 学生便覧(平成18年度) 人文学部教務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2006/4/1 人文学部 学務係 履修関係 学籍簿(平成18年度) 人文学部教務係 無期限 紙 事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

2006/4/1 人文学部 総務係 会議（学内）関係 教授会(平成18年度) 人文学部総務係 30 2037/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2006/4/1 人文学部 総務係 会議（学内）関係 研究科委員会(平成18年度) 人文学部総務係 30 2037/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2006/4/1 人文学部 学務係 履修関係 講義概要(平成18年度) 人文学部教務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2006/4/1 人文学部 学務係 履修関係 授業計画･講義概要(平成18年度) 人文学部教務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2006/4/1 人文学部 学務係 卒業･修了関係 修了生台帳(平成18年度) 人文学部学務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2006/4/1 人文学部 学務係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(平成18年度) 人文学部教務係 無期限 紙 事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

2006/4/1 人文学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳(平成18年度) 人文学部教務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2006/4/1 人文学部 学務係 入試業務関係 入学試験合格者(平成18年度) 人文学部学務係 30 2037/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2006/4/1 人文学部 学務係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙(平成18年度) 人文学部学務係 30 2037/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2006/4/1 人文学部 学務係 入試募集関係 募集要項(平成18年度) 人文学部学務係 30 2037/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2006/4/1 人文学部 学務係 履修関係 履修要項(平成18年度) 人文学部教務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2007/4/1 人文学部 学務係 厚生補導関係 学生賞罰(平成19年度) 人文学部専門員（学務） 30 2038/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2007/4/1 人文学部 学務係 履修関係 学生便覧(平成19年度) 人文学部教務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2007/4/1 人文学部 学務係 履修関係 学籍簿(平成19年度) 人文学部教務係 無期限 紙 事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

2007/4/1 人文学部 総務係 会議（学内）関係 教授会(平成19年度) 人文学部総務係 30 2038/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2007/4/1 人文学部 総務係 会議（学内）関係 研究科委員会(平成19年度) 人文学部総務係 30 2038/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2007/4/1 人文学部 学務係 履修関係 講義概要(平成19年度) 人文学部教務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2007/4/1 人文学部 学務係 履修関係 授業計画(平成19年度) 人文学部教務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2007/4/1 人文学部 学務係 卒業･修了関係 修了生台帳(平成19年度) 人文学部学務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2007/4/1 人文学部 学務係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(平成19年度) 人文学部教務係 無期限 紙 事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

2007/4/1 人文学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳(平成19年度) 人文学部教務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2007/4/1 人文学部 学務係 入試業務関係 入学試験合格者(平成19年度) 人文学部学務係 30 2038/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2007/4/1 人文学部 学務係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙(平成19年度) 人文学部学務係 30 2038/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2007/4/1 人文学部 学務係 入試募集関係 募集要項(平成19年度) 人文学部学務係 30 2038/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2007/4/1 人文学部 学務係 履修関係 履修要項(平成19年度) 人文学部教務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄



2008/4/1 人文学部 学務係 学位授与関係 学位論文(平成20年度) 人文学部学務係 10 2039/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2008/4/1 人文学部 学務係 厚生補導関係 学生賞罰(平成20年度) 人文学部専門員（学務） 30 2039/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2008/4/1 人文学部 学務係 履修関係 学生便覧(平成20年度) 人文学部教務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2008/4/1 人文学部 学務係 履修関係 学籍簿(平成20年度) 人文学部教務係 無期限 紙 事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

2008/4/1 人文学部 総務係 会議（学内）関係 教授会(平成20年度) 人文学部総務係 30 2039/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2008/4/1 人文学部 総務係 会議（学内）関係 研究科委員会(平成20年度) 人文学部総務係 30 2039/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2008/4/1 人文学部 学務係 履修関係 講義概要(平成20年度) 人文学部教務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2008/4/1 人文学部 学務係 履修関係 授業計画(平成20年度) 人文学部教務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2008/4/1 人文学部 学務係 卒業･修了関係 修了生台帳(平成20年度) 人文学部学務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2008/4/1 人文学部 学務係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(平成20年度) 人文学部教務係 無期限 紙 事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

2008/4/1 人文学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳(平成20年度) 人文学部教務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2008/4/1 人文学部 学務係 入試業務関係 入学試験合格者(平成20年度) 人文学部学務係 30 2039/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2008/4/1 人文学部 学務係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙(平成20年度) 人文学部学務係 30 2039/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2008/4/1 人文学部 学務係 入試募集関係 募集要項(平成20年度) 人文学部学務係 30 2039/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2008/4/1 人文学部 学務係 履修関係 履修要項(平成20年度) 人文学部教務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2009/4/1 人文学部 学務係 学位授与関係 学位論文(平成21年度) 人文学部学務係 10 2040/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2009/4/1 人文学部 学務係 厚生補導関係 学生賞罰(平成21年度) 人文学部専門員（学務） 30 2040/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2009/4/1 人文学部 学務係 履修関係 学生便覧(平成21年度) 人文学部教務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2009/4/1 人文学部 学務係 履修関係 学籍簿(平成21年度) 人文学部教務係 無期限 紙 事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

2009/4/1 人文学部 総務係 会議（学内）関係 教授会(平成21年度) 人文学部総務係 30 2040/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2009/4/1 人文学部 総務係 会議（学内）関係 研究科委員会(平成21年度) 人文学部総務係 30 2040/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2009/4/1 人文学部 学務係 履修関係 講義概要(平成21年度) 人文学部教務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2009/4/1 人文学部 学務係 履修関係 授業計画(平成21年度) 人文学部教務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2009/4/1 人文学部 学務係 卒業･修了関係 修了生台帳(平成21年度) 人文学部学務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2009/4/1 人文学部 学務係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(平成21年度) 人文学部教務係 無期限 紙 事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

2009/4/1 人文学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳(平成21年度) 人文学部教務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2009/4/1 人文学部 学務係 入試業務関係 入学試験合格者(平成21年度) 人文学部学務係 30 2040/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2009/4/1 人文学部 学務係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙(平成21年度) 人文学部学務係 30 2040/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2009/4/1 人文学部 学務係 入試募集関係 募集要項(平成21年度) 人文学部学務係 30 2040/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2009/4/1 人文学部 学務係 履修関係 履修要項(平成21年度) 人文学部教務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2010/4/1 人文学部 学務係 実習･実地体験関係 インターンシップ(平成22年度) 人文学部専門員･専門職員（学務） 10 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2010/4/1 人文学部 学務係 非正規学生関係 科目等履修生申請(平成22年度) 人文学部学務係 10 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2010/4/1 人文学部 学務係 実習･実地体験関係 介護等体験(平成22年度) 人文学部専門員･専門職員（学務） 10 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2010/4/1 人文学部 学務係 学位授与関係 学位論文(平成22年度) 人文学部学務係 10 2041/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2010/4/1 人文学部 学務係 資格取得関係 学芸員資格(平成22年度) 人文学部学務係 10 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2010/4/1 人文学部 学務係 厚生補導関係 学生賞罰(平成22年度) 人文学部専門員（学務） 30 2041/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2010/4/1 人文学部 学務係 履修関係 学生便覧(平成22年度) 人文学部教務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2010/4/1 人文学部 学務係 履修関係 学籍簿(平成22年度) 人文学部教務係 無期限 紙 事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

2010/4/1 人文学部 総務係 国有財産関係 監守計画(平成22年度) 人文学部会計係 10 2021/3/31 紙 事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

2010/4/1 人文学部 学務係 学生身分異動関係 休学･復学･退学･除籍(平成22年度) 人文学部学務係 10 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄



2010/4/1 人文学部 学務係 実習･実地体験関係 教育実習(平成22年度) 人文学部学務係 10 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2010/4/1 人文学部 総務係 会議（学内）関係 教授会(平成22年度) 人文学部総務係 30 2041/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2010/4/1 人文学部 総務係 会議（学内）関係 研究科委員会(平成22年度) 人文学部総務係 30 2041/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2010/4/1 人文学部 学務係 非正規学生関係 研究生申請(平成22年度) 人文学部学務係 10 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2010/4/1 人文学部 学務係 履修関係 講義概要(平成22年度) 人文学部教務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2010/4/1 人文学部 学務係 履修関係 授業計画(平成22年度) 人文学部教務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2010/4/1 人文学部 学務係 卒業･修了関係 修了生台帳(平成22年度) 人文学部学務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2010/4/1 人文学部 学務係 学生諸届出書類関係 身元保証書･改姓届･現住所届･誓書等(平成22年度) 人文学部学務係 10 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2010/4/1 人文学部 学務係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(平成22年度) 人文学部教務係 無期限 紙 事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

2010/4/1 人文学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳(平成22年度) 人文学部教務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2010/4/1 人文学部 学務係 非正規学生関係 特別聴講学生申請(平成22年度) 人文学部専門員（学務） 10 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2010/4/1 人文学部 学務係 入試業務関係 入学試験合格者(平成22年度) 人文学部学務係 30 2041/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2010/4/1 人文学部 学務係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙(平成22年度) 人文学部学務係 30 2041/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2010/4/1 人文学部 学務係 実習･実地体験関係 博物館実習(平成22年度) 人文学部学務係 10 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2010/4/1 人文学部 学務係 学生身分異動関係 非正規学生の退学･除籍(平成22年度) 人文学部学務係 10 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2010/4/1 人文学部 学務係 入試募集関係 募集要項(平成22年度) 人文学部学務係 30 2041/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

2010/4/1 人文学部 学務係 履修関係 履修要項(平成22年度) 人文学部教務係 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 10 環境 監守計画･消防計画(人文学部) 人文学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 03 会議 教育会議(人文学部) 人文学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 03 会議 教授会(人文学部) 人文学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 03 会議 研究科委員会(人文学部) 人文学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 01 法令･規則 人文学部規則(人文学部) 人文学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成23年度 B 教職員 03 選考･選挙 過半数代表委員選挙(人文学部) 人文学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成23年度 B 教職員 04 任免 教員公募(人文学部) 人文学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成23年度 B 教職員 05 給与 諸手当届(人文学部) 人文学部事務長 2012/4/1 本人離職後5年 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成23年度 B 教職員 05 給与 特別昇給(人文学部) 人文学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成23年度 B 教職員 04 任免 任免(採用)(人文学部) 人文学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 04 学籍 (11L)学籍簿(社会科学科)(人文学部) 人文学部事務長 2012/4/1 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 04 学籍 (11L)学籍簿(人文コミュニケーション学科)(人文学部) 人文学部事務長 2012/4/1 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 02 教育課程 インターンシップ(人文学部) 人文学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 01 入試 一般入試(人文学部) 人文学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 科目等履修生(人文学部) 人文学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 02 教育課程 介護等体験(人文学部) 人文学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 03 学位 学位授与、修了判定(人文学部) 人文学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 03 学位 学位論文(人文学部) 人文学部事務長 2012/4/1 10 2042/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 04 学籍 学籍異動(人文学部) 人文学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 02 教育課程 教育実習(人文学部) 人文学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 02 教育課程 教育職員免許状一括申請(人文学部) 人文学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 研究生(人文学部) 人文学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 08 留学生 国費留学生(人文学部) 人文学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄



平成23年度 E 教育一般 04 学籍 身元保証書、改姓届、現住所届、誓書(人文学部) 人文学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 04 学籍 人文科学研究科修了台帳(人文学部) 人文学部事務長 2012/4/1 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 01 入試 人文科学研究科入試問題(人文学部) 人文学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 01 入試 推薦入試(人文学部) 人文学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 02 教育課程 成績原簿(人文学部) 人文学部事務長 2012/4/1 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 02 教育課程 専門科目の講義概要(人文学部) 人文学部事務長 2012/4/1 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 02 教育課程 専門科目の授業計画(人文学部) 人文学部事務長 2012/4/1 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 04 学籍 卒業生台帳(人文学部) 人文学部事務長 2012/4/1 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 04 学籍 卒業判定(人文学部) 人文学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院学生便覧(人文学部) 人文学部事務長 2012/4/1 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 04 学籍 大学院学籍簿　H24(12LM)(人文学部) 人文学部事務長 2012/4/1 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院成績原簿(人文学部) 人文学部事務長 2012/4/1 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 02 教育課程 単位互換･既修得単位認定(人文学部) 人文学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 特別聴講学生(人文学部) 人文学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 01 入試 入学試験出願書類(合格者)(人文学部) 人文学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 01 入試 入学試験問題･解答用紙(人文学部) 人文学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 02 教育課程 博物館実習(人文学部) 人文学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 08 留学生 非正規生(留学生)(人文学部) 人文学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 01 入試 平成24年度私費外国人留学生入試(人文学部) 人文学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 01 入試 平成24年度私費外国人留学生入試願書(人文学部) 人文学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 01 入試 編入学試験問題(人文学部) 人文学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 02 教育課程 履修要項(人文学部) 人文学部事務長 2012/4/1 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 08 留学生 留学(派遣･受入)(人文学部) 人文学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 10 環境 監守計画･消防計画(人文学部) 人文学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 03 会議 教育会議(人文学部) 人文学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 03 会議 教授会(人文学部) 人文学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 03 会議 研究科委員会(人文学部) 人文学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 01 法令･規則 人文学部規則(人文学部) 人文学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成24年度 B 教職員 03 選考･選挙 過半数代表委員選挙(人文学部) 人文学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成24年度 B 教職員 04 任免 教員公募(人文学部) 人文学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成24年度 B 教職員 05 給与 諸手当届(人文学部) 人文学部事務長 2013/4/1 本人離職後5年 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成24年度 B 教職員 05 給与 特別昇給(人文学部) 人文学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成24年度 B 教職員 04 任免 任免(採用)(人文学部) 人文学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 04 学籍 (12L)学籍簿(社会科学科)(人文学部) 人文学部事務長 2013/4/1 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 04 学籍 (12L)学籍簿(人文コミュニケーション学科)(人文学部) 人文学部事務長 2013/4/1 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 02 教育課程 インターンシップ(人文学部) 人文学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 01 入試 一般入試(人文学部) 人文学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 科目等履修生(人文学部) 人文学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 02 教育課程 介護等体験(人文学部) 人文学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 03 学位 学位授与、修了判定(人文学部) 人文学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄



平成24年度 E 教育一般 03 学位 学位論文(人文学部) 人文学部事務長 2013/4/1 10 2043/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 04 学籍 学籍異動(人文学部) 人文学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 02 教育課程 教育実習(人文学部) 人文学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 02 教育課程 教育職員免許状一括申請(人文学部) 人文学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 研究生(人文学部) 人文学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 08 留学生 国費留学生(人文学部) 人文学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 04 学籍 身元保証書、改姓届、現住所届、誓書(人文学部) 人文学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 04 学籍 人文科学研究科修了台帳(人文学部) 人文学部事務長 2013/4/1 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 01 入試 人文科学研究科入試問題(人文学部) 人文学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 01 入試 推薦入試(人文学部) 人文学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 02 教育課程 成績原簿(人文学部) 人文学部事務長 2013/4/1 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 02 教育課程 専門科目の講義概要(人文学部) 人文学部事務長 2013/4/1 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 02 教育課程 専門科目の授業計画(人文学部) 人文学部事務長 2013/4/1 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 04 学籍 卒業生台帳(人文学部) 人文学部事務長 2013/4/1 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 04 学籍 卒業判定(人文学部) 人文学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院学生便覧(人文学部) 人文学部事務長 2013/4/1 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 04 学籍 大学院学籍簿　H24(12LM)(人文学部) 人文学部事務長 2013/4/1 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院成績原簿(人文学部) 人文学部事務長 2013/4/1 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 02 教育課程 単位互換･既修得単位認定(人文学部) 人文学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 04 学籍 長期履修制度(人文学部) 人文学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 特別聴講学生(人文学部) 人文学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 01 入試 入学試験出願書類(合格者)(人文学部) 人文学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 01 入試 入学試験問題･解答用紙(人文学部) 人文学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 02 教育課程 博物館実習(人文学部) 人文学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 08 留学生 非正規生(留学生)(人文学部) 人文学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 01 入試 平成24年度私費外国人留学生入試(人文学部) 人文学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 01 入試 平成24年度私費外国人留学生入試願書(人文学部) 人文学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 01 入試 編入学試験問題(人文学部) 人文学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 02 教育課程 履修要項(人文学部) 人文学部事務長 2013/4/1 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 08 留学生 留学(派遣･受入)(人文学部) 人文学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 00 総括 入学式(人文学部) 人文学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 00 総括 卒業式(人文学部) 人文学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 00 総括 協定書(人文学部) 人文学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 01 法令･規則 人文学部規則(人文学部) 人文学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 01 法令･規則 法律政令省令(人文学部) 人文学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 02 組織 社会科学専攻設置報告書(人文学部) 人文学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 02 組織 教育組織設置･改廃(人文学部) 人文学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 02 組織 ミッションの再定義(人文科学分野) 人文学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 03 会議 教育会議(人文学部) 人文学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 03 会議 教授会(人文学部) 人文学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄



平成25年度 A 管理一般 03 会議 研究科委員会(人文学部) 人文学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 03 会議 大学改革構想ワーキンググループ(人文学部) 人文学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 03 会議 遺伝子組換え実験(人文学部) 人文学部事務長 2014/4/1 15 2029/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 03 会議 動物実験(人文学部) 人文学部事務長 2014/4/1 15 2029/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 05 計画･企画 中期目標･中期計画及び年度計画(人文学部) 人文学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 08 文書 公印廃止届(人文学部) 人文学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 10 環境 監守計画･消防計画(人文学部) 人文学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 11 情報システム ＶＣＳ仕様策定委員(人文学部) 人文学部事務長 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成25年度 B 教職員 00 総括 定員･現員管理(人文学部) 人文学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成25年度 B 教職員 03 選考･選挙 過半数代表委員選挙(人文学部) 人文学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成25年度 B 教職員 04 任免 教員公募(人文学部) 人文学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成25年度 B 教職員 04 任免 任免(採用)(人文学部) 人文学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成25年度 B 教職員 05 給与 諸手当届(人文学部) 人文学部事務長 2014/4/1 本人離職後5年 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成25年度 B 教職員 05 給与 特別昇給(人文学部) 人文学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成25年度 B 教職員 06 服務･表彰 永年勤続(人文学部) 人文学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成25年度 B 教職員 06 服務･表彰 懲戒(人文学部) 人文学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成25年度 C 財務 02 決算 契約依頼(人文学部) 人文学部事務長 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 00 総括 ベトナム国フエ大学外国語学部との学部間協定 人文学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 01 入試 一般入試(人文学部) 人文学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 01 入試 人文科学研究科入試問題(人文学部) 人文学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 01 入試 推薦入試(人文学部) 人文学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 01 入試 入学試験出願書類(合格者)(人文学部) 人文学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 01 入試 入学試験問題･解答用紙(人文学部) 人文学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 01 入試 私費外国人留学生入試(人文学部) 人文学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 01 入試 私費外国人留学生入試願書(人文学部) 人文学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 01 入試 大学院入試願書(人文学部) 人文学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 01 入試 編入学試験問題(人文学部) 人文学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 02 教育課程 インターンシップ(人文学部) 人文学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 02 教育課程 介護等体験(人文学部) 人文学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 02 教育課程 教育実習(人文学部) 人文学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 02 教育課程 教育職員免許状一括申請(人文学部) 人文学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 02 教育課程 成績原簿(人文学部) 人文学部事務長 2014/4/1 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 02 教育課程 専門科目の講義概要(人文学部) 人文学部事務長 2014/4/1 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 02 教育課程 専門科目の授業計画(人文学部) 人文学部事務長 2014/4/1 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院学生便覧(人文学部) 人文学部事務長 2014/4/1 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院成績原簿(人文学部) 人文学部事務長 2014/4/1 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 02 教育課程 単位互換･既修得単位認定(人文学部) 人文学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 02 教育課程 博物館実習(人文学部) 人文学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 02 教育課程 履修要項(人文学部) 人文学部事務長 2014/4/1 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 03 学位 学位授与、修了判定(人文学部) 人文学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄



平成25年度 E 教育一般 03 学位 学位論文(人文学部) 人文学部事務長 2014/4/1 10 2044/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿(社会科学科)(人文学部) 人文学部事務長 2014/4/1 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿(人文コミュニケーション学科)(人文学部) 人文学部事務長 2014/4/1 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 04 学籍 学籍異動(人文学部) 人文学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 04 学籍 人文科学研究科修了台帳(人文学部) 人文学部事務長 2014/4/1 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 04 学籍 卒業生台帳(人文学部) 人文学部事務長 2014/4/1 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 04 学籍 卒業判定(人文学部) 人文学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿(大学院)(人文学部) 人文学部事務長 2014/4/1 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 04 学籍 身元保証書、改姓届、現住所届、誓書(人文学部) 人文学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 04 学籍 長期履修制度(人文学部) 人文学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 科目等履修生(人文学部) 人文学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 研究生(人文学部) 人文学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 特別聴講学生(人文学部) 人文学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 08 留学生 国費留学生(人文学部) 人文学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 08 留学生 非正規生(留学生)(人文学部) 人文学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 08 留学生 留学(派遣･受入)(人文学部) 人文学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 00 総括 連携協定(人文学部) 人文学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 01 法令･規則 人文学部規則(人文学部) 人文学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 01 法令･規則 法律政令省令(人文学部) 人文学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 03 会議 教育会議(人文学部) 人文学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 03 会議 教授会(人文学部) 人文学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 03 会議 研究科委員会(人文学部) 人文学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 08 文書 公印管理(人文社会科学部) 人文学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 10 環境 監守計画･消防計画(人文学部) 人文学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成26年度 B 教職員 03 選考･選挙 過半数代表委員選挙(人文学部) 人文学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成26年度 B 教職員 04 任免 教員公募(人文学部) 人文学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成26年度 B 教職員 04 任免 任免(採用)(人文学部) 人文学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成26年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師(人文学部) 人文学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成26年度 B 教職員 05 給与 諸手当届(人文学部) 人文学部事務長 2015/4/1 本人離職後5年 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成26年度 B 教職員 05 給与 特別昇給(人文学部) 人文学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成26年度 C 財務 02 決算 契約依頼(人文学部) 人文学部事務長 2015/4/1 7 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 01 入試 一般入試(人文学部) 人文学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 01 入試 人文科学研究科入試問題(人文学部) 人文学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 01 入試 推薦入試(人文学部) 人文学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 01 入試 入学試験出願書類(合格者)(人文学部) 人文学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 01 入試 入学試験問題･解答用紙(人文学部) 人文学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 01 入試 私費外国人留学生入試(人文学部) 人文学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 01 入試 私費外国人留学生入試願書(人文学部) 人文学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 01 入試 大学院入試願書(人文学部) 人文学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 01 入試 編入学試験問題(人文学部) 人文学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄



平成26年度 E 教育一般 02 教育課程 インターンシップ(人文学部) 人文学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 02 教育課程 介護等体験(人文学部) 人文学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 02 教育課程 教育実習(人文学部) 人文学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 02 教育課程 教育職員免許状一括申請(人文学部) 人文学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 02 教育課程 成績原簿(人文学部) 人文学部事務長 2015/4/1 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 02 教育課程 専門科目の講義概要(人文学部) 人文学部事務長 2015/4/1 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 02 教育課程 専門科目の授業計画(人文学部) 人文学部事務長 2015/4/1 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院学生便覧(人文学部) 人文学部事務長 2015/4/1 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院成績原簿(人文学部) 人文学部事務長 2015/4/1 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 02 教育課程 既修得単位認定(人文学部) 人文学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 02 教育課程 博物館実習(人文学部) 人文学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 02 教育課程 履修要項(人文学部) 人文学部事務長 2015/4/1 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院単位互換･既修得単位認定(人文学部) 人文学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 02 教育課程 教員免許状課程認定(人文学部) 人文学部事務長 2015/4/1 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿(社会科学科)(人文学部) 人文学部事務長 2015/4/1 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿(人文コミュニケーション学科)(人文学部) 人文学部事務長 2015/4/1 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 04 学籍 学籍異動(人文学部) 人文学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 04 学籍 人文科学研究科修了台帳(人文学部) 人文学部事務長 2015/4/1 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 04 学籍 卒業生台帳(人文学部) 人文学部事務長 2015/4/1 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 04 学籍 卒業判定(人文学部) 人文学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿(大学院)(人文学部) 人文学部事務長 2015/4/1 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 04 学籍 身元保証書(人文学部) 人文学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 04 学籍 現住所届(人文学部) 人文学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 04 学籍 誓書(人文学部) 人文学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 04 学籍 長期履修制度(人文学部) 人文学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 科目等履修生(人文学部) 人文学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 研究生(人文学部) 人文学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 特別聴講学生(人文学部) 人文学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 08 留学生 国費留学生(人文学部) 人文学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 08 留学生 非正規生(留学生)(人文学部) 人文学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 08 留学生 留学(派遣･受入)(人文学部) 人文学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 00 総括 連携協定(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 01 法令･規則 人文学部規則(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 01 法令･規則 法律政令省令(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 学術委員会(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 学生委員会(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 拡大学部運営会議(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 学部運営会議(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 学部共通プログラミング運営委員会(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 カリキュラムFD委員会(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄



平成27年度 A 管理一般 03 会議 企画広報委員会(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 教育改革推進委員会(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 教育会議(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 教授会(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 教務委員会(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 研究科委員会(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 国際交流委員会(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 国立大学法人１７大学人文系学部長会議(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 社会科学領域会議(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 社会科学科会議(人文学部) 人文学部長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 社会科学専攻会議(人文学部) 人文学部長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 将来計画委員会(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 人事委員会(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 人文ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学領域会議(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 人文ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科会議(人文学部) 人文学部長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 文化科学専攻会議(人文学部) 人文学部長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 選挙管理委員会(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 大学院専門委員会(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 点検･評価委員会(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 入学試験企画委員会(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 入学試験実施委員会(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 予算施設委員会(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 人文学部後援会(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 04 運営 鍵保管台帳(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 04 運営 市民共創教育研究センター(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 07 広報 オープンキャンパス(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 07 広報 人文学部案内(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 08 文書 公印使用伺簿(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 08 文書 法人文書(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 09 検査･監査 監査(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 10 環境 監守計画･消防計画(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 10 環境 安全衛生(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 他機関からの通知･照会･依頼･回答(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 学内での通知･照会･依頼･回答(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 在学生数月例報告(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 学外勤務届(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 教員の勤務予定表(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 勤務状況(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働命令簿(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄



平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 職員派遣(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 年次有給休暇簿(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 振替休日･代休付与日指定簿(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 02 出張 旅行命令簿(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 03 選考･選挙 過半数代表委員選挙(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 03 選考･選挙 選挙(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 04 任免 教員公募(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 04 任免 任免(採用)(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 04 任免 学内委員の推薦(委嘱)書(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 04 任免 模擬授業の講師依頼(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 05 給与 期末･勤勉手当(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 05 給与 諸手当届(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 離職後5年 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 05 給与 大学院授業担当教員(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 05 給与 特別昇給(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 05 給与 法定外差引(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 05 給与 勤務時間報告書(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 06 服務･表彰 勤務評価(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 06 服務･表彰 兼業届(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 09 能力開発 サバティカル(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 01 予算 学部予算(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 01 予算 予算振替(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 預り金収支報告(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 05 支払 契約依頼(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 05 支払 アルバイト(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 05 支払 工事･修繕依頼(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 05 支払 謝金(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 05 支払 立替払請求(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 05 支払 ティーチングアシスタント(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 05 支払 非常勤講師旅費届出書(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 05 支払 会議費(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 06 動産等 金券等受払簿(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 06 動産等 固定資産使用許可申請書(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 06 動産等 タクシー券受払簿(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 06 動産等 寄附物品受納書(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 06 動産等 物品の処分･廃棄(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 06 動産等 固定資産管理(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 一般入試(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 合格者判定資料(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 人文科学研究科入試問題(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄



平成27年度 E 教育一般 01 入試 推薦入試(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 大学院入試答案(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 大学入試センター試験(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 入学試験採点票(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 入学試験出願書類(合格者)(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 入学試験出願書類(不合格者)(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 入学試験答案(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 入学試験問題･解答用紙(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 私費外国人留学生入試(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 私費外国人留学生入試願書(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 大学院入試(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 大学院入試願書(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 転学部･転学科(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 編入学(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 編入学試験出願書(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 編入学試験答案(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 編入学試験問題(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 インターンシップ(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 介護等体験(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 学生実地指導(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 教育実習(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 教育職員免許状一括申請(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 集中講義(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 証明書(人文学部)卒業生 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 証明書(人文学部)在学生 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 成績原簿(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 成績修正･登録申請書(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 成績報告書(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 専門科目の講義概要(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 専門科目の授業計画(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院学生便覧(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院教務(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院成績原簿(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院履修科目届(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 既修得単位認定(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院単位互換･既修得単位認定(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 追加(削除)履修登録申請書(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 定期試験･レポート追試験(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 博物館実習(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 履修要項(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄



平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 教員免許状課程認定(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 03 学位 修士論文審査報告(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 03 学位 卒業研究題目申告表(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 03 学位 卒業論文(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 03 学位 卒業･修了(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 03 学位 卒業論文審査結果(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿(社会科学科)(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿(人文コミュニケーション学科)(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 04 学籍 学籍異動(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 04 学籍 学生住所届(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 04 学籍 人文科学研究科修了台帳(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 04 学籍 卒業生台帳(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 04 学籍 卒業判定(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿(大学院)(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 04 学籍 身元保証書(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 04 学籍 現住所届(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 04 学籍 誓書(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 04 学籍 長期履修制度(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 科目等履修生(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 研究生(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 特別聴講学生(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 06 学生生活 厚生補導(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 07 学生支援 奨学金(日本学生支援機構)(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 07 学生支援 奨学金(一般)(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 07 学生支援 授業料(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 08 留学生 国費留学生(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 08 留学生 チューター(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 08 留学生 非正規生(留学生)(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 08 留学生 留学(派遣･受入)(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 09 卒業生 進路届(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 00 総括 学術研究推進経費(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 00 総括 政策配分経費(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 科学研究費補助金各種通知(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 科学研究費補助金研究計画調書(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 科学研究費補助金実績報告書(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 科学研究費補助金分担金(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 科学研究費補助金分担者証拠書類(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 科学研究費補助金交付申請書(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 02 外部資金 寄附金(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 02 外部資金 受託研究(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄



平成27年度 F 研究一般 05 研究者の受入 日本学術振興会(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 05 研究者の受入 外国人研究者(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 H 教育･研究 00 教育 定期試験答案(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 H 教育･研究 00 教育 定期試験問題(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 H 教育･研究 00 教育 レポート(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 H 教育･研究 00 教育 レポート試験問題(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成27年度 H 教育･研究 00 教育 アイセンティケイト(人文学部) 人文学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 00 総括 連携協定(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 01 法令･規則 人文学部規則(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 01 法令･規則 法律政令省令(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 学術委員会(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 学生委員会(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 拡大学部運営会議(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 学部運営会議(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 学部共通プログラミング運営委員会(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 カリキュラムFD委員会(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 企画広報委員会(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 教育改革推進委員会(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 教育会議(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 教授会(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 教務委員会(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 研究科委員会(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 国際交流委員会(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 国立大学法人１７大学人文系学部長会議(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 社会科学領域会議(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 社会科学科会議(人文学部) 人文学部長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 社会科学専攻会議(人文学部) 人文学部長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 将来計画委員会(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 人事委員会(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 人文ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学領域会議(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 人文ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科会議(人文学部) 人文学部長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 文化科学専攻会議(人文学部) 人文学部長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 選挙管理委員会(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 大学院専門委員会(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 点検･評価委員会(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 入学試験企画委員会(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 入学試験実施委員会(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 予算施設委員会(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 人文学部後援会(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 04 運営 鍵保管台帳(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄



平成28年度 A 管理一般 04 運営 市民共創教育研究センター(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 07 広報 オープンキャンパス(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 07 広報 人文学部案内(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 08 文書 公印使用伺簿(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 08 文書 法人文書(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 09 検査･監査 監査(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 10 環境 監守計画･消防計画(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 10 環境 安全衛生(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 他機関からの通知･照会･依頼･回答(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 学内での通知･照会･依頼･回答(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 在学生数月例報告(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 学外勤務届(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 教員の勤務予定表(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 勤務状況(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働命令簿(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 職員派遣(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 年次有給休暇簿(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 振替休日･代休付与日指定簿(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 02 出張 旅行命令簿(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 03 選考･選挙 過半数代表委員選挙(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 03 選考･選挙 選挙(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 04 任免 教員公募(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 04 任免 任免(採用)(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 04 任免 学内委員の推薦(委嘱)書(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 04 任免 模擬授業の講師依頼(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 05 給与 期末･勤勉手当(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 05 給与 諸手当届(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 離職後5年 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 05 給与 大学院授業担当教員(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 05 給与 特別昇給(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 05 給与 法定外差引(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 05 給与 勤務時間報告書(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 06 服務･表彰 勤務評価(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 06 服務･表彰 兼業届(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 09 能力開発 サバティカル(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 01 予算 学部予算(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 01 予算 予算振替(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 預り金収支報告(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 05 支払 契約依頼(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄



平成28年度 C 財務 05 支払 アルバイト(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 05 支払 工事･修繕依頼(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 05 支払 謝金(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 05 支払 立替払請求(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 05 支払 ティーチングアシスタント(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 05 支払 非常勤講師旅費届出書(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 05 支払 会議費(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 06 動産等 金券等受払簿(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 06 動産等 固定資産使用許可申請書(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 06 動産等 固定資産管理(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 一般入試(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 合格者判定資料(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 人文科学研究科入試問題(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 推薦入試(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 大学院入試答案(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 大学入試センター試験(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 入学試験採点票(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 入学試験出願書類(合格者)(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 入学試験出願書類(不合格者)(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 入学試験答案(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 入学試験問題･解答用紙(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 私費外国人留学生入試(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 私費外国人留学生入試願書(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 大学院入試(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 大学院入試願書(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 転学部･転学科(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 編入学(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 編入学試験出願書(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 編入学試験答案(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 編入学試験問題(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 インターンシップ(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 介護等体験(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 学生実地指導(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 教育実習(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 教育職員免許状一括申請(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 集中講義(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 証明書(人文学部)卒業生 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 証明書(人文学部)在学生 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 成績原簿(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 成績修正･登録申請書(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄



平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 成績報告書(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 専門科目の講義概要(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 専門科目の授業計画(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院学生便覧(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院教務(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院成績原簿(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院履修科目届(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 既修得単位認定(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院単位互換･既修得単位認定(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 追加(削除)履修登録申請書(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 定期試験･レポート追試験(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 博物館実習(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 履修要項(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 教員免許状課程認定(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 03 学位 修士論文審査報告(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 03 学位 卒業研究題目申告表(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 03 学位 卒業論文(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 教員研究室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 03 学位 卒業･修了(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 03 学位 卒業論文審査結果(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿(社会科学科)(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿(人文コミュニケーション学科)(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 04 学籍 学籍異動(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 04 学籍 学生住所届(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 04 学籍 人文科学研究科修了台帳(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 04 学籍 卒業生台帳(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 04 学籍 卒業判定(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿(大学院)(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 04 学籍 身元保証書(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 04 学籍 誓書(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 04 学籍 長期履修制度(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 科目等履修生(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 研究生(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 特別聴講学生(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 06 学生生活 厚生補導(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 07 学生支援 奨学金(日本学生支援機構)(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 07 学生支援 奨学金(一般)(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 07 学生支援 授業料(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 08 留学生 国費留学生(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 08 留学生 チューター(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 08 留学生 非正規生(留学生)(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄



平成28年度 E 教育一般 08 留学生 留学(派遣･受入)(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 09 卒業生 進路届(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 科学研究費補助金各種通知(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 科学研究費補助金研究計画調書(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 科学研究費補助金実績報告書(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 科学研究費補助金分担金(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 科学研究費補助金分担者証拠書類(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 科学研究費補助金交付申請書(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 02 外部資金 寄附金(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 02 外部資金 受託研究(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 05 研究者の受入 日本学術振興会(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 05 研究者の受入 外国人研究者(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 H 教育･研究 00 教育 定期試験答案(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 教員研究室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 H 教育･研究 00 教育 定期試験問題(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 教員研究室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 H 教育･研究 00 教育 レポート(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 教員研究室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 H 教育･研究 00 教育 レポート試験問題(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 教員研究室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 H 教育･研究 00 教育 アイセンティケイト(人文学部) 人文学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 00 総括 連携協定(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 01 法令･規則 人文社会科学部規則(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 01 法令･規則 法律政令省令(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 01 法令･規則 設置計画履行状況調査(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 学術委員会(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 学生委員会(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 拡大学部運営会議(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 学部運営会議(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 企画広報委員会(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 教育会議(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 教授会(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 教授会等開催(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 教務委員会(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 研究科委員会(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 国際交流委員会(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 国立大学法人１７大学人文系学部長会議(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 社会科学領域会議(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 社会科学科会議(人文社会科学部) 人文社会科学部長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 社会科学専攻会議(人文社会科学部) 人文社会科学部長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 将来計画委員会(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 人事委員会(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 人文ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学領域会議(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 人文図書室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 人文ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科会議(人文社会科学部) 人文社会科学部長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 人文図書室 人文社会科学部事務長 廃棄



平成29年度 A 管理一般 03 会議 文化科学専攻会議(人文社会科学部) 人文社会科学部長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 人文図書室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 現代社会学科会議(人文社会科学部) 人文社会科学部長 2018/4/1 5 2023/3/31 共有サーバ内 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 法律経済学科会議(人文社会科学部) 人文社会科学部長 2018/4/1 5 2023/3/31 共有サーバ内 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 人間文化学科会議(人文社会科学部) 人文社会科学部長 2018/4/1 5 2023/3/31 共有サーバ内 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 選挙管理委員会(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 大学院専門委員会(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 点検･評価委員会(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 入学試験企画委員会(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 入学試験実施委員会(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 予算施設委員会(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 人文社会科学部後援会(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 鍵保管台帳(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 市民共創教育研究センター運営(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 人文社会科学部50周年記念式典(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 07 広報 オープンキャンパス(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 07 広報 人文社会科学部案内(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 08 文書 公印使用伺簿(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 08 文書 法人文書(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 09 検査･監査 監査(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 09 検査･監査 アドバイザリーボード会議(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 10 環境 監守計画･消防計画(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 10 環境 安全衛生(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関からの通知･照会･依頼･回答(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知･照会･依頼･回答(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 在学生数月例報告(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 00 総括 履歴事項の追加(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 学外勤務届(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 教員の勤務予定表(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 勤務状況(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働命令簿(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 年次有給休暇簿(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 振替休日･代休付与日指定簿(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 02 出張 旅行命令簿(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 03 選考･選挙 過半数代表委員選挙(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 04 任免 教員公募(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 04 任免 任免(採用)(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 04 任免 補助金研究員任用(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 04 任免 学内委員の推薦(委嘱)書(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄



平成29年度 B 教職員 04 任免 模擬授業の講師依頼(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 04 任免 学内ワークスタディ(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 05 給与 期末･勤勉手当(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 05 給与 諸手当届(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 離職後5年 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 05 給与 大学院授業担当教員(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 05 給与 特別昇給(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 05 給与 法定外差引(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 05 給与 勤務時間報告書(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 06 服務･表彰 勤務評価(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務長室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 06 服務･表彰 兼業届(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 09 能力開発 サバティカル(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 09 能力開発 研修(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 01 予算 学部予算(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 01 予算 予算振替(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 預り金収支報告(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 05 支払 契約依頼(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 05 支払 アルバイト(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 05 支払 工事･修繕依頼(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 05 支払 謝金(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 05 支払 立替払請求(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 05 支払 ティーチングアシスタント(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 05 支払 非常勤講師旅費届出書(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 05 支払 会議費(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 06 動産等 金券等受払簿(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 06 動産等 固定資産使用許可申請書(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 06 動産等 固定資産管理(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 一般入試(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 合格者判定資料(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 人文科学研究科入試問題(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 推薦入試(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 大学院入試答案(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 大学入試センター試験(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 入学試験採点票(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 入学試験出願書類(合格者)(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 入学試験出願書類(不合格者)(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 入学試験答案(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 入学試験問題･解答用紙(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 私費外国人留学生入試(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 私費外国人留学生入試願書(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 大学院入試(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄



平成29年度 E 教育一般 01 入試 大学院入試願書(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 転学部･転学科(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 編入学(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 編入学試験出願書(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 編入学試験答案(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 編入学試験問題(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 インターンシップ(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 介護等体験(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 学生実地指導(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 教育実習(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 教育職員免許状一括申請(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 集中講義(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 証明書(人文社会科学部)卒業生 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 証明書(人文社会科学部)在学生 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 成績原簿(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 無期限 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 成績修正･登録申請書(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 成績報告書(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 専門科目の講義概要(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 無期限 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 専門科目の授業計画(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 無期限 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院学生便覧(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 無期限 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院教務(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院成績原簿(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 無期限 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院履修科目届(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 既修得単位認定(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院単位互換･既修得単位認定(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 追加(削除)履修登録申請書(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 定期試験･レポート追試験(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 博物館実習(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 履修ガイダンス(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 履修要項(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 無期限 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 教員免許状課程認定(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 無期限 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 定期試験答案(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 教員研究室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 定期試験問題(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 教員研究室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 レポート(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 教員研究室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 レポート試験問題(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 教員研究室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 03 学位 修士論文審査報告(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 03 学位 卒業研究題目申告表(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 03 学位 卒業論文(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 教員研究室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 03 学位 卒業･修了(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 03 学位 卒業論文審査結果(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄



平成29年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿(社会科学科)(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 無期限 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿(人文コミュニケーション学科)(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 無期限 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 04 学籍 学籍異動(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 04 学籍 学生住所届(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 04 学籍 人文科学研究科修了台帳(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 無期限 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 04 学籍 卒業生台帳(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 無期限 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 04 学籍 卒業判定(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿(大学院)(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 無期限 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 04 学籍 身元保証書(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 04 学籍 現住所届(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 04 学籍 誓書(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 04 学籍 長期履修制度(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 科目等履修生(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 研究生(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 特別聴講学生(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 06 学生生活 教務関係通知及び掲示(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 06 学生生活 厚生補導(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 07 学生支援 奨学金(日本学生支援機構)(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 07 学生支援 奨学金(一般)(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 07 学生支援 授業料(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 08 留学生 国費留学生(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 08 留学生 チューター(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 08 留学生 非正規生(留学生)(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 08 留学生 留学(派遣･受入)(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 科学研究費補助金各種通知(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 科学研究費補助金研究計画調書(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 科学研究費補助金実績報告書(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 科学研究費補助金分担金(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 科学研究費補助金分担者証拠書類(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 科学研究費補助金交付申請書(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 寄附金(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 受託研究(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 03 研究者の受入･派遣 日本学術振興会(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 03 研究者の受入･派遣 外国人研究者(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成29年度 H 教育･研究 01 教育 アイセンティケイト(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 00 総括 連携協定(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 01 法令･規則 人文社会科学部規則(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 01 法令･規則 法律政令省令(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 01 法令･規則 設置計画履行状況調査(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 学術委員会(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄



平成30年度 A 管理一般 03 会議 学生委員会(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 拡大学部運営会議(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 学部運営会議(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 企画広報委員会(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 教育会議(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 教授会(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 教授会等開催(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 教務委員会(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 研究科委員会(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 国際交流委員会(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 国立大学法人１７大学人文系学部長会議(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 社会科学領域会議(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 社会科学科会議(人文社会科学部) 人文社会科学部長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 社会科学専攻会議(人文社会科学部) 人文社会科学部長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 将来計画委員会(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 人事委員会(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 人文ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学領域会議(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 人文図書室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 人文ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科会議(人文社会科学部) 人文社会科学部長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 人文図書室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 文化科学専攻会議(人文社会科学部) 人文社会科学部長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 人文図書室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 現代社会学科会議(人文社会科学部) 人文社会科学部長 2019/4/1 5 2024/3/31 共有サーバ内 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 法律経済学科会議(人文社会科学部) 人文社会科学部長 2019/4/1 5 2024/3/31 共有サーバ内 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 人間文化学科会議(人文社会科学部) 人文社会科学部長 2019/4/1 5 2024/3/31 共有サーバ内 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 選挙管理委員会(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 大学院専門委員会(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 点検･評価委員会(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 入学試験企画委員会(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 入学試験実施委員会(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 予算施設委員会(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 人文社会科学部後援会(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 鍵保管台帳(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 市民共創教育研究センター運営(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 用務員作業日誌(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 07 広報 オープンキャンパス(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 07 広報 人文社会科学部案内(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 08 文書 公印使用伺簿(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 08 文書 法人文書(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 09 検査･監査 監査(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 09 検査･監査 アドバイザリーボード会議(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 10 環境 安全衛生（人文社会科学部） 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 10 環境 監守計画･消防計画（人文社会科学部） 人文社会科学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄



平成30年度 A 管理一般 11 情報システム 情報セキュリティ(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関からの通知･照会･依頼･回答(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 調査･統計･報告(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知･照会･依頼･回答(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 00 総括 履歴事項の追加(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 00 総括 証明書交付願(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 勤務状況(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働命令簿(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 年次有給休暇簿(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 学外勤務届(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 振替休日･代休付与日指定簿(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 勤務時間報告書(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 02 出張 旅行命令簿(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 03 選考･選挙 過半数代表委員選挙(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 04 任免 教員公募(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 04 任免 任免(採用)(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 04 任免 研究員任用(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 04 任免 学内委員の推薦(委嘱)書(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 04 任免 模擬授業の講師依頼(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 04 任免 学内ワークスタディ(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 05 給与 期末･勤勉手当(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 05 給与 諸手当届(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 離職後5年 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 05 給与 大学院授業担当教員(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 05 給与 特別昇給(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 05 給与 法定外差引(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 06 服務･表彰 勤務評価(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務長室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 06 服務･表彰 兼業届(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 09 能力開発 サバティカル(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 07 福利 社会保険(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 09 能力開発 研修(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 01 予算 学部予算(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 01 予算 予算振替(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 預り金収支報告(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 会議費(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 05 支払 契約依頼(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 05 支払 アルバイト(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 05 支払 工事･修繕依頼(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 05 支払 謝金(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄



平成30年度 C 財務 05 支払 立替払請求(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 05 支払 ティーチングアシスタント(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 05 支払 非常勤講師旅費届出書(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 06 動産等 金券等受払簿(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 06 動産等 固定資産使用許可申請書(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 06 動産等 固定資産管理(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 一般入試(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 合格者判定資料(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 人文科学研究科入学試験問題･解答用紙(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 推薦入試(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 大学院入試答案(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 大学入試センター試験(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 入学試験採点票(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 入学試験出願書類(合格者)(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 入学試験出願書類(不合格者)(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 入学試験答案(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 入学試験問題･解答用紙(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 私費外国人留学生入試願書(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 大学院入試(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 大学院入試願書(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 転学部･転学科(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 インターンシップ(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 介護等体験(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 学生実地指導(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 教育実習(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 教育職員免許状一括申請(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 集中講義(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 証明書(人文社会科学部)卒業生 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 証明書(人文社会科学部)在学生 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 成績原簿(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 成績修正･登録申請書(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 成績報告書(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 専門科目の講義概要(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 専門科目の授業計画(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院学生便覧(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院教務(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院成績原簿(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 既修得単位認定(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院単位互換･既修得単位認定(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 追加(削除)履修登録申請書(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄



平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 定期試験･レポート追試験(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 博物館実習(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 履修ガイダンス(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 履修要項(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 教員免許状課程認定(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 定期試験答案(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 教員研究室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 定期試験問題(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 教員研究室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 レポート(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 教員研究室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 レポート試験問題(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 教員研究室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 03 学位 卒業研究題目申告表(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 03 学位 卒業論文(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 教員研究室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 03 学位 卒業･修了(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 03 学位 卒業論文審査結果(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿(現代社会学科)(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿(法律経済学科)(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿(人間文化学科)(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 04 学籍 学籍異動(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 04 学籍 学生住所届(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 04 学籍 人文社会科学研究科修了台帳(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 04 学籍 卒業生台帳(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 04 学籍 卒業判定(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿(大学院)(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 無期限 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 04 学籍 誓書(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 04 学籍 長期履修制度(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 科目等履修生(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 研究生(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 特別聴講学生(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 06 学生生活 教務関係通知及び掲示(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 06 学生生活 厚生補導(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 科学研究費補助金各種通知(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 科学研究費補助金研究計画調書(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 科学研究費補助金実績報告書(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 科学研究費補助金分担金(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 科学研究費補助金分担者証拠書類(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 科学研究費補助金交付申請書(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 寄附金(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 受託研究(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 03 研究者の受入･派遣 日本学術振興会(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 03 研究者の受入･派遣 外国人研究者(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄

平成30年度 H 教育･研究 00 総括 アイセンティケイト(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B棟文書庫 人文社会科学部事務長 廃棄



令和元年度 A 管理一般 00 総括 連携協定(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 30 2050/4/1 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 01 法令･規則 人文社会科学部規則(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 30 2050/4/1 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 01 法令･規則 法律政令省令(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 30 2050/4/1 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 01 法令･規則 設置計画履行状況調査(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 30 2050/4/1 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 学術委員会(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 学生委員会(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 拡大学部運営会議(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 学部運営会議(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 企画広報委員会(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 教育会議(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 30 2050/4/1 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 教授会(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 30 2050/4/1 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 教授会等開催(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 3 2023/4/1 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 教務委員会(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 研究科委員会(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 30 2050/4/1 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 国際交流委員会(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 国立大学法人１７大学人文系学部長会議(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 30 2050/4/1 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 社会科学領域会議(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 社会科学科会議(人文社会科学部) 人文社会科学部長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 社会科学専攻会議(人文社会科学部) 人文社会科学部長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 将来計画委員会(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 人事委員会(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 人文ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学領域会議(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 人文図書室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 人文ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科会議(人文社会科学部) 人文社会科学部長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 人文図書室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 文化科学専攻会議(人文社会科学部) 人文社会科学部長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 人文図書室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 現代社会学科会議(人文社会科学部) 人文社会科学部長 2020/4/1 5 2025/4/1 共有サーバ内 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 法律経済学科会議(人文社会科学部) 人文社会科学部長 2020/4/1 5 2025/4/1 共有サーバ内 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 人間文化学科会議(人文社会科学部) 人文社会科学部長 2020/4/1 5 2025/4/1 共有サーバ内 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 選挙管理委員会(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 大学院専門委員会(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 点検･評価委員会(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 入学試験企画委員会(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 入学試験実施委員会(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 予算施設委員会(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 人文社会科学部後援会(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 茨城の魅力を探求し発信する高校生コンテスト運営委員会(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 研究倫理委員会（人文社会科学部） 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 私有車使用(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 1 2021/4/1 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 鍵保管台帳(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 業務用自動車使用(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 1 2021/4/1 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 市民共創教育研究センター運営(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄



令和元年度 A 管理一般 04 運営 用務員作業日誌(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 3 2023/4/1 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 07 広報 オープンキャンパス(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 07 広報 人文社会科学部案内(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 08 文書 公印使用伺簿(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 08 文書 公印廃止届(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 30 2050/4/1 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 08 文書 法人文書(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 09 検査･監査 監査(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 09 検査･監査 アドバイザリーボード会議(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 10 環境 安全衛生（人文社会科学部） 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 10 環境 監守計画･消防計画（人文社会科学部） 人文社会科学部事務長 2020/4/1 10 2030/4/1 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 11 情報システム 情報セキュリティ(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関からの通知･照会･依頼･回答(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 調査･統計･報告(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知･照会･依頼･回答(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 00 総括 履歴事項の追加(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 3 2023/4/1 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 00 総括 証明書交付願(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 3 2023/4/1 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 勤務状況(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働命令簿(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 年次有給休暇簿(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 学外勤務届(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 振替休日･代休付与日指定簿(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 勤務時間報告書(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 02 出張 旅行命令簿(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 03 選考･選挙 過半数代表委員選挙(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 10 2030/4/1 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 04 任免 教員公募(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 30 2050/4/1 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 04 任免 任免(採用)(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 30 2050/4/1 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 30 2050/4/1 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 04 任免 研究員任用(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 30 2050/4/1 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 04 任免 学内委員の推薦(委嘱)書(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 04 任免 模擬授業の講師依頼(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 04 任免 学内ワークスタディ(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 05 給与 期末･勤勉手当(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 05 給与 諸手当届(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 離職後5年 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 05 給与 大学院授業担当教員(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 05 給与 特別昇給(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 30 2050/4/1 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 05 給与 法定外差引(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 06 服務･表彰 勤務評価(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 事務長室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 06 服務･表彰 兼業届(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 07 福利 社会保険(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄



令和元年度 B 教職員 07 福利 事故報告･労災申請（人文社会科学部） 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 09 能力開発 研修(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 3 2023/4/1 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 09 能力開発 サバティカル(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 01 予算 学部予算(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 01 予算 予算振替(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 預り金収支報告(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 会議費(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 05 支払 契約依頼(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 7 2027/4/1 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 05 支払 アルバイト(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 05 支払 工事･修繕依頼(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 05 支払 謝金(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 05 支払 立替払請求(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 05 支払 ティーチングアシスタント(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 05 支払 非常勤講師旅費届出書(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 06 動産等 金券等受払簿(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 06 動産等 固定資産使用許可申請書(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 06 動産等 固定資産管理(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 一般入試(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 10 2030/4/1 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 合格者判定資料(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 人文科学研究科入学試験問題･解答用紙(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 30 2050/4/1 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 推薦入試(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 10 2030/4/1 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 大学院入試答案(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 大学入試センター試験(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 入学試験採点票(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 入学試験出願書類(合格者)(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 10 2030/4/1 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 入学試験出願書類(不合格者)(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 入学試験答案(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 私費外国人留学生入試願書(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 10 2030/4/1 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 大学院入試(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 大学院入試願書(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 10 2030/4/1 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 転学部･転学科(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 インターンシップ(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 10 2030/4/1 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 介護等体験(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 10 2030/4/1 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 学生実地指導(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 教育実習(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 10 2030/4/1 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 教育職員免許状一括申請(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 30 2050/4/1 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 集中講義(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 証明書(人文社会科学部)卒業生 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 証明書(人文社会科学部)在学生 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 成績原簿(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 無期限 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄



令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 成績修正･登録申請書(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 成績報告書(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 専門科目の講義概要(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 無期限 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 専門科目の授業計画(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 無期限 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院学生便覧(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 無期限 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院教務(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院成績原簿(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 無期限 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 既修得単位認定(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 30 2050/4/1 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 追加(削除)履修登録申請書(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 定期試験･レポート追試験(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 成績評価に関する確認書(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 平成30年度後学期における成績不振等の学生(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 30 2050/4/1 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 令和元年度前学期における成績不振等の学生(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 30 2050/4/1 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 博物館実習(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 10 2030/4/1 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 履修ガイダンス(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 3 2023/4/1 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 履修要項(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 無期限 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 定期試験答案(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 教員研究室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 定期試験問題(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 教員研究室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 レポート(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 教員研究室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 レポート試験問題(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 教員研究室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 03 学位 卒業研究題目申告表(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 03 学位 卒業論文(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 教員研究室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 03 学位 卒業･修了(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 03 学位 卒業論文審査結果(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿(現代社会学科)(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 無期限 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿(法律経済学科)(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 無期限 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿(人間文化学科)(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 無期限 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 04 学籍 学籍異動(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 10 2030/4/1 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 04 学籍 人文社会科学研究科修了台帳(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 無期限 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 04 学籍 卒業生台帳(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 無期限 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 04 学籍 卒業判定(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 30 2050/4/1 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿(大学院)(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 無期限 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 04 学籍 誓書(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 10 2030/4/1 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 04 学籍 長期履修制度(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 10 2030/4/1 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 科目等履修生(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 10 2030/4/1 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 研究生(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 10 2030/4/1 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 特別聴講学生(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 10 2030/4/1 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 06 学生生活 教務関係通知及び掲示(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 3 2023/4/1 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 06 学生生活 厚生補導(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 07 学生支援 学生への合理的配慮(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 30 2050/4/1 紙 学務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄



令和元年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 科学研究費補助金各種通知(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 科学研究費補助金研究計画調書(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 科学研究費補助金実績報告書(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 科学研究費補助金分担金(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 科学研究費補助金 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 寄附金(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 受託研究(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 03 研究者の受入･派遣 日本学術振興会(人文社会科学部) 人文社会科学部事務長 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 総務グループ事務室 人文社会科学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 00 総括 入学式(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 00 総括 卒業式(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 00 総括 卒業式(附小) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 教員室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 00 総括 卒業式(附中) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 00 総括 卒業式(附幼) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 園長室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 00 総括 入学式(附小) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 教員室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 00 総括 入学式(附中) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 00 総括 入学式(附幼) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 園長室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 00 総括 卒業式(附小) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 教員室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 00 総括 卒業式(附幼) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 園長室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 00 総括 入学式(附小) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 教員室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 00 総括 入学式(附幼) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 園長室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 00 総括 卒業式(附小) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 教員室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 00 総括 卒業式(附幼) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 園長室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 00 総括 入学式(附小) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 教員室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 00 総括 入学式(附幼) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 園長室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 ４附属連絡協議会(附小) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 教員室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 ４附属連絡協議会(附中) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 会議(附幼) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 学生支援委員会(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 教育実習委員会(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 教育実習運営協議会(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 教員会議(附小) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 教務委員会(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 校務会(附中) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 専門委員会(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 入学者選抜方法研究委員会(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 入試実施委員会(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 ４附属連絡協議会(附小) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 教員室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 会議(附幼) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 教員会議(附小) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 ４附属連絡協議会(附小) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 教員室 教育学部事務長 廃棄



令和元年度 A 管理一般 03 会議 教員会議(附小) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 04 運営 教育学部事務連絡(附小･幼) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 04 運営 財産使用許可(附中) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 04 運営 財産使用許可(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 04 運営 自動車入構許可申請(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 私有車業務上使用(教育学部) 教育学部事務長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 私有車業務上使用(附小) 教育学部事務長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 私有車業務上使用(附幼) 教育学部事務長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 財産使用許可(教育学部) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 私有車登録申請書(附幼) 教育学部事務長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 私有車業務上使用(附小) 教育学部事務長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 06 評価 教職大学院認証評価 教育学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 06 評価 教職大学院認証評価 教育学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 10 環境 監守計画(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 10 環境 監守計画(附中) 教育学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 10 環境 消防計画(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 10 環境 消防設備点検(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 10 環境 監守計画(附小･附幼) 教育学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 10 環境 消防計画(附小･附幼) 教育学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 10 環境 消防計画(附中) 教育学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 10 環境 毒劇物受払簿(附小) 教育学部事務長 2017/4/1 常用 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 10 環境 毒劇物受払簿(附中) 教育学部事務長 2017/4/1 費消後10年 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 10 環境 監守計画(教育学部) 教育学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 10 環境 消防計画(教育学部) 教育学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 10 環境 消防設備点検(教育学部) 教育学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 10 環境 監守計画(附小･附幼) 教育学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 10 環境 消防計画(附小･附幼) 教育学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 10 環境 毒劇物受払簿(附小) 教育学部事務長 2018/4/1 常用 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 10 環境 監守計画(附小･附幼) 教育学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 10 環境 消防計画(附小･附幼) 教育学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 10 環境 毒劇物受払簿(附小) 教育学部事務長 2020/4/1 常用 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 教育学部事務連絡(附小･幼) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 教育学部事務連絡(附小･幼) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 00 総括 入学式･卒業式(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 00 総括 卒業式(支援) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 00 総括 入学式(支援) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 00 総括 学部･研究科設置準備 教育学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 00 総括 教育学部関係協定･覚書 教育学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 00 総括 学校行事（入学式･卒業式･運動会）(支援) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 職員室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 00 総括 卒業式（附中） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄



平成29年度 A 管理一般 00 総括 入学式（附中） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 00 総括 学部･研究科設置準備 教育学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 00 総括 教育学部協定･覚書 教育学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 00 総括 入学式･卒業式(教育学部) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 00 総括 卒業式（支援） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 00 総括 卒業式(附小) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 教員室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 00 総括 卒業式（附中） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 00 総括 卒業式(附幼) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 園長室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 00 総括 入学式（支援） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 00 総括 入学式(附小) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 教員室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 00 総括 入学式（附中） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 00 総括 入学式(附幼) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 園長室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 00 総括 教育学部協定･覚書 教育学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 00 総括 卒業式（支援） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 00 総括 卒業式（附中） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 00 総括 入学式（支援） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 00 総括 入学式（附中） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 00 総括 教育学部協定･覚書 教育学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 00 総括 学部･研究科設置準備 教育学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 00 総括 教育学部関係協定･覚書 教育学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 00 総括 入学式(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 00 総括 卒業式(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 00 総括 卒業式(支援) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 00 総括 卒業式(附小) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 00 総括 卒業式(附中) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 00 総括 卒業式(附幼) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 00 総括 入学式(支援) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 00 総括 入学式(附小) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 00 総括 入学式(附中) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 00 総括 入学式(附幼) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 00 総括 学部･研究科設置準備 教育学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 00 総括 教育学部関係協定･覚書 教育学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 01 法令･規則 教育学部規則(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 01 法令･規則 教育学部規則（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 01 法令･規則 教育学部規則（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 01 法令･規則 教育学部規則（教育学部） 教育学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 01 法令･規則 教育学部規則(教育学部) 教育学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 01 法令･規則 附属小学校規則(附小) 教育学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 01 法令･規則 附属中学校規則(附中) 教育学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 01 法令･規則 教育学部規則(教育学部) 教育学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄



平成24年度 A 管理一般 01 法令･規則 附属小学校規則(附小) 教育学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 01 法令･規則 附属中学校規則(附中) 教育学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 01 法令･規則 教育学部規則(教育学部) 教育学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 01 法令･規則 附属小学校規則(附小) 教育学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 01 法令･規則 附属中学校規則(附中) 教育学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 01 法令･規則 教育学部規則(教育学部) 教育学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 01 法令･規則 附属小学校規則(附小) 教育学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 01 法令･規則 附属中学校規則(附中) 教育学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 01 法令･規則 教育学部規則(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 ４附属連絡協議会(支援) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 茨城県教育委員会との連絡協議会 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 学部長会議(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 教育会議(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 研究倫理委員会(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 研究倫理委員会（教育学部） 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 実践センター会議 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 事務長会議(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 人事委員会(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 全学委員会(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 予算委員会(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 教授会(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 研究科委員会(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 ４附属連絡協議会（支援） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 職員室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 ４附属連絡協議会（附中） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 職員室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 茨城県教育委員会との連絡協議会 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 学部長会議（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 教育会議（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 研究倫理委員会（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 事務長会議（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 人事委員会（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 全学委員会（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 教務委員会（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 校務会（附中） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 職員室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 入学者選抜方法研究委員会（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 入試実施委員会（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 予算委員会(教育学部) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 教授会（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 研究科委員会（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 ４附属連絡協議会（支援） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 ４附属連絡協議会(附小) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 教員室 教育学部事務長 廃棄



平成30年度 A 管理一般 03 会議 ４附属連絡協議会（附中） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 職員室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 茨城県教育委員会との連絡協議会 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 茨城県の教員養成に関わる三大学連携協議会 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 会議(附幼) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 学部長会議（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 教育会議（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 研究倫理委員会（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 事務長会議（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 人事委員会（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 全学委員会（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 学生支援委員会(教育学部) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 教育実習委員会(教育学部) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 教育実習運営協議会(教育学部) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 教員会議(附小) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 教務委員会（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 校務会（附中） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 職員室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 専門委員会(教育学部) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 入学者選抜方法研究委員会（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 入試実施委員会（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 予算委員会(教育学部) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 教授会（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 研究科委員会（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 ４附属連絡協議会（支援） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 ４附属連絡協議会（附中） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 職員室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 茨城県教育委員会との連絡協議会 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 茨城県の教員養成に関わる三大学連携協議会 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 学部長会議（教育学部） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 教育会議（教育学部） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 研究倫理委員会（教育学部） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 事務長会議（教育学部） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 人事委員会（教育学部） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 全学委員会（教育学部） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 第三者委員会（教育学部） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 学生支援委員会(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 教育実習委員会(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 教育実習運営協議会(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 校務会（附中） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 職員室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 専門委員会(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 入学者選抜方法研究委員会(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 入試実施委員会(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄



令和元年度 A 管理一般 03 会議 予算委員会(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 教授会（教育学部） 教育学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 研究科委員会（教育学部） 教育学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 教務委員会(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 03 会議 教授会(教育学部) 教育学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 03 会議 研究科委員会(教育学部) 教育学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 03 会議 教授会(教育学部) 教育学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 03 会議 研究科委員会(教育学部) 教育学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 03 会議 教授会(教育学部) 教育学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 03 会議 研究科委員会(教育学部) 教育学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 03 会議 教授会(教育学部) 教育学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 03 会議 研究科委員会(教育学部) 教育学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 ４附属連絡協議会(支援) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 ４附属連絡協議会(附小) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 ４附属連絡協議会(附中) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 会議(附幼) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 学部長会議 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 研究倫理委員会(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 事務長会議 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 茨城県教育委員会との連絡協議会 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 学生支援委員会(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 教育会議(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 教育実習委員会(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 教育実習運営協議会(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 教員会議(附小) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 教務委員会(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 校務会(附中) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 実践センター運営委員会(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 人事委員会(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 専門委員会(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 全学委員会(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 入学者選抜方法研究委員会(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 入試実施委員会(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 予算委員会(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 教授会(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 研究科委員会(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 私有車業務上使用(教育学部) 教育学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 附属小学校放課後学級（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 私有車業務上使用(附小) 教育学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 私有車業務上使用(附幼) 教育学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄



平成30年度 A 管理一般 04 運営 学校臨床心理専攻臨床相談室（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 財産使用許可(教育学部) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 私有車業務上使用(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 附属小学校放課後学級（教育学部） 教育学部事務長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 学校臨床心理専攻臨床相談室（教育学部） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 財産使用許可(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 04 運営 学校臨床心理専攻臨床心理相談室(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 ｽｸｰﾙﾊﾞｽ添乗報告書（支援） 教育学部事務長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 セコム点検報告書（支援） 教育学部事務長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 附属小学校放課後学級(教育学部) 教育学部事務長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 業務用自動車運転者名簿(教育学部) 教育学部事務長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 業務用自動車運転日誌(教育学部) 教育学部事務長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 警備報告書（支援） 教育学部事務長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 合併浄化槽保守点検ｶｰﾄﾞ（支援） 教育学部事務長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 私有車業務上使用（附中） 教育学部事務長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 自家用電気工作物点検報告書（支援） 教育学部事務長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 用務員作業日誌（附中） 教育学部事務長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 用務員作業日誌（支援） 教育学部事務長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 学校臨床心理専攻臨床心理相談室(教育学部) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 財産使用許可（附中） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 自動車入構許可申請(教育学部) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 ｽｸｰﾙﾊﾞｽ添乗報告書（支援） 教育学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 セコム点検報告書（支援） 教育学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 業務用自動車運転者名簿(教育学部) 教育学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 業務用自動車運転日誌(教育学部) 教育学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 警備報告書（支援） 教育学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 合併浄化槽保守点検ｶｰﾄﾞ（支援） 教育学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 私有車業務上使用（支援） 教育学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 私有車業務上使用（附中） 教育学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 自家用電気工作物点検報告書（支援） 教育学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 用務員作業日誌（附中） 教育学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 用務員作業日誌（支援） 教育学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 財産使用許可（附中） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 自動車入構許可申請(教育学部) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 ｽｸｰﾙﾊﾞｽ添乗報告書（支援） 教育学部事務長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 セコム点検報告書（支援） 教育学部事務長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 業務用自動車運転者名簿(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 警備報告書（支援） 教育学部事務長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 合併浄化槽保守点検ｶｰﾄﾞ（支援） 教育学部事務長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 私有車業務上使用（支援） 教育学部事務長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄



令和元年度 A 管理一般 04 運営 私有車業務上使用（附中） 教育学部事務長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 自家用電気工作物点検報告書（支援） 教育学部事務長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 用務員作業日誌（附中） 教育学部事務長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 用務員作業日誌（支援） 教育学部事務長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 財産使用許可（附中） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 自動車入構許可申請(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 04 運営 財産使用許可(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 04 運営 自動車入構許可申請(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 06 評価 教職大学院認証評価 教育学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 06 評価 教職大学院認証評価 教育学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 07 広報 ＨＰ更新(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 07 広報 オープンキャンパス(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 07 広報 入試広報(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 07 広報 大学院等入試広報(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 07 広報 教育学部案内作成(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 07 広報 学校要覧(附小) 教育学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 07 広報 学校要覧(附中) 教育学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 07 広報 学校要覧(附幼) 教育学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 07 広報 教育学部案内(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 07 広報 オープンキャンパス（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 07 広報 入試広報（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 07 広報 教育学部案内作成（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 07 広報 学校要覧(附小) 教育学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 07 広報 学校要覧(附幼) 教育学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 07 広報 教育学部案内（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 07 広報 オープンキャンパス（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 07 広報 大学院等入試広報(教育学部) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 07 広報 入試広報（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 07 広報 教育学部案内作成（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 07 広報 学校要覧(附小) 教育学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 07 広報 学校要覧（附中） 教育学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 07 広報 学校要覧(附幼) 教育学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 07 広報 教育学部案内（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 07 広報 オープンキャンパス(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 07 広報 大学院等入試広報(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 07 広報 入試広報(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 07 広報 教育学部案内作成(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 07 広報 教育学部案内(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 07 広報 学校要覧(附小) 教育学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 07 広報 学校要覧(附幼) 教育学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄



平成23年度 A 管理一般 07 広報 教育学部案内作成(教育学部) 教育学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 07 広報 学校要覧(支援) 教育学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 07 広報 学校要覧(附小) 教育学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 07 広報 学校要覧(附中) 教育学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 07 広報 学校要覧(附幼) 教育学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 07 広報 教育学部案内(教育学部) 教育学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 07 広報 学生便覧(教育学部) 教育学部事務長 2012/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 07 広報 教育学部案内作成(教育学部) 教育学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 07 広報 学校要覧(支援) 教育学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 07 広報 学校要覧(附小) 教育学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 07 広報 学校要覧(附中) 教育学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 07 広報 学校要覧(附幼) 教育学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 07 広報 教育学部案内(教育学部) 教育学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 07 広報 学生便覧(教育学部) 教育学部事務長 2013/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 07 広報 教育学部案内作成(教育学部) 教育学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 07 広報 学校要覧(支援) 教育学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 07 広報 学校要覧(附小) 教育学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 07 広報 学校要覧(附中) 教育学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 07 広報 学校要覧(附幼) 教育学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 07 広報 教育学部案内(教育学部) 教育学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 07 広報 学生便覧(教育学部) 教育学部事務長 2014/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 07 広報 教育学部案内作成(教育学部) 教育学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 07 広報 学校要覧(支援) 教育学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 07 広報 学校要覧(附小) 教育学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 07 広報 学校要覧(附中) 教育学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 07 広報 学校要覧(附幼) 教育学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 07 広報 教育学部案内(教育学部) 教育学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 07 広報 学生便覧(教育学部) 教育学部事務長 2015/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 07 広報 オープンキャンパス(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 07 広報 大学院等入試広報(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 07 広報 入試広報(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 07 広報 教育学部案内作成(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 07 広報 学校要覧(支援) 教育学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 07 広報 学校要覧(附小) 教育学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 07 広報 学校要覧(附中) 教育学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 07 広報 学校要覧(附幼) 教育学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 07 広報 教育学部案内(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 07 広報 学校要覧(支援) 教育学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 07 広報 学校要覧（支援） 教育学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 07 広報 学校要覧（附中） 教育学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄



平成30年度 A 管理一般 07 広報 学校要覧（支援） 教育学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 07 広報 学校要覧（支援） 教育学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 07 広報 学校要覧（附中） 教育学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 08 文書 教育学部法人文書管理 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 08 文書 公印使用簿(支援) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 08 文書 公印使用簿(附中) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 08 文書 公印使用簿(附小) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 08 文書 公印使用簿(附幼) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 08 文書 郵便物等発送伝票(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 08 文書 郵便物等発送伝票(支援) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 08 文書 郵便物等発送伝票(附小) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 08 文書 郵便物等発送伝票(附中) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 08 文書 郵便物等発送伝票(附幼) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 08 文書 公印作成申請･届出 教育学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 08 文書 教育学部法人文書管理 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 08 文書 公印使用簿（支援） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 08 文書 公印使用簿（附中） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 08 文書 公印使用簿(附小) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 08 文書 公印使用簿(附幼) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 08 文書 郵便物等発送伝票(教育学部) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 08 文書 郵便物等発送伝票（支援） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 08 文書 郵便物等発送伝票(附小) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 08 文書 郵便物等発送伝票（附中） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 08 文書 郵便物等発送伝票(附幼) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 08 文書 教育学部法人文書管理 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 08 文書 公印使用簿（支援） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 08 文書 公印使用簿（附中） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 08 文書 郵便物等発送伝票(教育学部) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 08 文書 郵便物等発送伝票（支援） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 08 文書 郵便物等発送伝票(附小) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 08 文書 郵便物等発送伝票（附中） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 08 文書 郵便物等発送伝票(附幼) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 08 文書 公印使用簿(教育学部) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 08 文書 教育学部法人文書管理 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 08 文書 公印使用簿(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 08 文書 公印使用簿（支援） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 08 文書 公印使用簿（附中） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 08 文書 郵便物等発送伝票(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 08 文書 郵便物等発送伝票（支援） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 08 文書 郵便物等発送伝票（附中） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄



令和元年度 A 管理一般 08 文書 郵便物等発送伝票(附小) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 08 文書 郵便物等発送伝票(附幼) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 08 文書 公印作成申請･届出 教育学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 08 文書 教育学部法人文書管理 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 08 文書 公印使用簿(支援) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 08 文書 公印使用簿(附中) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 08 文書 公印使用簿(附小) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 08 文書 公印使用簿(附幼) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 08 文書 郵便物等発送伝票(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 08 文書 郵便物等発送伝票(支援) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 08 文書 郵便物等発送伝票(附小) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 08 文書 郵便物等発送伝票(附中) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 08 文書 郵便物等発送伝票(附幼) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 08 文書 公印作成申請･届出 教育学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 09 検査･監査 学外監査(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 09 検査･監査 学内監査(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 09 検査･監査 監査(附小･幼) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 09 検査･監査 学内監査（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 09 検査･監査 監査(附小･幼) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 09 検査･監査 学外監査（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 09 検査･監査 学内監査（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 09 検査･監査 監査(附小･幼) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 09 検査･監査 学外監査（教育学部） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 09 検査･監査 学内監査（教育学部） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 09 検査･監査 監査(附小･幼) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 09 検査･監査 学内監査(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 09 検査･監査 監査(附小･幼) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 10 環境 健康管理（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 10 環境 健康管理（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 10 環境 監守計画(教育学部) 教育学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 10 環境 消防計画(教育学部) 教育学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 10 環境 消防設備点検(教育学部) 教育学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 10 環境 監守計画(附小･附幼) 教育学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 10 環境 消防計画(附小･附幼) 教育学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 10 環境 毒劇物受払簿(附小) 教育学部事務長 2019/4/1 常用 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 10 環境 健康管理（教育学部） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 10 環境 監守計画(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 10 環境 消防計画(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 10 環境 安全衛生(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 10 環境 事故報告(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄



平成28年度 A 管理一般 10 環境 健康管理(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 10 環境 監守計画(支援) 教育学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 10 環境 消防計画(支援) 教育学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 10 環境 毒劇物受払簿(支援) 教育学部事務長 2017/4/1 費消後10年 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 10 環境 安全衛生(教育学部) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 10 環境 事故報告（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 10 環境 監守計画（附中） 教育学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 10 環境 監守計画（支援） 教育学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 10 環境 消防計画（附中） 教育学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 10 環境 毒劇物受払簿（附中） 教育学部事務長 2018/4/1 常用 紙 職員室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 10 環境 安全衛生(教育学部) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 10 環境 安全衛生(教育学部) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 10 環境 事故報告（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 10 環境 監守計画（附中） 教育学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 10 環境 監守計画（支援） 教育学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 10 環境 消防計画（支援） 教育学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 10 環境 消防計画（附中） 教育学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 10 環境 毒劇物受払簿（支援） 教育学部事務長 2019/4/1 常用 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 10 環境 毒劇物受払簿（附中） 教育学部事務長 2019/4/1 常用 紙 職員室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 10 環境 安全衛生(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 10 環境 事故報告（教育学部） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 10 環境 監守計画（附中） 教育学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 10 環境 監守計画（支援） 教育学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 10 環境 消防計画（支援） 教育学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 10 環境 消防計画（附中） 教育学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 10 環境 毒劇物受払簿（支援） 教育学部事務長 2020/4/1 常用 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 10 環境 毒劇物受払簿（附中） 教育学部事務長 2020/4/1 常用 紙 職員室 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 10 環境 監守計画(教育学部) 教育学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 10 環境 監守計画(支援) 教育学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 10 環境 監守計画(附小･附幼) 教育学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 10 環境 監守計画(附中) 教育学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 10 環境 消防計画(教育学部) 教育学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 10 環境 消防計画(支援) 教育学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 10 環境 消防計画(附小･附幼) 教育学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 10 環境 消防計画(附中) 教育学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 10 環境 消防設備点検(教育学部) 教育学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 10 環境 防火管理者選任(解任)届出書(教育学部) 教育学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 10 環境 健康管理(附小･幼) 教育学部事務長 2012/4/1 本人離職後5年 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 10 環境 監守計画(教育学部) 教育学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 10 環境 監守計画(支援) 教育学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄



平成24年度 A 管理一般 10 環境 監守計画(附小･附幼) 教育学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 10 環境 監守計画(附中) 教育学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 10 環境 消防計画(教育学部) 教育学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 10 環境 消防計画(支援) 教育学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 10 環境 消防計画(附小･附幼) 教育学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 10 環境 消防計画(附中) 教育学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 10 環境 消防設備点検(教育学部) 教育学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 10 環境 防火管理者選任(解任)届出書(教育学部) 教育学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 10 環境 健康管理(附小･幼) 教育学部事務長 2013/4/1 本人離職後5年 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 10 環境 毒劇物受払簿(支援) 教育学部事務長 2013/4/1 費消後10年 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 10 環境 毒劇物受払簿(附小) 教育学部事務長 2013/4/1 費消後10年 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 10 環境 毒劇物受払簿(附中) 教育学部事務長 2013/4/1 費消後10年 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 10 環境 監守計画(教育学部) 教育学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 10 環境 監守計画(支援) 教育学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 10 環境 監守計画(附小･附幼) 教育学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 10 環境 監守計画(附中) 教育学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 10 環境 消防計画(教育学部) 教育学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 10 環境 消防計画(支援) 教育学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 10 環境 消防計画(附小･附幼) 教育学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 10 環境 消防計画(附中) 教育学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 10 環境 消防設備点検(教育学部) 教育学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 10 環境 防火管理者選任(解任)届出書(教育学部) 教育学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 10 環境 健康管理(附小･幼) 教育学部事務長 2014/4/1 本人離職後5年 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 10 環境 毒劇物受払簿(支援) 教育学部事務長 2014/4/1 費消後10年 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 10 環境 毒劇物受払簿(附小) 教育学部事務長 2014/4/1 費消後10年 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 10 環境 毒劇物受払簿(附中) 教育学部事務長 2014/4/1 費消後10年 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 10 環境 監守計画(教育学部) 教育学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 10 環境 監守計画(支援) 教育学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 10 環境 監守計画(附小･附幼) 教育学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 10 環境 監守計画(附中) 教育学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 10 環境 消防計画(教育学部) 教育学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 10 環境 消防計画(支援) 教育学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 10 環境 消防計画(附小･附幼) 教育学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 10 環境 消防計画(附中) 教育学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 10 環境 消防設備点検(教育学部) 教育学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 10 環境 防火管理者選任(解任)届出書(教育学部) 教育学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 10 環境 健康管理(附小･幼) 教育学部事務長 2015/4/1 本人離職後5年 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 10 環境 安全衛生(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 10 環境 事故報告(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2026/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 10 環境 健康管理(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄



平成27年度 A 管理一般 10 環境 監守計画(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 10 環境 監守計画(支援) 教育学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 10 環境 監守計画(附小･附幼) 教育学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 10 環境 監守計画(附中) 教育学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 10 環境 消防計画(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 10 環境 消防計画(支援) 教育学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 10 環境 消防計画(附小･附幼) 教育学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 10 環境 消防計画(附中) 教育学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 10 環境 消防設備点検(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 他機関(その他)からの通知･照会･回答(教育学部)－附属学校園－ 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 毎月勤労統計調査 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 他機関(その他)からの通知･依頼･照会･回答(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 他機関(その他)からの通知･依頼･照会･回答(附小) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 他機関(その他)からの通知･依頼･照会･回答(附幼) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 他機関(日本教育大学協会)からの通知･依頼･照会･回答(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 他機関(日本教職大学院協会)からの通知･依頼･照会･回答(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 他機関(茨城県)からの通知･依頼･照会･回答(附幼) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 他機関(茨城県)からの通知･依頼･照会･回答(附小) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 他機関(水戸市)からの通知･依頼･照会･回答(附小) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 他機関(水戸市)からの通知･依頼･照会･回答(附幼) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 他機関からの通知･依頼･照会･回答(茨城県･水戸市･その他の機関)(附中) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 調査(附小･幼) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 調査･統計･報告(教育学部)－国際交流状況調査－ 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 調査･統計･報告(教育学部学務) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 調査･統計･報告(教育学部総務) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 調査･統計･報告(支援) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 附属学校調査 教育学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 附属学校調査 教育学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知･照会（附中） 教育学部事務長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関からの通知･依頼･照会･回答(茨城県･水戸市･その他の機関)(附中) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 附属学校調査 教育学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知･照会(附幼) 教育学部事務長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知･照会(附小) 教育学部事務長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関(その他)からの通知･依頼･照会･回答(附小) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関(その他)からの通知･依頼･照会･回答(附幼) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関(茨城県)からの通知･依頼･照会･回答(附幼) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関(茨城県)からの通知･依頼･照会･回答(附小) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関(水戸市)からの通知･依頼･照会･回答(附小) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関(水戸市)からの通知･依頼･照会･回答(附幼) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 調査(附小･幼) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄



平成27年度 A 管理一般 12 統計 他機関(その他)からの通知･照会･回答(教育学部)－附属学校園－ 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 毎月勤労統計調査 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 他機関(その他)からの通知･依頼･照会･回答(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 他機関(その他)からの通知･依頼･照会･回答(附小) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 他機関(その他)からの通知･依頼･照会･回答(附幼) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 他機関(日本教育大学協会)からの通知･依頼･照会･回答(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 他機関(茨城県)からの通知･依頼･照会･回答(附小) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 他機関(茨城県)からの通知･依頼･照会･回答(附幼) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 他機関(水戸市)からの通知･依頼･照会･回答(附小) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 他機関(水戸市)からの通知･依頼･照会･回答(附幼) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 他機関からの通知･依頼･照会･回答(茨城県･水戸市･その他の機関)(附中) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 調査(附小･幼) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 調査･統計･報告(教育学部)－国際交流状況調査－ 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 調査･統計･報告(教育学部学務) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 調査･統計･報告(教育学部総務) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 調査･統計･報告(支援) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 調査･統計･報告(教育学部学務) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知･照会（附中） 教育学部事務長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知･照会（教育学部総務） 教育学部事務長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知･照会（支援） 教育学部事務長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知･照会(附幼) 教育学部事務長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知･照会(附小) 教育学部事務長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 労働時間数等調査（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関（その他）からの通知･依頼･照会･回答（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関(その他)からの通知･依頼･照会･回答(附小) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関(その他)からの通知･依頼･照会･回答(附幼) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関（日本教育大学協会）からの通知･依頼･照会･回答（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関（日本教職大学院協会）からの通知･依頼･照会･回答（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関(茨城県)からの通知･依頼･照会･回答(附幼) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関(茨城県)からの通知･依頼･照会･回答(附小) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関(水戸市)からの通知･依頼･照会･回答(附小) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関(水戸市)からの通知･依頼･照会･回答(附幼) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関からの通知･依頼･照会･回答（茨城県･水戸市･その他の機関）（附中） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 調査(附小･幼) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 調査･統計･報告(教育学部)－国際交流状況調査－ 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 調査･統計･報告（教育学部学務） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 調査･統計･報告（教育学部総務） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 調査･統計･報告（支援） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知･照会（教育学部総務） 教育学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知･照会（附中） 教育学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄



平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知･照会（支援） 教育学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知･照会(附幼) 教育学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知･照会(附小) 教育学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 教育学部事務連絡(附小･幼) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 調査･統計･報告（教育学部総務） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 労働時間数等調査（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関（その他）からの通知･依頼･照会･回答（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関(その他)からの通知･依頼･照会･回答(附小) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関(その他)からの通知･依頼･照会･回答(附幼) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関（日本教育大学協会）からの通知･依頼･照会･回答（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関（日本教職大学院協会）からの通知･依頼･照会･回答（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関(茨城県)からの通知･依頼･照会･回答(附幼) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関(茨城県)からの通知･依頼･照会･回答(附小) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関(水戸市)からの通知･依頼･照会･回答(附小) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関(水戸市)からの通知･依頼･照会･回答(附幼) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関からの通知･依頼･照会･回答（茨城県･水戸市･その他の機関）（附中） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 調査(附小･幼) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 調査･統計･報告(教育学部)－国際交流状況調査－ 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 調査･統計･報告（教育学部学務） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 調査･統計･報告（支援） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知･照会（教育学部総務） 教育学部事務長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知･照会（支援） 教育学部事務長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 調査･統計･報告（教育学部総務） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 労働時間数等調査（教育学部） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関（その他）からの通知･依頼･照会･回答（教育学部） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関（日本教育大学協会）からの通知･依頼･照会･回答（教育学部） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関（日本教職大学院協会）からの通知･依頼･照会･回答（教育学部） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 調査･統計･報告(教育学部)－国際交流状況調査－ 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 調査･統計･報告（支援） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 00 総括 人事証明願（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 00 総括 履歴事項追記変更願（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 勤務状況（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 勤務予定表（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 02 出張 旅行命令簿(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 02 出張 旅費(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 02 出張 各種研修･発表会等推薦者等(附小･幼) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 02 出張 旅行命令簿(教育学部)－附属幼稚園－ 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 02 出張 旅行命令簿(教育学部)－附属小学校－ 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 02 出張 旅行命令簿(教育学部)－附属中学校－ 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 02 出張 旅行命令簿(教育学部)－附属特別支援学校－ 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄



平成29年度 B 教職員 02 出張 旅行命令簿(教育学部) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 02 出張 旅費(教育学部) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 04 任免 ＴＡ（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 04 任免 教員資格審査（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 04 任免 大学院担当資格審査（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 04 任免 任免（教員採用･退職）（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 04 任免 任免（教員採用･退職）（附属学校園） 教育学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 04 任免 任免（教員昇進）（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 04 任免 任免（職務付加）（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 04 任免 任免（特任教員）（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 04 任免 任免（附属学校園職務付加･附属学校園評議員）教育学部 教育学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師（附属学校園） 教育学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 04 任免 非常勤職員（有期雇用職員、パートタイム職員）（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 04 任免 非常勤相談員（臨床心理相談室）（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 05 給与 期末･勤勉手当（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 05 給与 諸手当現況届（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 05 給与 大学院手当（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 05 給与 特別昇給（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 05 給与 謝金(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 05 給与 賃金(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 05 給与 期末･勤勉手当(附小･幼) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 05 給与 期末･勤勉手当(附中) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 05 給与 謝金(教育学部)－附属－ 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 05 給与 謝金(附小) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 05 給与 謝金(附中) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 05 給与 謝金(附幼) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 05 給与 特別昇給(附小) 教育学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 05 給与 特別昇給(附中) 教育学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 05 給与 特別昇給(附幼) 教育学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 05 給与 諸手当現況届(附小) 教育学部事務長 2017/4/1 本人離職後5年 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 05 給与 諸手当現況届(附中) 教育学部事務長 2017/4/1 本人離職後5年 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 05 給与 諸手当現況届(附幼) 教育学部事務長 2017/4/1 本人離職後5年 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 05 給与 謝金(教育学部) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 05 給与 賃金(教育学部) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 05 給与 期末･勤勉手当(附小･幼) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 05 給与 謝金(附小) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 05 給与 謝金(附幼) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 05 給与 諸手当現況届(附小) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 05 給与 諸手当現況届(附幼) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄



平成29年度 B 教職員 05 給与 特別昇給(附小) 教育学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 05 給与 特別昇給(附幼) 教育学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 05 給与 期末･勤勉手当(附小･幼) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 05 給与 謝金(附小) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 05 給与 謝金(附幼) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 05 給与 諸手当現況届(附小) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 05 給与 諸手当現況届(附幼) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 05 給与 特別昇給(附小) 教育学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 05 給与 特別昇給(附幼) 教育学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 06 服務･表彰 兼業報告（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 06 服務･表彰 兼業申請書（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 06 服務･表彰 表彰（附属学校園） 教育学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 06 服務･表彰 兼業報告(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 06 服務･表彰 兼業申請書(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 06 服務･表彰 兼業申請書(附中) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 07 福利 文部科学省共済組合手続 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 07 福利 労働者災害補償保険 教育学部事務長 2018/4/1 完結後5年 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 09 能力開発 サバティカル（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 09 能力開発 各種研修･発表会等推薦者等(附小･幼) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 09 能力開発 各種研修･発表会等推薦者等(附小･幼) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 00 総括 証明書交付願（附中） 教育学部事務長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 00 総括 履歴事項追記変更願（附中） 教育学部事務長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 00 総括 証明書交付願（附中） 教育学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 00 総括 人事証明願（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 00 総括 履歴事項追記変更願（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 00 総括 身分証明書発行台帳（支援） 教育学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 00 総括 履歴事項追記変更願（支援） 教育学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 00 総括 履歴事項追記変更願（附中） 教育学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 00 総括 証明書交付願（附中） 教育学部事務長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 00 総括 人事証明願（教育学部） 教育学部事務長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 00 総括 履歴事項追記変更願（教育学部） 教育学部事務長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 00 総括 身分証明書発行台帳（支援） 教育学部事務長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 00 総括 履歴事項追記変更願（支援） 教育学部事務長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 00 総括 履歴事項追記変更願（附中） 教育学部事務長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 学外勤務承認申請書(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 勤務状況(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 勤務状況(附中) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 勤務予定表(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働･休日労働一覧表(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働命令簿(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄



平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 シフト勤務割振表(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 シフト勤務割振表(支援) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 勤務時間報告書(附小･附幼) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 勤務状況(支援) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 勤務状況(附小) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働命令簿(支援) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働命令簿(附小･附幼) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働命令簿(附中) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿(支援) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿(附小) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿(附中) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿(附幼) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 振替休日･代休付与日指定簿(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 振替休日･代休付与日指定簿(附中) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 振替休日･代休付与日指定簿(附幼) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 振替休日･代休付与日指定簿(支援) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 年次有給休暇簿(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 年次休暇簿(附中) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 年次有給休暇簿(支援) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 年次有給休暇簿(附小) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 年次有給休暇簿(附幼) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 学外勤務承認申請書(教育学部) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 勤務状況（附中） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働･休日労働一覧表（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働命令簿（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 シフト勤務割振表（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 振替休日･代休付与日指定簿(教育学部) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 勤務時間報告書(附小･附幼) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 勤務状況（支援） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 勤務状況(附小) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働命令簿（支援） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働命令簿(附小･附幼) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働命令簿（附中） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿(教育学部) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿（支援） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿(附小) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿（附中） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿(附幼) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 振替休日･代休付与日指定簿（附中） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄



平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 振替休日･代休付与日指定簿(附幼) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 振替休日･代休付与日指定簿（支援） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 年次有給休暇簿（附中） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 年次有給休暇簿(教育学部) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 年次有給休暇簿（支援） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 年次有給休暇簿(附小) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 年次有給休暇簿(附幼) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 学外勤務承認申請書(教育学部) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 勤務状況（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 勤務状況（附中） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 勤務予定表（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働命令簿（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 シフト勤務割振表（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 シフト勤務割振表（支援） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 振替休日･代休付与日指定簿(教育学部) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 勤務時間報告書(附小･附幼) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 勤務状況（支援） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 勤務状況(附小) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働命令簿（支援） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働命令簿(附小･附幼) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働命令簿（附中） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿(教育学部) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿（支援） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿(附小) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿（附中） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿(附幼) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 振替休日･代休付与日指定簿（附中） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 振替休日･代休付与日指定簿(附幼) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 振替休日･代休付与日指定簿（支援） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 年次休暇簿（附中） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 年次有給休暇簿(教育学部) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 年次有給休暇簿（支援） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 年次有給休暇簿(附小) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 年次有給休暇簿(附幼) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 学外勤務承認申請書（教育学部） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 勤務開始･終了時刻記録簿（教育学部） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 勤務状況（教育学部） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 勤務状況（附中） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 勤務予定表（教育学部） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働命令簿（教育学部） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄



令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 シフト勤務割振表（教育学部） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 シフト勤務割振表（支援） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 振替休日･代休付与日指定簿（教育学部） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 労使協定（教育学部） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 勤務状況（支援） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働命令簿（支援） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働命令簿（附中） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿（教育学部） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿（支援） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿（附中） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 振替休日･代休付与日指定簿（附中） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 振替休日･代休付与日指定簿（支援） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 年次休暇簿（附中） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 年次有給休暇簿（教育学部） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 年次有給休暇簿（支援） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 勤務時間報告書(附小･附幼) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 勤務状況(附小) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働命令簿(附小･附幼) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿(附小) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿(附幼) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 振替休日･代休付与日指定簿(附幼) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 年次有給休暇簿(附小) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 年次有給休暇簿(附幼) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 学外勤務承認申請書(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 休暇･休業(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 勤務時間報告書(附小･附幼) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 勤務状況(附中) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 シフト勤務割振表(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 シフト勤務割振表(支援) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 勤務状況(支援) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 勤務状況(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 勤務状況(附小) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 勤務予定表(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働･休日労働一覧表(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働命令簿(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働命令簿(支援) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働命令簿(附小) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働命令簿(附中) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿(支援) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄



平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿(附小) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿(附中) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿(附幼) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 振替休日･代休付与日指定簿(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 振替休日･代休付与日指定簿(附中) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 振替休日･代休付与日指定簿(附幼) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 振替休日･代休付与日指定簿(支援) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 年次有給休暇簿(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 年次有給休暇簿(支援) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 年次有給休暇簿(附小) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 年次有給休暇簿(附中) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 年次有給休暇簿(附幼) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 02 出張 旅行命令簿(教育学部) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 02 出張 旅費(教育学部) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 02 出張 旅行命令簿(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 02 出張 旅費(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 02 出張 各種研修･発表会等推薦者等(附小･幼) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 02 出張 旅行命令簿(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 02 出張 旅行命令簿(教育学部)－附属幼稚園－ 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 02 出張 旅行命令簿(教育学部)－附属小学校－ 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 02 出張 旅行命令簿(教育学部)－附属中学校－ 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 02 出張 旅行命令簿(教育学部)－附属特別支援学校－ 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 02 出張 旅費(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 03 選考･選挙 学部長選挙(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 03 選考･選挙 学部長選挙（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 B 教職員 03 選考･選挙 客員教授(教育学部) 教育学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 B 教職員 03 選考･選挙 客員教授(教育学部) 教育学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 B 教職員 03 選考･選挙 客員教授(教育学部) 教育学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 B 教職員 03 選考･選挙 客員教授(教育学部) 教育学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 03 選考･選挙 客員教授(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 04 任免 非常勤職員（有期雇用･パートタイム職員（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 04 任免 ＴＡ（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 04 任免 教員資格審査（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 04 任免 大学院担当資格審査（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 04 任免 任免（教員採用･退職）（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 04 任免 任免（教員採用･退職）（附属学校園） 教育学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 04 任免 任免（教員昇進）（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 04 任免 任免（職務付加）（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 04 任免 任免（職務付加･附属学校評議員）（附属学校園） 教育学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 04 任免 任免（特任教員）（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄



平成30年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師（附属学校園） 教育学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 04 任免 非常勤相談員（臨床心理相談室）（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 04 任免 非常勤職員（有期雇用･パートタイム職員（教育学部） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 04 任免 ＴＡ（教育学部） 教育学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 04 任免 教員資格審査（教育学部） 教育学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 04 任免 大学院担当資格審査（教育学部） 教育学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 04 任免 任免（教員採用･退職）（教育学部） 教育学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 04 任免 任免（教員採用･退職）（附属学校園） 教育学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 04 任免 任免（教員昇進）（教育学部） 教育学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 04 任免 任免（職務付加）（教育学部） 教育学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 04 任免 任免（職務付加･附属学校評議員）（附属学校園） 教育学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 04 任免 任免（特任教員）（教育学部） 教育学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師（教育学部） 教育学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師（附属学校園） 教育学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 04 任免 非常勤相談員（臨床心理相談室）（教育学部） 教育学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 B 教職員 04 任免 ＴＡ(教育学部) 教育学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 B 教職員 04 任免 教員公募(教育学部) 教育学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 B 教職員 04 任免 教員任用(教育学部) 教育学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 B 教職員 04 任免 実地指導講師(教育学部) 教育学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 B 教職員 04 任免 任免(教員採用･退職)(教育学部) 教育学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 B 教職員 04 任免 任免(教員採用･退職)(附属学校園) 教育学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 B 教職員 04 任免 任免(教員昇進)(教育学部) 教育学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 B 教職員 04 任免 任免(職務付加)(教育学部) 教育学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 B 教職員 04 任免 任免(職務付加･附属学園評議員)(附属学校園) 教育学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 B 教職員 04 任免 任免(特任教員)(教育学部) 教育学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師(教育学部) 教育学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師(附属学校園) 教育学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 B 教職員 04 任免 非常勤職員(有期雇用職員、パートタイム職員)(教育学部) 教育学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 B 教職員 04 任免 非常勤相談員･附属教育実践総合センター(教育学部) 教育学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 B 教職員 04 任免 ＴＡ(教育学部) 教育学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 B 教職員 04 任免 教員公募(教育学部) 教育学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 B 教職員 04 任免 教員任用(教育学部) 教育学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 B 教職員 04 任免 実地指導講師(教育学部) 教育学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 B 教職員 04 任免 任免(教員採用･退職)(教育学部) 教育学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 B 教職員 04 任免 任免(教員採用･退職)(附属学校園) 教育学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 B 教職員 04 任免 任免(教員昇進)(教育学部) 教育学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 B 教職員 04 任免 任免(職務付加)(教育学部) 教育学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 B 教職員 04 任免 任免(職務付加･附属学園評議員)(附属学校園) 教育学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 B 教職員 04 任免 任免(特任教員)(教育学部) 教育学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄



平成24年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師(教育学部) 教育学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師(附属学校園) 教育学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 B 教職員 04 任免 非常勤職員(有期雇用職員、パートタイム職員)(教育学部) 教育学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 B 教職員 04 任免 非常勤相談員･附属教育実践総合センター(教育学部) 教育学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 B 教職員 04 任免 ＴＡ(教育学部) 教育学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 B 教職員 04 任免 教員公募(教育学部) 教育学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 B 教職員 04 任免 実地指導講師(教育学部) 教育学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 B 教職員 04 任免 任免(教員採用･退職)(教育学部) 教育学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 B 教職員 04 任免 任免(教員採用･退職)(附属学校園) 教育学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 B 教職員 04 任免 任免(教員昇進)(教育学部) 教育学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 B 教職員 04 任免 任免(職務付加)(教育学部) 教育学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 B 教職員 04 任免 任免(職務付加･附属学園評議員)(附属学校園) 教育学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 B 教職員 04 任免 任免(特任教員)(教育学部) 教育学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師(教育学部) 教育学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師(附属学校園) 教育学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 B 教職員 04 任免 非常勤職員(有期雇用職員、パートタイム職員)(教育学部) 教育学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 B 教職員 04 任免 非常勤相談員･附属教育実践総合センター(教育学部) 教育学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 B 教職員 04 任免 ＴＡ(教育学部) 教育学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 B 教職員 04 任免 教員公募(教育学部) 教育学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 B 教職員 04 任免 教員資格審査(教育学部) 教育学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 B 教職員 04 任免 大学院担当資格審査(教育学部) 教育学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 B 教職員 04 任免 任免(教員採用･退職)(教育学部) 教育学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 B 教職員 04 任免 任免(教員採用･退職)(附属学校園) 教育学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 B 教職員 04 任免 任免(教員昇進)(教育学部) 教育学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 B 教職員 04 任免 任免(職務付加)(教育学部) 教育学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 B 教職員 04 任免 任免(職務付加･附属学園評議員)(附属学校園) 教育学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 B 教職員 04 任免 任免(特任教員)(教育学部) 教育学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師(教育学部) 教育学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師(附属学園) 教育学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 B 教職員 04 任免 非常勤職員(有期雇用職員、パートタイム職員)(教育学部) 教育学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 B 教職員 04 任免 非常勤相談員(臨床心理相談室)(教育学部) 教育学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 04 任免 ＴＡ(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 04 任免 教員資格審査(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 04 任免 大学院担当資格審査(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 04 任免 任免(附属学園職務付加･附属学園評議員)教育学部 教育学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 04 任免 任免(教員採用･退職)(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 04 任免 任免(教員採用･退職)(附属学校園) 教育学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 04 任免 任免(教員昇進)(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 04 任免 任免(職務付加)(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 04 任免 任免(特任教員)(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄



平成27年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師(附属学校園) 教育学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 04 任免 非常勤職員(有期雇用職員、パートタイム職員)(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 04 任免 非常勤相談員(臨床心理相談室)(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 04 任免 ＴＡ(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 04 任免 教員資格審査(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 04 任免 大学院担当資格審査(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 04 任免 任免(教員採用･退職)(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 04 任免 任免(教員採用･退職)(附属学校園) 教育学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 04 任免 任免(教員昇進)(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 04 任免 任免(職務付加)(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 04 任免 任免(特任教員)(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 04 任免 任免(附属学校園職務付加･附属学校園評議員)教育学部 教育学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師(附属学校園) 教育学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 04 任免 非常勤職員(有期雇用職員、パートタイム職員)(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 04 任免 非常勤相談員(臨床心理相談室)(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 05 給与 期末･勤勉手当（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 05 給与 特別昇給（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 05 給与 期末･勤勉手当（教育学部） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 05 給与 特別昇給（教育学部） 教育学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 05 給与 諸手当現況届（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 05 給与 大学院手当（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 05 給与 期末･勤勉手当（附中） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 05 給与 謝金（附中） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 05 給与 諸手当現況届（附中） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 05 給与 特別昇給（附中） 教育学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 05 給与 諸手当現況届（教育学部） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 05 給与 大学院手当（教育学部） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 05 給与 期末･勤勉手当(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 05 給与 大学院手当(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 05 給与 期末･勤勉手当(支援) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 05 給与 謝金(支援) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 05 給与 特別昇給(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 05 給与 特別昇給(支援) 教育学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 05 給与 諸手当現況届(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 本人離職後5年 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 05 給与 諸手当現況届(支援) 教育学部事務長 2017/4/1 本人離職後5年 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 05 給与 期末･勤勉手当（支援） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 05 給与 期末･勤勉手当（附中） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 05 給与 謝金（支援） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄



平成29年度 B 教職員 05 給与 謝金（附中） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 05 給与 諸手当現況届（支援） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 05 給与 諸手当現況届（附中） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 05 給与 特別昇給（支援） 教育学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 05 給与 特別昇給（附中） 教育学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 05 給与 謝金(教育学部) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 05 給与 賃金(教育学部) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 05 給与 期末･勤勉手当（支援） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 05 給与 期末･勤勉手当(附小･幼) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 05 給与 謝金（支援） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 05 給与 謝金(附小) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 05 給与 謝金(附幼) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 05 給与 諸手当現況届（支援） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 05 給与 諸手当現況届(附小) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 05 給与 諸手当現況届(附幼) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 05 給与 特別昇給（支援） 教育学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 05 給与 特別昇給(附小) 教育学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 05 給与 特別昇給(附幼) 教育学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 05 給与 謝金(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 05 給与 賃金(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 05 給与 期末･勤勉手当（支援） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 05 給与 期末･勤勉手当（附中） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 05 給与 謝金（支援） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 05 給与 謝金（附中） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 05 給与 諸手当現況届（支援） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 05 給与 諸手当現況届（附中） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 05 給与 特別昇給（支援） 教育学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 05 給与 特別昇給（附中） 教育学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 B 教職員 05 給与 特別昇給(教育学部) 教育学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 B 教職員 05 給与 特別昇給(支援) 教育学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 B 教職員 05 給与 特別昇給(附小) 教育学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 B 教職員 05 給与 特別昇給(附中) 教育学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 B 教職員 05 給与 特別昇給(附幼) 教育学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 B 教職員 05 給与 特別昇給(教育学部) 教育学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 B 教職員 05 給与 特別昇給(支援) 教育学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 B 教職員 05 給与 特別昇給(附小) 教育学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 B 教職員 05 給与 特別昇給(附中) 教育学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 B 教職員 05 給与 特別昇給(附幼) 教育学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 B 教職員 05 給与 特別昇給(教育学部) 教育学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 B 教職員 05 給与 特別昇給(支援) 教育学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄



平成25年度 B 教職員 05 給与 特別昇給(附小) 教育学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 B 教職員 05 給与 特別昇給(附中) 教育学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 B 教職員 05 給与 特別昇給(附幼) 教育学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 B 教職員 05 給与 特別昇給(教育学部) 教育学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 B 教職員 05 給与 特別昇給(支援) 教育学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 B 教職員 05 給与 特別昇給(附小) 教育学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 B 教職員 05 給与 特別昇給(附中) 教育学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 B 教職員 05 給与 特別昇給(附幼) 教育学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 05 給与 期末･勤勉手当(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 05 給与 期末･勤勉手当(支援) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 05 給与 期末･勤勉手当(附小･幼) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 05 給与 期末･勤勉手当(附中) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 05 給与 期末･勤勉手当(附幼) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 05 給与 謝金(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 05 給与 謝金(教育学部)－附属－ 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 05 給与 謝金(支援) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 05 給与 謝金(附小) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 05 給与 謝金(附中) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 05 給与 謝金(附幼) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 05 給与 諸手当現況届(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 05 給与 諸手当現況届(支援) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 05 給与 諸手当現況届(附小) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 05 給与 諸手当現況届(附中) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 05 給与 諸手当現況届(附幼) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 05 給与 大学院手当(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 05 給与 賃金(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 05 給与 特別昇給(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 05 給与 特別昇給(支援) 教育学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 05 給与 特別昇給(附小) 教育学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 05 給与 特別昇給(附中) 教育学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 05 給与 特別昇給(附幼) 教育学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 06 服務･表彰 表彰（附属学校園） 教育学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 06 服務･表彰 兼業申請書（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 06 服務･表彰 兼業報告（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 06 服務･表彰 兼業申請書（教育学部） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 06 服務･表彰 兼業報告（教育学部） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 06 服務･表彰 表彰(附属学校園) 教育学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 06 服務･表彰 兼業申請書（附中） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 06 服務･表彰 兼業申請書（附中） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 06 服務･表彰 兼業申請書（附中） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄



平成27年度 B 教職員 06 服務･表彰 兼業報告(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 06 服務･表彰 兼業申請書(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 06 服務･表彰 兼業申請書(附中) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 07 福利 文部科学省共済組合手続 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 07 福利 文部科学省共済組合手続(附小･幼) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 07 福利 労務手続(附小･幼) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 07 福利 文部科学省共済組合手続(附小･幼) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 07 福利 労務手続(附小･幼) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 07 福利 文部科学省共済組合手続(附小･幼) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 07 福利 労務手続(附小･幼) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 07 福利 文部科学省共済組合手続(附小･幼) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 07 福利 労務手続(附小･幼) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 07 福利 文部科学省共済組合手続 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 07 福利 労働者災害補償保険 教育学部事務長 2019/4/1 完結後5年 完結後5年 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 07 福利 文部科学省共済組合手続 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 07 福利 労働者災害補償保険 教育学部事務長 2020/4/1 完結後5年 完結後5年 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 B 教職員 07 福利 労働者災害補償保険(教育学部) 教育学部事務長 2015/4/1 完結後5年 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 07 福利 文部科学省共済組合手続 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 07 福利 文部科学省共済組合手続(附小･幼) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 07 福利 労務手続(附小･幼) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 07 福利 労働者災害補償保険(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 完結後5年 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 09 能力開発 研修（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 09 能力開発 研修（教育学部） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 09 能力開発 サバティカル（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 09 能力開発 各種研修･発表会等推薦者等(附小･幼) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 09 能力開発 研修会･講習会･協議会（附中） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 09 能力開発 サバティカル（教育学部） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 09 能力開発 サバティカル(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 09 能力開発 研修(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 09 能力開発 研修会･講習会･協議会(附中) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 09 能力開発 研修（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 09 能力開発 研修会･講習会･協議会（附中） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 09 能力開発 研修会･講習会･協議会（附中） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 09 能力開発 サバティカル(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 09 能力開発 研修(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 09 能力開発 研修会･講習会･協議会(附中) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 01 予算 非常勤講師･実地指導講師配分（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 01 予算 非常勤講師･実地指導講師配分（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 01 予算 概算要求(教育学部) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 01 予算 予算振替書(教育学部) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄



平成30年度 C 財務 01 予算 予算配分(教育学部) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 01 予算 予算配分（支援） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 01 予算 予算配分(附小) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 01 予算 予算配分（附中） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 01 予算 予算配分(附幼) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 01 予算 概算要求(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 01 予算 予算振替書(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 01 予算 予算配分(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 01 予算 予算配分（支援） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 01 予算 非常勤講師･実地指導講師配分(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 01 予算 概算要求(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 01 予算 予算振替書(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 01 予算 予算配分(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 01 予算 予算配分(支援) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 01 予算 予算配分(附小) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 01 予算 予算配分(附中) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 01 予算 予算配分(附幼) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 預り金　１学年(附中) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 預り金　２学年(附中) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 預り金　３学年(附中) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 預り金　給食費･課外活動補助金(附中) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 預り金　収支報告書(附中) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 預り金(教育学部)－後援会－ 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 預り金(教育学部)－日本教育大学協会外国語部門－ 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 会議費(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 工事･修繕依頼書(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 下水道使用量減免申請(附小) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 預り金(学年費１学年)(附小) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 預り金(学年費２学年)(附小) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 預り金(学年費３学年)(附小) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 預り金(学年費４学年)(附小) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 預り金(学年費５学年)(附小) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 預り金(学年費６学年)(附小) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 預り金(学級費複式)(附小) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 預り金(給食費)(附小) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 預り金(教材費　うさぎ)(附幼) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 預り金(教材費　おやつ)(附幼) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 預り金(教材費　きりん)(附幼) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 預り金(教材費　こあら)(附幼) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 預り金(教材費　ぺんぎん)(附幼) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄



平成28年度 C 財務 02 決算 預り金(教材費　りす)(附幼) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 預り金(卒業積立)(附小) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 預り金(夏のふれあい活動)(附小) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 預り金(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 預り金(教育学部)-教育協定渡航費用- 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 預り金収支報告書(附幼) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 預り金収支報告書(附小) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 立替払(附中) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 立替払(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 契約(附小･附幼) 教育学部事務長 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 契約依頼(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 預り金(教育学部)－後援会－ 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 預り金(教育学部)－日本教育大学協会外国語部門－ 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 会議費(教育学部) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 工事･修繕依頼書(教育学部) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 下水道使用量減免申請(附小) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 預り金(学年費１学年)(附小) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 預り金(学年費２学年)(附小) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 預り金(学年費３学年)(附小) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 預り金(学年費４学年)(附小) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 預り金(学年費５学年)(附小) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 預り金(学年費６学年)(附小) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 預り金(学級費複式)(附小) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 預り金(給食費)(附小) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 預り金(教材費　うさぎ)(附幼) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 預り金(教材費　おやつ)(附幼) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 預り金(教材費　きりん)(附幼) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 預り金(教材費　こあら)(附幼) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 預り金(教材費　ぺんぎん)(附幼) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 預り金(教材費　りす)(附幼) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 預り金(卒業積立)(附小) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 預り金(夏のふれあい活動)(附小) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 預り金(教育学部) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 預り金(教育学部)-教育協定渡航費用- 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 預り金収支報告書(附幼) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 預り金収支報告書(附小) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 立替払(教育学部) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 契約(附小･附幼) 教育学部事務長 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 契約依頼(教育学部) 教育学部事務長 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 預り金 １学年（附中） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄



平成30年度 C 財務 02 決算 預り金 ２学年（附中） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 預り金 ３学年（附中） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 預り金 収支報告書（附中） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 預り金 附属中学校･給食費･課外活動補助金（附中） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 預り金(教育学部)－後援会－ 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 預り金(教育学部)－日本教育大学協会外国語部門－ 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 預り金（支援）高等部旅行積立 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 預り金（支援）小学部旅行積立 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 預り金（支援）中学部旅行積立 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 預り金（支援）特支入金用口座 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 会議費(教育学部) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 工事･修繕依頼書(教育学部) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 下水道使用量減免申請(附小) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 預り金(学年費１学年)(附小) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 預り金(学年費２学年)(附小) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 預り金(学年費３学年)(附小) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 預り金(学年費４学年)(附小) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 預り金(学年費５学年)(附小) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 預り金(学年費６学年)(附小) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 預り金(学級費複式)(附小) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 預り金(給食費)(附小) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 預り金(教材費 うさぎ)(附幼) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 預り金(教材費 おやつ)(附幼) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 預り金(教材費 きりん)(附幼) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 預り金(教材費 こあら)(附幼) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 預り金(教材費 ぺんぎん)(附幼) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 預り金(教材費 りす)(附幼) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 預り金(卒業積立)(附小) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 預り金(夏のふれあい活動)(附小) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 預り金(教育学部) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 預り金(教育学部)-教育協定渡航費用- 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 預り金(教育学部)-日本教育大学協会関東地区会事務局茨城大学教育学部- 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 預り金（支援）学部生単費（中学部） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 預り金（支援）給食費 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 預り金（支援）行事費（高等部） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 預り金（支援）高等部学級費 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 預り金（支援）小学部費 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 預り金（支援）中学部費 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 預り金収支報告書（支援） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 預り金収支報告書(附幼) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄



平成30年度 C 財務 02 決算 預り金収支報告書(附小) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 立替払（附中） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 立替払(教育学部) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 契約依頼(教育学部) 教育学部事務長 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 預り金(教育学部)－後援会－ 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 預り金（支援）高等部旅行積立 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 預り金（支援）小学部旅行積立 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 預り金（支援）中学部旅行積立 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 預り金（支援）特支入金用口座 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 会議費(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 工事･修繕依頼書(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 購入依頼書(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 預り金(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 預り金(教育学部)-日本教育大学協会関東地区会事務局茨城大学教育学部- 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 預り金（支援）学部生単費（中学部） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 預り金（支援）給食費 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 預り金（支援）行事費（高等部） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 預り金（支援）高等部学級費 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 預り金（支援）小学部費 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 預り金（支援）中学部費 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 預り金収支報告書（支援） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 立替払(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 契約依頼(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 下水道使用量減免申請(附小) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 預り金(学年費１学年)(附小) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 預り金(学年費２学年)(附小) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 預り金(学年費３学年)(附小) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 預り金(学年費４学年)(附小) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 預り金(学年費５学年)(附小) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 預り金(学年費６学年)(附小) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 預り金(学級費複式)(附小) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 預り金(給食費)(附小) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 預り金(教材費　うさぎ)(附幼) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 預り金(教材費　きりん)(附幼) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 預り金(教材費　こあら)(附幼) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 預り金(教材費　ぺんぎん)(附幼) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 預り金(教材費　りす)(附幼) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 預り金(就学援助費)(附小) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 預り金(卒業積立)(附小) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 預り金(夏のふれあい活動)(附小) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄



令和元年度 C 財務 02 決算 預り金収支報告書(附幼) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 預り金収支報告書(附小) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 C 財務 02 決算 契約依頼(教育学部) 教育学部事務長 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 C 財務 02 決算 契約依頼(教育学部) 教育学部事務長 2015/4/1 7 2022/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 会議費(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 工事･修繕依頼(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 下水道使用量減免申請(附小) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 預り金(学年費１学年)(附小) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 預り金(学年費２学年)(附小) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 預り金(学年費３学年)(附小) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 預り金(学年費４学年)(附小) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 預り金(学年費５学年)(附小) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 預り金(学年費６学年)(附小) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 預り金(学級費複式)(附小) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 預り金(給食費)(附小) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 預り金(教材費　うさぎ)(附幼) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 預り金(教材費　おやつ)(附幼) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 預り金(教材費　きりん)(附幼) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 預り金(教材費　こあら)(附幼) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 預り金(教材費　ぺんぎん)(附幼) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 預り金(教材費　りす)(附幼) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 預り金(卒業積立)(附小) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 預り金(夏のふれあい活動)(附小) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 預り金(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 預り金(教育学部)－教育協定渡航費用－ 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 預り金(教育学部)－後援会－ 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 預り金(支援)学部生単費(中学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 預り金(支援)給食費 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 預り金(支援)行事費(高等部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 預り金(支援)高等部学級費 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 預り金(支援)小学部費 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 預り金(支援)中学部費 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 預り金(附中)１学年 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 預り金(附中)２学年 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 預り金(附中)３学年 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 預り金(附中)給食費･課外活動補助金 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 預り金収支報告書(支援) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 預り金収支報告書(附中) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 預り金収支報告書(附幼) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 預り金収支報告書(附小) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄



平成27年度 C 財務 02 決算 立替払(附中) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 立替払(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 契約依頼(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 7 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 04 収入 農場生産物収入(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 04 収入 臨床心理相談室(現金領収証受払簿) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 04 収入 臨床心理相談室(収入) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 04 収入 臨床心理相談室(入金伝票) 教育学部事務長 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 04 収入 臨床心理相談室(現金出納簿) 教育学部事務長 2017/4/1 15 2032/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 04 収入 農場生産物収入(教育学部) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 04 収入 臨床心理相談室(現金領収証受払簿) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 04 収入 臨床心理相談室(収入) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 04 収入 臨床心理相談室(入金伝票) 教育学部事務長 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 04 収入 臨床心理相談室(現金出納簿) 教育学部事務長 2018/4/1 15 2033/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 04 収入 農場生産物収入(教育学部) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 04 収入 臨床心理相談室(現金領収証受払簿) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 04 収入 臨床心理相談室(収入) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 04 収入 臨床心理相談室(入金伝票) 教育学部事務長 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 04 収入 臨床心理相談室(現金出納簿) 教育学部事務長 2019/4/1 15 2034/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 04 収入 農場生産物収入(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 04 収入 臨床心理相談室(現金領収証受払簿) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 04 収入 臨床心理相談室(収入) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 04 収入 臨床心理相談室(入金伝票) 教育学部事務長 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 04 収入 臨床心理相談室(現金出納簿) 教育学部事務長 2020/4/1 15 2035/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 04 収入 農場生産物収入(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 04 収入 臨床心理相談室(現金出納簿) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 04 収入 臨床心理相談室(現金領収証受払簿) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 04 収入 臨床心理相談室(収入) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 04 収入 臨床心理相談室(入金伝票) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 06 動産等 固定資産「物品」(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 06 動産等 郵便切手受払簿(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 06 動産等 郵便切手受払簿(附小) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 06 動産等 郵便切手受払簿(附中) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 06 動産等 郵便切手受払簿(附幼) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 06 動産等 固定資産「物品」(教育学部) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 06 動産等 郵便切手受払簿(教育学部) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 06 動産等 郵便切手受払簿(附小) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 06 動産等 郵便切手受払簿(附幼) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 06 動産等 固定資産「物品」(教育学部) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 06 動産等 郵便切手受払簿(教育学部) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 06 動産等 郵便切手受払簿(附小) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄



平成30年度 C 財務 06 動産等 郵便切手受払簿(附幼) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 06 動産等 固定資産「物品」(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 06 動産等 郵便切手受払簿(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 06 動産等 郵便切手受払簿(附小) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 06 動産等 郵便切手受払簿(附幼) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 06 動産等 郵便切手受払簿（支援） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 06 動産等 郵便切手受払簿（附中） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 06 動産等 郵便切手受払簿（支援） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 06 動産等 バス回数券受払簿(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 06 動産等 固定資産「物品」(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 06 動産等 郵便切手受払簿(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 06 動産等 郵便切手受払簿(支援) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 06 動産等 郵便切手受払簿(附小) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 06 動産等 郵便切手受払簿(附中) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 06 動産等 郵便切手受払簿(附幼) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 01 予算 非常勤講師･実地指導講師配分(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 01 予算 概算要求(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 01 予算 予算振替書(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 01 予算 予算配分(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 01 予算 予算配分(支援) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 01 予算 予算配分(附小) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 01 予算 予算配分(附中) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 01 予算 予算配分(附幼) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 01 予算 概算要求(教育学部) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 01 予算 予算振替書(教育学部) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 01 予算 予算配分(教育学部) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 01 予算 予算配分(附小) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 01 予算 予算配分（附中） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 01 予算 予算配分(附幼) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 01 予算 予算配分（附中） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 01 予算 予算配分(附小) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 01 予算 予算配分(附幼) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 預り金(支援)学部生単費(中学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 預り金(支援)給食費 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 預り金(支援)行事費(高等部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 預り金(支援)高等部学級費 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 預り金(支援)小学部費 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 預り金(支援)中学部費 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 預り金収支報告書(支援) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 預り金　１学年（附中） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄



平成29年度 C 財務 02 決算 預り金　２学年（附中） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 預り金　３学年（附中） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 預り金　収支報告書（附中） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 預り金　附属中学校･給食費･課外活動補助金（附中） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 預り金（支援）高等部旅行積立 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 預り金（支援）小学部旅行積立 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 預り金（支援）中学部旅行積立 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 預り金（支援）特支入金用口座 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 預り金（支援）学部生単費（中学部） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 預り金（支援）給食費 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 預り金（支援）行事費（高等部） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 預り金（支援）高等部学級費 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 預り金（支援）小学部費 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 預り金（支援）中学部費 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 預り金収支報告書（支援） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 立替払（附中） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 預り金　収支報告書（附中） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 預り金　附属中学校･給食費･課外活動補助金（附中） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 預り金　平成29年度入学（附中） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 預り金　平成30年度入学 （附中） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 預り金　平成31年度･令和元年度入学（附中） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 立替払（附中） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 06 動産等 郵便切手受払簿(支援) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 06 動産等 郵便切手受払簿（支援） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 06 動産等 郵便切手受払簿（附中） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 06 動産等 郵便切手受払簿（附中） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 私費外国人留学生入試実施（教育学部） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 私費外国人留学生入試出願書類（不合格者）（教育学部） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 編入学試験答案 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 編入学手続(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 一般入試実施(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 一般入試出願書類(不合格者)(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 合格者判定資料(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 推薦入試実施(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 推薦入試出願書類(不合格者)(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 大学院入学試験答案(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 大学院入試実施(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 大学院入試出願書類(不合格者)(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 大学入試センター試験実施(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 特別支援教育特別専攻科入学試験答案(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄



令和元年度 E 教育一般 01 入試 特別支援教育特別専攻科入試実施(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 特別支援教育特別専攻科入試出願書類(不合格者)(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 入学試験答案(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 編入学試験出願書類(不合格者)(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 一般入試出願書類(合格者)(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 推薦入試出願書類(合格者)(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 大学院入試出願書類(合格者)(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 特別支援教育特別専攻科入試出願書類(合格者)(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 入学試験基本方針(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 入試出願書類(合格者)(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 編入学試験実施(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 編入学試験出願書類(合格者)(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 編入学募集要項(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 15 2035/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 編入学試験問題･解答用紙(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 15 2035/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 大学院入学試験問題･解答用紙(保存用)(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 15 2035/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 特別支援教育特別専攻科入学試験問題･解答用紙(保存用)(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 15 2035/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 入学試験合格者(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 15 2035/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 入学試験問題･解答用紙(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 15 2035/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 編入学試験合格者(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 15 2035/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 私費外国人留学生入試実施（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 私費外国人留学生入試出願書類（不合格者）（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 編入学試験答案 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 編入学手続（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 一般入試実施（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 一般入試出願書類（不合格者）（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 合格者判定資料（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 合格者判定資料（支援） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 合格者判定資料(附小) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 教員室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 合格者判定資料（附中） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 合格者判定資料(附幼) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 園長室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 推薦入試実施（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 推薦入試出願書類（不合格者）（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 大学院入学試験答案(教育学部) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 大学院入試実施(教育学部) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 大学院入試出願書類(不合格者)(教育学部) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 大学入試センター試験実施（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 特別支援教育特別専攻科入学試験答案(教育学部) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 特別支援教育特別専攻科入試実施(教育学部) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 特別支援教育特別専攻科入試出願書類(不合格者)(教育学部) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 入学試験答案（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄



平成30年度 E 教育一般 01 入試 編入学試験出願書類（不合格者）（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 出願書類一式(附小) 教育学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 校長室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 出願書類一式(附幼) 教育学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 園長室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 入学試験(附小) 教育学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 入学試験(附幼) 教育学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 一般入試出願書類（合格者）（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 推薦入試出願書類（合格者）（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 大学院入試出願書類(合格者)(教育学部) 教育学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 特別支援教育特別専攻科入試出願書類(合格者)(教育学部) 教育学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 入学試験基本方針（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 入試出願書類（合格者）（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 編入学試験実施（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 編入学試験出願書類（合格者）（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 編入学募集要項（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 15 2034/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 編入学試験問題･解答用紙（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 15 2034/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 合格通知書（附中） 教育学部事務長 2019/4/1 15 2034/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 合格者名簿（支援） 教育学部事務長 2019/4/1 15 2034/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 合格者名簿(附小) 教育学部事務長 2019/4/1 15 2034/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 合格者名簿（附中） 教育学部事務長 2019/4/1 15 2034/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 合格者名簿(附幼) 教育学部事務長 2019/4/1 15 2034/3/31 紙 園長室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 合格証（支援） 教育学部事務長 2019/4/1 15 2034/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 大学院入学試験問題･解答用紙(保存用)(教育学部) 教育学部事務長 2019/4/1 15 2034/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 特別支援教育特別専攻科入学試験問題･解答用紙(保存用)(教育学部) 教育学部事務長 2019/4/1 15 2034/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 入学試験合格者（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 15 2034/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 入学試験問題･解答用紙（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 15 2034/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 編入学試験合格者（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 15 2034/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 募集要項（支援） 教育学部事務長 2019/4/1 15 2034/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 募集要項(附小) 教育学部事務長 2019/4/1 15 2034/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 募集要項（附中） 教育学部事務長 2019/4/1 15 2034/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 募集要項(附幼) 教育学部事務長 2019/4/1 15 2034/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 合格者判定資料（支援） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 合格者名簿（支援） 教育学部事務長 2020/4/1 15 2035/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 合格証（支援） 教育学部事務長 2020/4/1 15 2035/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 募集要項（支援） 教育学部事務長 2020/4/1 15 2035/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 01 入試 一般入試出願書類(合格者)(教育学部) 教育学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 01 入試 私費外国人留学生入試出願書類(合格者)(教育学部) 教育学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 01 入試 推薦入試出願書類(合格者)(教育学部) 教育学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 01 入試 大学院入試出願書類(合格者)(教育学部) 教育学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 01 入試 特別支援教育特別専攻科入試出願書類(合格者)(教育学部) 教育学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 01 入試 入学試験基本方針(教育学部) 教育学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄



平成23年度 E 教育一般 01 入試 入学試験実施要項(附小･附幼) 教育学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 01 入試 入試出願書類(合格者)(教育学部) 教育学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 01 入試 編入学試験実施(教育学部) 教育学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 01 入試 編入学試験出願書類(合格者)(教育学部) 教育学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 01 入試 合格者名簿(支援) 教育学部事務長 2012/4/1 15 2027/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 01 入試 合格者名簿(附小) 教育学部事務長 2012/4/1 15 2027/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 01 入試 合格者名簿(附中) 教育学部事務長 2012/4/1 15 2027/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 01 入試 合格者名簿(附幼) 教育学部事務長 2012/4/1 15 2027/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 01 入試 合格証(支援) 教育学部事務長 2012/4/1 15 2027/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 01 入試 合格証(附小) 教育学部事務長 2012/4/1 15 2027/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 01 入試 合格証(附幼) 教育学部事務長 2012/4/1 15 2027/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 01 入試 合格通知書(附中) 教育学部事務長 2012/4/1 15 2027/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 01 入試 大学院入学試験問題･解答用紙(保存用)(教育学部) 教育学部事務長 2012/4/1 15 2027/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 01 入試 特別支援教育特別専攻科入学試験問題･解答用紙(保存用)(教育学部) 教育学部事務長 2012/4/1 15 2027/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 01 入試 入学試験合格者(教育学部) 教育学部事務長 2012/4/1 15 2027/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 01 入試 入学試験問題･解答用紙(教育学部) 教育学部事務長 2012/4/1 15 2027/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 01 入試 編入学試験合格者(教育学部) 教育学部事務長 2012/4/1 15 2027/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 01 入試 編入学試験問題･解答用紙(教育学部) 教育学部事務長 2012/4/1 15 2027/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 01 入試 編入学募集要項(教育学部) 教育学部事務長 2012/4/1 15 2027/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 01 入試 募集要項(支援) 教育学部事務長 2012/4/1 15 2027/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 01 入試 募集要項(附小) 教育学部事務長 2012/4/1 15 2027/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 01 入試 募集要項(附中) 教育学部事務長 2012/4/1 15 2027/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 01 入試 募集要項(附幼) 教育学部事務長 2012/4/1 15 2027/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 01 入試 一般入試出願書類(合格者)(教育学部) 教育学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 01 入試 私費外国人留学生入試出願書類(合格者)(教育学部) 教育学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 01 入試 推薦入試出願書類(合格者)(教育学部) 教育学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 01 入試 大学院入試出願書類(合格者)(教育学部) 教育学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 01 入試 特別支援教育特別専攻科入試出願書類(合格者)(教育学部) 教育学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 01 入試 入学試験基本方針(教育学部) 教育学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 01 入試 入学試験実施要項(附小･附幼) 教育学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 01 入試 入試出願書類(合格者)(教育学部) 教育学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 01 入試 編入学試験実施(教育学部) 教育学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 01 入試 編入学試験出願書類(合格者)(教育学部) 教育学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 01 入試 合格者名簿(支援) 教育学部事務長 2013/4/1 15 2028/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 01 入試 合格者名簿(附小) 教育学部事務長 2013/4/1 15 2028/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 01 入試 合格者名簿(附中) 教育学部事務長 2013/4/1 15 2028/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 01 入試 合格者名簿(附幼) 教育学部事務長 2013/4/1 15 2028/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 01 入試 合格証(支援) 教育学部事務長 2013/4/1 15 2028/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 01 入試 合格証(附小) 教育学部事務長 2013/4/1 15 2028/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 01 入試 合格証(附幼) 教育学部事務長 2013/4/1 15 2028/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄



平成24年度 E 教育一般 01 入試 合格通知書(附中) 教育学部事務長 2013/4/1 15 2028/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 01 入試 大学院入学試験問題･解答用紙(保存用)(教育学部) 教育学部事務長 2013/4/1 15 2028/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 01 入試 特別支援教育特別専攻科入学試験問題･解答用紙(保存用)(教育学部) 教育学部事務長 2013/4/1 15 2028/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 01 入試 入学試験合格者(教育学部) 教育学部事務長 2013/4/1 15 2028/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 01 入試 入学試験問題･解答用紙(教育学部) 教育学部事務長 2013/4/1 15 2028/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 01 入試 編入学試験合格者(教育学部) 教育学部事務長 2013/4/1 15 2028/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 01 入試 編入学試験問題･解答用紙(教育学部) 教育学部事務長 2013/4/1 15 2028/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 01 入試 編入学募集要項(教育学部) 教育学部事務長 2013/4/1 15 2028/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 01 入試 募集要項(支援) 教育学部事務長 2013/4/1 15 2028/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 01 入試 募集要項(附小) 教育学部事務長 2013/4/1 15 2028/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 01 入試 募集要項(附中) 教育学部事務長 2013/4/1 15 2028/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 01 入試 募集要項(附幼) 教育学部事務長 2013/4/1 15 2028/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 01 入試 一般入試出願書類(合格者)(教育学部) 教育学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 01 入試 私費外国人留学生入試出願書類(合格者)(教育学部) 教育学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 01 入試 推薦入試出願書類(合格者)(教育学部) 教育学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 01 入試 大学院入試出願書類(合格者)(教育学部) 教育学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 01 入試 特別支援教育特別専攻科入試出願書類(合格者)(教育学部) 教育学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 01 入試 入学試験基本方針(教育学部) 教育学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 01 入試 入学試験実施要項(附小･附幼) 教育学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 01 入試 入試出願書類(合格者)(教育学部) 教育学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 01 入試 編入学試験実施(教育学部) 教育学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 01 入試 編入学試験出願書類(合格者)(教育学部) 教育学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 01 入試 合格者名簿(支援) 教育学部事務長 2014/4/1 15 2029/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 01 入試 合格者名簿(附小) 教育学部事務長 2014/4/1 15 2029/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 01 入試 合格者名簿(附中) 教育学部事務長 2014/4/1 15 2029/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 01 入試 合格者名簿(附幼) 教育学部事務長 2014/4/1 15 2029/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 01 入試 合格証(支援) 教育学部事務長 2014/4/1 15 2029/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 01 入試 合格証(附小) 教育学部事務長 2014/4/1 15 2029/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 01 入試 合格証(附幼) 教育学部事務長 2014/4/1 15 2029/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 01 入試 合格通知書(附中) 教育学部事務長 2014/4/1 15 2029/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 01 入試 大学院入学試験問題･解答用紙(保存用)(教育学部) 教育学部事務長 2014/4/1 15 2029/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 01 入試 特別支援教育特別専攻科入学試験問題･解答用紙(保存用)(教育学部) 教育学部事務長 2014/4/1 15 2029/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 01 入試 入学試験合格者(教育学部) 教育学部事務長 2014/4/1 15 2029/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 01 入試 入学試験問題･解答用紙(教育学部) 教育学部事務長 2014/4/1 15 2029/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 01 入試 編入学試験合格者(教育学部) 教育学部事務長 2014/4/1 15 2029/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 01 入試 編入学試験問題･解答用紙(教育学部) 教育学部事務長 2014/4/1 15 2029/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 01 入試 編入学募集要項(教育学部) 教育学部事務長 2014/4/1 15 2029/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 01 入試 募集要項(支援) 教育学部事務長 2014/4/1 15 2029/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 01 入試 募集要項(附小) 教育学部事務長 2014/4/1 15 2029/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 01 入試 募集要項(附中) 教育学部事務長 2014/4/1 15 2029/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄



平成25年度 E 教育一般 01 入試 募集要項(附幼) 教育学部事務長 2014/4/1 15 2029/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 01 入試 一般入試出願書類(不合格者)(教育学部) 教育学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 01 入試 一般入試出願書類(合格者)(教育学部) 教育学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 01 入試 一般入試出願書類(合格者)(教育学部) 教育学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 01 入試 私費外国人留学生入試出願書類(合格者)(教育学部) 教育学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 01 入試 推薦入試出願書類(合格者)(教育学部) 教育学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 01 入試 大学院入試出願書類(合格者)(教育学部) 教育学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 01 入試 特別支援教育特別専攻科入試出願書類(合格者)(教育学部) 教育学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 01 入試 入学試験基本方針(教育学部) 教育学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 01 入試 入学試験実施要項(附小･附幼) 教育学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 01 入試 編入学試験実施(教育学部) 教育学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 01 入試 編入学試験出願書類(合格者)(教育学部) 教育学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 01 入試 一般入試入学試験問題･解答用紙(教育学部) 教育学部事務長 2015/4/1 15 2030/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 01 入試 編入学募集要項(教育学部) 教育学部事務長 2015/4/1 15 2030/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 01 入試 編入学試験問題･解答用紙(教育学部) 教育学部事務長 2015/4/1 15 2030/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 01 入試 合格通知書(附中) 教育学部事務長 2015/4/1 15 2030/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 01 入試 合格者名簿(支援) 教育学部事務長 2015/4/1 15 2030/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 01 入試 合格者名簿(附小) 教育学部事務長 2015/4/1 15 2030/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 01 入試 合格者名簿(附中) 教育学部事務長 2015/4/1 15 2030/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 01 入試 合格者名簿(附幼) 教育学部事務長 2015/4/1 15 2030/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 01 入試 合格証(支援) 教育学部事務長 2015/4/1 15 2030/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 01 入試 合格証(附小) 教育学部事務長 2015/4/1 15 2030/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 01 入試 合格証(附幼) 教育学部事務長 2015/4/1 15 2030/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 01 入試 大学院入学試験問題･解答用紙(保存用)(教育学部) 教育学部事務長 2015/4/1 15 2030/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 01 入試 特別支援教育特別専攻科入学試験問題･解答用紙(保存用)(教育学部) 教育学部事務長 2015/4/1 15 2030/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 01 入試 入学試験合格者(教育学部) 教育学部事務長 2015/4/1 15 2030/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 01 入試 編入学試験合格者(教育学部) 教育学部事務長 2015/4/1 15 2030/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 01 入試 募集要項(支援) 教育学部事務長 2015/4/1 15 2030/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 01 入試 募集要項(附小) 教育学部事務長 2015/4/1 15 2030/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 01 入試 募集要項(附中) 教育学部事務長 2015/4/1 15 2030/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 01 入試 募集要項(附幼) 教育学部事務長 2015/4/1 15 2030/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 入学試験(附幼) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 編入学試験答案 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 一般入試実施(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 一般入試出願書類(不合格者)(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 合格者判定資料(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 合格者判定資料(支援) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 合格者判定資料(附小) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 合格者判定資料(附中) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 合格者判定資料(附幼) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄



平成27年度 E 教育一般 01 入試 私費外国人留学生入試実施(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 私費外国人留学生入試出願書類(不合格者)(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 推薦入試実施(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 推薦入試出願書類(不合格者)(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 大学院入学試験答案(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 大学院入試実施(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 大学院入試出願書類(不合格者)(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 大学入試センター試験実施(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 特別支援教育特別専攻科入学試験答案(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 特別支援教育特別専攻科入試実施(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 特別支援教育特別専攻科入試出願書類(不合格者)(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 入学試験答案(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 編入学試験出願書類(不合格者)(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 一般入試出願書類(不合格者)(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 一般入試出願書類(合格者)(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 入学試験(附小) 教育学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 一般入試出願書類(合格者)(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 私費外国人留学生入試出願書類(合格者)(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 推薦入試出願書類(合格者)(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 大学院入試出願書類(合格者)(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 特別支援教育特別専攻科入試出願書類(合格者)(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 入学試験基本方針(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 編入学試験実施(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 編入学試験出願書類(合格者)(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 一般入試入学試験問題･解答用紙(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 15 2031/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 編入学募集要項(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 15 2031/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 編入学試験問題･解答用紙(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 15 2031/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 合格通知書(附中) 教育学部事務長 2016/4/1 15 2031/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 合格者名簿(支援) 教育学部事務長 2016/4/1 15 2031/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 合格者名簿(附小) 教育学部事務長 2016/4/1 15 2031/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 合格者名簿(附中) 教育学部事務長 2016/4/1 15 2031/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 合格者名簿(附幼) 教育学部事務長 2016/4/1 15 2031/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 合格証(支援) 教育学部事務長 2016/4/1 15 2031/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 大学院入学試験問題･解答用紙(保存用)(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 15 2031/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 特別支援教育特別専攻科入学試験問題･解答用紙(保存用)(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 15 2031/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 入学試験合格者(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 15 2031/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 編入学試験合格者(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 15 2031/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 募集要項(支援) 教育学部事務長 2016/4/1 15 2031/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 募集要項(附小) 教育学部事務長 2016/4/1 15 2031/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 募集要項(附中) 教育学部事務長 2016/4/1 15 2031/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄



平成27年度 E 教育一般 01 入試 募集要項(附幼) 教育学部事務長 2016/4/1 15 2031/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 免許法認定講習 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 免許法認定講習成績原簿（教育学部） 教育学部事務長 2017/4/1 無期限 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 ｉＯＰ（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 ガイダンス（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 高等学校との連携協定（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 証明書交付願（附中） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院教育実践高度化専攻(会議･報告会) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院教育実践高度化専攻(実習) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 日本語教育プログラム 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 身分証明書（生徒用）発行名簿（附中） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 身分証明書（児童･生徒用）発行名簿（支援） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 免許法認定講習 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 意志確認書（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 茨城県近代美術館との連携事業（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 学外授業届（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 学芸員資格（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 学校図書館司書教諭（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 教育職員免許状（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 教室使用願（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 健康運動指導士（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 公認スポーツ指導者（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 授業科目一覧および授業時間割作成（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 授業科目一覧および授業時間割作成(教育学部) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 授業実施（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 授業実施(教育学部) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 集中講義（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 証明書(附小) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 証明書（附中） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 証明書(附幼) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 証明書交付願（支援） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 証明書交付願（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 成績修正（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 成績代行入力（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 成績代行入力(教育学部) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院学生学外実習派遣(教育学部) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 単位認定（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 定期試験･追試験（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 履修科目届(教育学部) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 履修登録（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄



平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 履修登録(教育学部) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 履修要項（教育学部）作成 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 臨床医学･看護学臨床実習(教育学部) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 介護体験証明書（支援） 教育学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 介護等体験(教育学部) 教育学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 教育実習（協力校）(教育学部) 教育学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 教育実習(附属学校園)(教育学部) 教育学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 教育実習(帰省)(教育学部) 教育学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 教育実習成績(教育学部) 教育学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 教育実習指導計画（支援） 教育学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 教育実習指導計画(附小) 教育学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 教員室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 教育実習指導計画（附中） 教育学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 教育実習指導計画(附幼) 教育学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 教員室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 教育職員免許状課程認定(教職大学院) 教育学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 教育職員免許状課程認定(大学院) 教育学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 教員免許状更新講習（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 臨床心理士受験資格取得に関する大学院専攻コースの指定継続申請 教育学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 教育職員免許状課程認定（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 指導要録（支援） 教育学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 指導要録(附小) 教育学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 教員室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 指導要録（附中） 教育学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 職員室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 指導要録(附幼) 教育学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 園長室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 科目等履修生成績原簿（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 無期限 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 授業科目一覧および授業時間割（専攻科含む）（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 無期限 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 履修要項（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 無期限 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 学部成績原簿（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 無期限 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 免許ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ成績原簿(教育学部) 教育学部事務長 2019/4/1 無期限 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 免許法認定講習成績原簿（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 無期限 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 授業計画（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 無期限 CD 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 成績原簿(専攻科含む)(教育学部) 教育学部事務長 2019/4/1 無期限 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 高等学校との連携協定（教育学部） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院教育実践高度化専攻(会議･報告会) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院教育実践高度化専攻(実習) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 身分証明書（児童･生徒用）発行名簿（支援） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 証明書交付願（支援） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院学生学外実習派遣(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 履修登録(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 臨床医学･看護学臨床実習(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 介護体験証明書（支援） 教育学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 介護等体験(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄



令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 教育実習（協力校）(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 教育実習(附属学校園)(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 教育実習(帰省)(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 教育実習成績(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 教育実習指導計画（支援） 教育学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 教育職員免許状課程認定(教職大学院) 教育学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 教育職員免許状課程認定(大学院) 教育学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 教員免許状更新講習（教育学部） 教育学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 指導要録（支援） 教育学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 免許ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ成績原簿(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 無期限 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 学生便覧(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 無期限 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 成績原簿(専攻科含む)(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 無期限 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 ｉＯＰ（教育学部） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 ガイダンス(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 成績通知同意書（教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 免許法認定講習 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 茨城県近代美術館との連携事業(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 学外授業届(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 学芸員資格(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 学校図書館司書教諭(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 教育職員免許状(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 健康運動指導士(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 公認スポーツ指導者(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 授業科目一覧および授業時間割作成(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 授業実施(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 集中講義(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 証明書交付願(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 成績修正(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 成績代行入力(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 単位認定(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 調査研究･研修依頼(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 定期試験･追試験(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 履修科目申告票(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 履修科目届(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 履修要項(教育学部)作成 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 教育職員免許状課程認定(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 学部成績原簿(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 無期限 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 科目等履修生成績原簿(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 無期限 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院成績原簿(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 無期限 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 免許法認定講習成績原簿(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 無期限 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄



令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 授業科目一覧および授業時間割(専攻科含む)(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 無期限 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 授業計画(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 無期限 CD 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 履修要項(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 無期限 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 成績不振等学生対応(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 02 教育課程 介護体験証明書(支援) 教育学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 02 教育課程 介護等体験(教育学部) 教育学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 02 教育課程 教育実習(帰省実習)(教育学部) 教育学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 02 教育課程 教育実習(教育学部) 教育学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 02 教育課程 教育実習(幼稚園実習)(教育学部) 教育学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 02 教育課程 教育実習指導計画(支援) 教育学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 02 教育課程 教育実習指導計画(附小) 教育学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 02 教育課程 教育実習指導計画(附中) 教育学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 02 教育課程 教育実習指導計画(附幼) 教育学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 02 教育課程 教育職員免許状課程認定(教育学部) 教育学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 02 教育課程 指導要録(支援) 教育学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 02 教育課程 指導要録(附小) 教育学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 02 教育課程 指導要録(附中) 教育学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 02 教育課程 指導要録(附幼) 教育学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 02 教育課程 科目等履修生成績原簿(教育学部) 教育学部事務長 2012/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 02 教育課程 学部成績原簿(専攻科含む)(教育学部) 教育学部事務長 2012/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 02 教育課程 授業科目一覧および授業時間割(専攻科含む)(教育学部) 教育学部事務長 2012/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 02 教育課程 授業計画(教育学部) 教育学部事務長 2012/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院成績原簿(教育学部) 教育学部事務長 2012/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 02 教育課程 免許ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ成績原簿(教育学部) 教育学部事務長 2012/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 02 教育課程 履修要項(教育学部) 教育学部事務長 2012/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 02 教育課程 介護体験証明書(支援) 教育学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 02 教育課程 介護等体験(教育学部) 教育学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 02 教育課程 教育実習(帰省実習)(教育学部) 教育学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 02 教育課程 教育実習(教育学部) 教育学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 02 教育課程 教育実習(幼稚園実習)(教育学部) 教育学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 02 教育課程 教育実習指導計画(支援) 教育学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 02 教育課程 教育実習指導計画(附小) 教育学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 02 教育課程 教育実習指導計画(附中) 教育学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 02 教育課程 教育実習指導計画(附幼) 教育学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 02 教育課程 教育職員免許状課程認定(教育学部) 教育学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 02 教育課程 指導要録(支援) 教育学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 02 教育課程 指導要録(附小) 教育学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 02 教育課程 指導要録(附中) 教育学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 02 教育課程 指導要録(附幼) 教育学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 02 教育課程 科目等履修生成績原簿(教育学部) 教育学部事務長 2013/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄



平成24年度 E 教育一般 02 教育課程 学部成績原簿(専攻科含む)(教育学部) 教育学部事務長 2013/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 02 教育課程 授業科目一覧および授業時間割(専攻科含む)(教育学部) 教育学部事務長 2013/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 02 教育課程 授業計画(教育学部) 教育学部事務長 2013/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院成績原簿(教育学部) 教育学部事務長 2013/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 02 教育課程 免許ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ成績原簿(教育学部) 教育学部事務長 2013/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 02 教育課程 履修要項(教育学部) 教育学部事務長 2013/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 02 教育課程 介護体験証明書(支援) 教育学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 02 教育課程 介護等体験(教育学部) 教育学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 02 教育課程 教育実習(帰省実習)(教育学部) 教育学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 02 教育課程 教育実習(教育学部) 教育学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 02 教育課程 教育実習(幼稚園実習)(教育学部) 教育学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 02 教育課程 教育実習指導計画(支援) 教育学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 02 教育課程 教育実習指導計画(附小) 教育学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 02 教育課程 教育実習指導計画(附中) 教育学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 02 教育課程 教育実習指導計画(附幼) 教育学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 02 教育課程 教育職員免許状課程認定(教育学部) 教育学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 02 教育課程 教員免許状更新講習(教育学部) 教育学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 02 教育課程 指導要録(支援) 教育学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 02 教育課程 指導要録(附小) 教育学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 02 教育課程 指導要録(附中) 教育学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 02 教育課程 指導要録(附幼) 教育学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 02 教育課程 科目等履修生成績原簿(教育学部) 教育学部事務長 2014/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 02 教育課程 学部成績原簿(専攻科含む)(教育学部) 教育学部事務長 2014/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 02 教育課程 授業科目一覧および授業時間割(専攻科含む)(教育学部) 教育学部事務長 2014/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 02 教育課程 授業計画(教育学部) 教育学部事務長 2014/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院成績原簿(教育学部) 教育学部事務長 2014/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 02 教育課程 免許ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ成績原簿(教育学部) 教育学部事務長 2014/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 02 教育課程 履修要項(教育学部) 教育学部事務長 2014/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 02 教育課程 介護等体験(教育学部) 教育学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 02 教育課程 介護体験証明書(支援) 教育学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 02 教育課程 教育実習(帰省実習)(教育学部) 教育学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 02 教育課程 教育実習(教育学部) 教育学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 02 教育課程 教育実習(幼稚園実習)(教育学部) 教育学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 02 教育課程 教育実習指導計画(支援) 教育学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 02 教育課程 教育実習指導計画(附小) 教育学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 02 教育課程 教育実習指導計画(附中) 教育学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 02 教育課程 教育実習指導計画(附幼) 教育学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 02 教育課程 教育職員免許状課程認定(教職大学院) 教育学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 02 教育課程 教員免許状更新講習(教育学部) 教育学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 02 教育課程 教育職員免許状課程認定(教育学部) 教育学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄



平成26年度 E 教育一般 02 教育課程 指導要録(支援) 教育学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 02 教育課程 指導要録(附小) 教育学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 02 教育課程 指導要録(附中) 教育学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 02 教育課程 指導要録(附幼) 教育学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 02 教育課程 学部成績原簿(専攻科含む)(教育学部) 教育学部事務長 2015/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 02 教育課程 科目等履修生成績原簿(教育学部) 教育学部事務長 2015/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院成績原簿(教育学部) 教育学部事務長 2015/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 02 教育課程 免許ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ成績原簿(教育学部) 教育学部事務長 2015/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 02 教育課程 授業科目一覧および授業時間割(専攻科含む)(教育学部) 教育学部事務長 2015/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 02 教育課程 授業計画(教育学部) 教育学部事務長 2015/4/1 無期限 電子（CD-ROM） 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 02 教育課程 履修要項(教育学部) 教育学部事務長 2015/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 ガイダンス(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 建築士試験指定科目確認申請(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 証明書交付願(附中) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 日本語教育プログラム 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 身分証明書(生徒用)発行名簿(附中) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 身分証明書(児童･生徒用)発行名簿(支援) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 意志確認書(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 茨城県近代美術館との連携事業(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 学外授業届(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 学芸員資格(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 学校図書館司書教諭(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 教育職員免許状(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 教室使用願(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 健康運動指導士(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 公認スポーツ指導者(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 社会教育実習(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 授業科目一覧および授業時間割作成(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 授業実施(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 集中講義(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 証明書(附小) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 証明書(附中) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 証明書(附幼) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 証明書交付願(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 証明書交付願(支援) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 成績修正(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 成績代行入力(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院学生学外実習派遣(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 単位認定(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 調査研究･研修依頼(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄



平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 定期試験･追試験(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 特殊教育実習(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 履修科目申告票(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 履修科目届(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 履修登録(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 履修要項(教育学部)作成 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 臨床医学･看護学臨床実習(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 介護等体験(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 介護体験証明書(支援) 教育学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 教育実習(帰省実習)(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 教育実習(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 教育実習(幼稚園実習)(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 教育実習指導計画(支援) 教育学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 教育実習指導計画(附小) 教育学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 教育実習指導計画(附中) 教育学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 教育実習指導計画(附幼) 教育学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 教育職員免許状課程認定(教職大学院) 教育学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 教育職員免許状課程認定(大学院) 教育学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 教育職員免許状課程認定(特別専攻科) 教育学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 教員免許状更新講習(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 教育職員免許状課程認定(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 指導要録(支援) 教育学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 指導要録(附小) 教育学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 指導要録(附中) 教育学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 指導要録(附幼) 教育学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 学生便覧(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 学部成績原簿(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 科目等履修生成績原簿(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院成績原簿(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 特別支援教育特別専攻科成績原簿(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 免許ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ成績原簿(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 授業科目一覧および授業時間割(専攻科含む)(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 授業計画(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 無期限 CD 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 履修要項(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 03 学位 学位論文(教育学部) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 03 学位 卒業研究（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 03 学位 卒業研究題目申告票（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 03 学位 学位論文(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 03 学位 卒業研究(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 03 学位 卒業研究題目申告票(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄



平成27年度 E 教育一般 03 学位 学位論文(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 03 学位 卒業研究(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 03 学位 卒業研究題目申告票(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 04 学籍 卒業判定（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 04 学籍 転課程等試験（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 04 学籍 現住所届、改姓届等（附中） 教育学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 04 学籍 学生異動(教育学部) 教育学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 04 学籍 学生連絡票 教育学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 04 学籍 身元保証書(教育学部) 教育学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 04 学籍 誓書(教育学部) 教育学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 04 学籍 修了判定資料(教育学部) 教育学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 04 学籍 生徒名簿（附中） 教育学部事務長 2019/4/1 無期限 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 04 学籍 卒業生台帳（附中） 教育学部事務長 2019/4/1 無期限 紙 職員室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿(附小) 教育学部事務長 2019/4/1 無期限 紙 教員室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿（附中） 教育学部事務長 2019/4/1 無期限 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿(附幼) 教育学部事務長 2019/4/1 無期限 紙 園長室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 04 学籍 修了生台帳(教育学部委託生) 教育学部事務長 2019/4/1 無期限 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 04 学籍 卒園台帳(附幼) 教育学部事務長 2019/4/1 無期限 紙 園長室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 04 学籍 卒業生名簿（附中） 教育学部事務長 2019/4/1 無期限 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 04 学籍 卒業台帳(附小) 教育学部事務長 2019/4/1 無期限 紙 教員室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 04 学籍 入園生名簿(附幼) 教育学部事務長 2019/4/1 無期限 紙 園長室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 04 学籍 入学生名簿(附小) 教育学部事務長 2019/4/1 無期限 紙 教員室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿(教育学部) 教育学部事務長 2019/4/1 無期限 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿(大学院)(教育学部) 教育学部事務長 2019/4/1 無期限 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿(特別支援教育特別専攻科)(教育学部) 教育学部事務長 2019/4/1 無期限 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 04 学籍 修了生台帳(教育学部) 教育学部事務長 2019/4/1 無期限 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 04 学籍 修了生台帳（教育学部研究生） 教育学部事務長 2019/4/1 無期限 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 04 学籍 卒業生台帳（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 無期限 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 04 学籍 学生異動(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 04 学籍 学生連絡票 教育学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 04 学籍 身元保証書(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 04 学籍 誓書(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 04 学籍 修了判定資料(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 無期限 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿(大学院)(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 無期限 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿(特別支援教育特別専攻科)(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 無期限 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 04 学籍 修了生台帳(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 無期限 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 04 学籍 修了生台帳(教育学部研究生) 教育学部事務長 2020/4/1 無期限 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 04 学籍 卒業判定(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 04 学籍 転課程等試験(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄



令和元年度 E 教育一般 04 学籍 修了生台帳(教育学部委託生) 教育学部事務長 2020/4/1 無期限 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 04 学籍 卒業生台帳(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 無期限 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 04 学籍 卒業証書台帳（支援） 教育学部事務長 2019/4/1 無期限 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿（支援） 教育学部事務長 2019/4/1 無期限 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 04 学籍 入学生名簿（支援） 教育学部事務長 2019/4/1 無期限 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 04 学籍 入学台帳（支援） 教育学部事務長 2019/4/1 無期限 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 04 学籍 卒業証書台帳（支援） 教育学部事務長 2020/4/1 無期限 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿（支援） 教育学部事務長 2020/4/1 無期限 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 04 学籍 入学生名簿（支援） 教育学部事務長 2020/4/1 無期限 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 04 学籍 入学台帳（支援） 教育学部事務長 2020/4/1 無期限 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成22年度 E 教育一般 04 学籍 学生連絡票 教育学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 04 学籍 学生連絡票 教育学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 04 学籍 学生異動(教育学部) 教育学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 04 学籍 現住所届、改姓届等(教育学部) 教育学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 04 学籍 身元保証書(教育学部) 教育学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 04 学籍 誓書(教育学部) 教育学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 04 学籍 修了生台帳(教育学部) 教育学部事務長 2012/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 04 学籍 修了生台帳(教育学部委託生) 教育学部事務長 2012/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 04 学籍 修了生台帳(教育学部研究生) 教育学部事務長 2012/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 04 学籍 修了判定資料(教育学部) 教育学部事務長 2012/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿(教育学部) 教育学部事務長 2012/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿(支援) 教育学部事務長 2012/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿(大学院)(教育学部) 教育学部事務長 2012/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿(特別支援教育特別専攻科)(教育学部) 教育学部事務長 2012/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿(附小) 教育学部事務長 2012/4/1 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿(附中) 教育学部事務長 2012/4/1 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿(附幼) 教育学部事務長 2012/4/1 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 04 学籍 生徒名簿(附中) 教育学部事務長 2012/4/1 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 04 学籍 卒園生名簿(附幼) 教育学部事務長 2012/4/1 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 04 学籍 卒園台帳(附幼) 教育学部事務長 2012/4/1 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 04 学籍 卒業生台帳(教育学部) 教育学部事務長 2012/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 04 学籍 卒業生台帳(附中) 教育学部事務長 2012/4/1 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 04 学籍 卒業生名簿(附小) 教育学部事務長 2012/4/1 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 04 学籍 卒業生名簿(附中) 教育学部事務長 2012/4/1 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 04 学籍 卒業台帳(附小) 教育学部事務長 2012/4/1 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 04 学籍 入園生名簿(附幼) 教育学部事務長 2012/4/1 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 04 学籍 入園台帳(附幼) 教育学部事務長 2012/4/1 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 04 学籍 入学生名簿(支援) 教育学部事務長 2012/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 04 学籍 入学生名簿(附小) 教育学部事務長 2012/4/1 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 04 学籍 入学台帳(支援) 教育学部事務長 2012/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄



平成23年度 E 教育一般 04 学籍 入学台帳(附小) 教育学部事務長 2012/4/1 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 04 学籍 学生連絡票 教育学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 04 学籍 学生異動(教育学部) 教育学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 04 学籍 現住所届、改姓届等(教育学部) 教育学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 04 学籍 身元保証書(教育学部) 教育学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 04 学籍 誓書(教育学部) 教育学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 04 学籍 修了生台帳(教育学部) 教育学部事務長 2013/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 04 学籍 修了生台帳(教育学部委託生) 教育学部事務長 2013/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 04 学籍 修了生台帳(教育学部研究生) 教育学部事務長 2013/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 04 学籍 修了判定資料(教育学部) 教育学部事務長 2013/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿(教育学部) 教育学部事務長 2013/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿(支援) 教育学部事務長 2013/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿(大学院)(教育学部) 教育学部事務長 2013/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿(特別支援教育特別専攻科)(教育学部) 教育学部事務長 2013/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿(附小) 教育学部事務長 2013/4/1 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿(附中) 教育学部事務長 2013/4/1 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿(附幼) 教育学部事務長 2013/4/1 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 04 学籍 生徒名簿(附中) 教育学部事務長 2013/4/1 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 04 学籍 卒園生名簿(附幼) 教育学部事務長 2013/4/1 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 04 学籍 卒園台帳(附幼) 教育学部事務長 2013/4/1 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 04 学籍 卒業生台帳(教育学部) 教育学部事務長 2013/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 04 学籍 卒業生台帳(附中) 教育学部事務長 2013/4/1 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 04 学籍 卒業生名簿(附小) 教育学部事務長 2013/4/1 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 04 学籍 卒業生名簿(附中) 教育学部事務長 2013/4/1 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 04 学籍 卒業台帳(附小) 教育学部事務長 2013/4/1 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 04 学籍 入園生名簿(附幼) 教育学部事務長 2013/4/1 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 04 学籍 入園台帳(附幼) 教育学部事務長 2013/4/1 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 04 学籍 入学生名簿(支援) 教育学部事務長 2013/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 04 学籍 入学生名簿(附小) 教育学部事務長 2013/4/1 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 04 学籍 入学台帳(支援) 教育学部事務長 2013/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 04 学籍 入学台帳(附小) 教育学部事務長 2013/4/1 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 04 学籍 学生連絡票 教育学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 04 学籍 学生異動(教育学部) 教育学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 04 学籍 現住所届、改姓届等(教育学部) 教育学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 04 学籍 身元保証書(教育学部) 教育学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 04 学籍 誓書(教育学部) 教育学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 04 学籍 修了生台帳(教育学部) 教育学部事務長 2014/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 04 学籍 修了生台帳(教育学部委託生) 教育学部事務長 2014/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 04 学籍 修了生台帳(教育学部研究生) 教育学部事務長 2014/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 04 学籍 修了判定資料(教育学部) 教育学部事務長 2014/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄



平成25年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿(教育学部) 教育学部事務長 2014/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿(支援) 教育学部事務長 2014/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿(大学院)(教育学部) 教育学部事務長 2014/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿(特別支援教育特別専攻科)(教育学部) 教育学部事務長 2014/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿(附小) 教育学部事務長 2014/4/1 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿(附中) 教育学部事務長 2014/4/1 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿(附幼) 教育学部事務長 2014/4/1 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 04 学籍 生徒名簿(附中) 教育学部事務長 2014/4/1 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 04 学籍 卒園生名簿(附幼) 教育学部事務長 2014/4/1 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 04 学籍 卒園台帳(附幼) 教育学部事務長 2014/4/1 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 04 学籍 卒業証書台帳(特支) 教育学部事務長 2014/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 04 学籍 卒業生台帳(教育学部) 教育学部事務長 2014/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 04 学籍 卒業生台帳(附中) 教育学部事務長 2014/4/1 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 04 学籍 卒業生名簿(附小) 教育学部事務長 2014/4/1 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 04 学籍 卒業生名簿(附中) 教育学部事務長 2014/4/1 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 04 学籍 卒業台帳(附小) 教育学部事務長 2014/4/1 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 04 学籍 入園生名簿(附幼) 教育学部事務長 2014/4/1 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 04 学籍 入園台帳(附幼) 教育学部事務長 2014/4/1 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 04 学籍 入学生名簿(支援) 教育学部事務長 2014/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 04 学籍 入学生名簿(附小) 教育学部事務長 2014/4/1 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 04 学籍 入学台帳(支援) 教育学部事務長 2014/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 04 学籍 入学台帳(附小) 教育学部事務長 2014/4/1 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 04 学籍 学生連絡票 教育学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 04 学籍 現住所届、改姓届等(附中) 教育学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 04 学籍 学生異動(教育学部) 教育学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 04 学籍 現住所届、改姓届等(教育学部) 教育学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 04 学籍 身元保証書(教育学部) 教育学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 04 学籍 誓書(教育学部) 教育学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 04 学籍 修了判定資料(教育学部) 教育学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 04 学籍 生徒名簿(附中) 教育学部事務長 2015/4/1 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 04 学籍 卒業生台帳(教育学部) 教育学部事務長 2015/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 04 学籍 卒業生台帳(附中) 教育学部事務長 2015/4/1 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿(教育学部) 教育学部事務長 2015/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿(支援) 教育学部事務長 2015/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿(大学院)(教育学部) 教育学部事務長 2015/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿(特別支援教育特別専攻科)(教育学部) 教育学部事務長 2015/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿(附小) 教育学部事務長 2015/4/1 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿(附中) 教育学部事務長 2015/4/1 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿(附幼) 教育学部事務長 2015/4/1 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 04 学籍 修了生台帳(教育学部) 教育学部事務長 2015/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄



平成26年度 E 教育一般 04 学籍 修了生台帳(教育学部委託生) 教育学部事務長 2015/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 04 学籍 修了生台帳(教育学部研究生) 教育学部事務長 2015/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 04 学籍 卒園生名簿(附幼) 教育学部事務長 2015/4/1 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 04 学籍 卒園台帳(附幼) 教育学部事務長 2015/4/1 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 04 学籍 卒業証書台帳(特支) 教育学部事務長 2015/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 04 学籍 卒業生名簿(附小) 教育学部事務長 2015/4/1 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 04 学籍 卒業生名簿(附中) 教育学部事務長 2015/4/1 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 04 学籍 卒業台帳(附小) 教育学部事務長 2015/4/1 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 04 学籍 入園生名簿(附幼) 教育学部事務長 2015/4/1 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 04 学籍 入園台帳(附幼) 教育学部事務長 2015/4/1 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 04 学籍 入学生名簿(支援) 教育学部事務長 2015/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 04 学籍 入学生名簿(附小) 教育学部事務長 2015/4/1 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 04 学籍 入学台帳(支援) 教育学部事務長 2015/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 04 学籍 入学台帳(附小) 教育学部事務長 2015/4/1 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 04 学籍 卒業判定(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 04 学籍 在学生月例報告一覧(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 04 学籍 受験許可書(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 04 学籍 転課程等試験(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 04 学籍 学生連絡票 教育学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 04 学籍 現住所届、改姓届等(附中) 教育学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 04 学籍 改姓届等(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 04 学籍 学生異動(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 04 学籍 現住所届、改姓届等(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 04 学籍 身元保証書(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 04 学籍 誓書(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 04 学籍 修了判定資料(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 04 学籍 生徒名簿(附中) 教育学部事務長 2016/4/1 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 04 学籍 卒業証書台帳(特支) 教育学部事務長 2016/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 04 学籍 卒業生台帳(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 04 学籍 卒業生台帳(附中) 教育学部事務長 2016/4/1 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿(支援) 教育学部事務長 2016/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿(大学院)(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿(特別支援教育特別専攻科)(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿(附小) 教育学部事務長 2016/4/1 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿(附中) 教育学部事務長 2016/4/1 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿(附幼) 教育学部事務長 2016/4/1 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 04 学籍 修了生台帳(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 04 学籍 修了生台帳(教育学部委託生) 教育学部事務長 2016/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 04 学籍 修了生台帳(教育学部研究生) 教育学部事務長 2016/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄



平成27年度 E 教育一般 04 学籍 卒園台帳(附幼) 教育学部事務長 2016/4/1 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 04 学籍 卒業生台帳(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 04 学籍 卒業生名簿(附中) 教育学部事務長 2016/4/1 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 04 学籍 卒業台帳(附小) 教育学部事務長 2016/4/1 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 04 学籍 入園生名簿(附幼) 教育学部事務長 2016/4/1 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 04 学籍 入学生名簿(支援) 教育学部事務長 2016/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 04 学籍 入学生名簿(附小) 教育学部事務長 2016/4/1 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 04 学籍 入学台帳(支援) 教育学部事務長 2016/4/1 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 委託生（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 科目等履修生（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 研究生申請（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 特別聴講生（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 研究生申請(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 委託生(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 科目等履修生(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 特別聴講生(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 委託生(教育学部) 教育学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 科目等履修生(教育学部) 教育学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 研究生申請(教育学部) 教育学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 特別聴講生(教育学部) 教育学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 委託生(教育学部) 教育学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 科目等履修生(教育学部) 教育学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 研究生申請(教育学部) 教育学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 特別聴講生(教育学部) 教育学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 委託生(教育学部) 教育学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 科目等履修生(教育学部) 教育学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 研究生申請(教育学部) 教育学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 特別聴講生(教育学部) 教育学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 委託生(教育学部) 教育学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 科目等履修生(教育学部) 教育学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 研究生申請(教育学部) 教育学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 特別聴講生(教育学部) 教育学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 委託生(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 科目等履修生(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 研究生申請(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 特別聴講生(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 06 学生生活 健康管理（支援） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 06 学生生活 健康管理(附小) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 教員室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 06 学生生活 健康管理（附中） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 06 学生生活 健康管理(附幼) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 教員室 教育学部事務長 廃棄



平成30年度 E 教育一般 06 学生生活 事故報告(教育学部) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 06 学生生活 健康管理（支援） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 06 学生生活 事故報告(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 06 学生生活 学生の懲戒処分(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 06 学生生活 教室使用願(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 06 学生生活 学生の事故(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 06 学生生活 健康管理(支援) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 06 学生生活 健康管理(附小) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 06 学生生活 健康管理(附中) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 06 学生生活 健康管理(附幼) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 06 学生生活 授業料免除 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 07 学生支援 障害学生修学支援（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 07 学生支援 求人票(教育学部) 教育学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 07 学生支援 教員採用･就職(教育学部) 教育学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 07 学生支援 日本スポーツ振興センター 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 07 学生支援 授業料免除 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 07 学生支援 奨学金返還免除(教育学部) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 07 学生支援 障害学生修学支援（教育学部） 教育学部事務長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 07 学生支援 教員採用･就職(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 07 学生支援 教科書(附属学校) 教育学部事務長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 07 学生支援 日本スポーツ振興センター 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 07 学生支援 授業料免除 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 07 学生支援 奨学金返還免除(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 07 学生支援 就学援助（附中） 教育学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 07 学生支援 給食（支援） 教育学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 07 学生支援 給食(附小･幼) 教育学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 07 学生支援 教科書（支援） 教育学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 07 学生支援 教科書(附小･幼) 教育学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 07 学生支援 教科書（附中） 教育学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 07 学生支援 高等学校等就学支援金交付金（支援） 教育学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 07 学生支援 就学援助(附小) 教育学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 07 学生支援 特別支援教育就学奨励費交付金（支援） 教育学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 07 学生支援 日本スポーツ振興センター（支援） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 07 学生支援 日本スポーツ振興センター(附小) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 07 学生支援 日本スポーツ振興センター（附中） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 07 学生支援 日本スポーツ振興センター(附幼) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 07 学生支援 給食（支援） 教育学部事務長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 07 学生支援 教科書（支援） 教育学部事務長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 07 学生支援 高等学校等就学支援金交付金（支援） 教育学部事務長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 07 学生支援 特別支援教育就学奨励費交付金（支援） 教育学部事務長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄



令和元年度 E 教育一般 07 学生支援 日本スポーツ振興センター（支援） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 07 学生支援 インターンシップ 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 07 学生支援 財団法人･都道府県等奨学金(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 07 学生支援 奨学金(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 07 学生支援 日本スポーツ振興センター 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 07 学生支援 日本スポーツ振興センター(支援) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 07 学生支援 日本スポーツ振興センター(附小) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 07 学生支援 日本スポーツ振興センター(附中) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 07 学生支援 日本スポーツ振興センター(附幼) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 08 留学生 留学生(教育学部) 教育学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 08 留学生 留学生(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 08 留学生 国費留学生(教育学部) 教育学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 08 留学生 留学生(教育学部) 教育学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 08 留学生 留学生奨学金(教育学部) 教育学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 08 留学生 国費留学生(教育学部) 教育学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 08 留学生 留学生(教育学部) 教育学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 08 留学生 留学生奨学金(教育学部) 教育学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 08 留学生 国費留学生(教育学部) 教育学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 08 留学生 留学生(教育学部) 教育学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 08 留学生 留学生奨学金(教育学部) 教育学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 08 留学生 国費留学生(教育学部) 教育学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 08 留学生 留学生(教育学部) 教育学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 08 留学生 留学生奨学金(教育学部) 教育学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 08 留学生 チューター(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 08 留学生 国費留学生(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 08 留学生 留学生(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 08 留学生 留学生奨学金(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 10 大学教育改革支援 大学院教育改革ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ(若手研究者養成費)(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 私費外国人留学生入試実施(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 私費外国人留学生入試出願書類(不合格者)(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 編入学試験答案 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 編入学手続(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 一般入試実施(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 一般入試出願書類(不合格者)(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 合格者判定資料(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 合格者判定資料(附小) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 教員室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 合格者判定資料(附中) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 合格者判定資料(附幼) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 園長室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 推薦入試実施(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 推薦入試出願書類(不合格者)(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄



平成28年度 E 教育一般 01 入試 大学院入学試験答案(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 大学院入試実施(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 大学院入試出願書類(不合格者)(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 大学入試センター試験実施(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 特別支援教育特別専攻科入学試験答案(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 特別支援教育特別専攻科入試実施(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 特別支援教育特別専攻科入試出願書類(不合格者)(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 入学試験答案(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 編入学試験出願書類(不合格者)(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 出願書類一式(附小) 教育学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 校長室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 出願書類一式(附幼) 教育学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 園長室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 入学試験(附小) 教育学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 入学試験(附幼) 教育学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 一般入試出願書類(合格者)(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 推薦入試出願書類(合格者)(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 大学院入試出願書類(合格者)(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 特別支援教育特別専攻科入試出願書類(合格者)(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 入学試験基本方針(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 編入学試験実施(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 編入学試験出願書類(合格者)(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 編入学募集要項(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 15 2032/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 編入学試験問題･解答用紙(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 15 2032/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 合格通知書(附中) 教育学部事務長 2017/4/1 15 2032/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 合格者名簿(附小) 教育学部事務長 2017/4/1 15 2032/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 合格者名簿(附中) 教育学部事務長 2017/4/1 15 2032/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 合格者名簿(附幼) 教育学部事務長 2017/4/1 15 2032/3/31 紙 園長室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 大学院入学試験問題･解答用紙(保存用)(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 15 2032/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 特別支援教育特別専攻科入学試験問題･解答用紙(保存用)教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 15 2032/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 入学試験合格者(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 15 2032/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 入学試験問題･解答用紙(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 15 2032/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 編入学試験合格者(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 15 2032/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 募集要項(附小) 教育学部事務長 2017/4/1 15 2032/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 募集要項(附中) 教育学部事務長 2017/4/1 15 2032/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 募集要項(附幼) 教育学部事務長 2017/4/1 15 2032/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 私費外国人留学生入試実施（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 私費外国人留学生入試出願書類（不合格者）（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 編入学試験答案 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 編入学手続（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 一般入試実施（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 一般入試出願書類（不合格者）（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄



平成29年度 E 教育一般 01 入試 合格者判定資料（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 合格者判定資料(附小) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 教員室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 合格者判定資料(附幼) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 園長室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 推薦入試実施（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 推薦入試出願書類（不合格者）（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 大学入試センター試験実施（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 入学試験答案（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 編入学試験出願書類（不合格者）（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 出願書類一式(附小) 教育学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 校長室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 出願書類一式(附幼) 教育学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 園長室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 入学試験(附小) 教育学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 入学試験(附幼) 教育学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 一般入試出願書類（合格者）（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 私費外国人留学生入試出願書類(合格者)(教育学部) 教育学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 推薦入試出願書類（合格者）（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 入学試験基本方針（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 入試出願書類（合格者）（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 編入学試験実施（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 編入学試験出願書類（合格者）（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 編入学募集要項（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 15 2033/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 編入学試験問題･解答用紙（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 15 2033/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 合格者名簿(附小) 教育学部事務長 2018/4/1 15 2033/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 合格者名簿(附幼) 教育学部事務長 2018/4/1 15 2033/3/31 紙 園長室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 入学試験合格者（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 15 2033/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 入学試験問題･解答用紙（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 15 2033/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 編入学試験合格者（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 15 2033/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 募集要項(附小) 教育学部事務長 2018/4/1 15 2033/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 募集要項(附幼) 教育学部事務長 2018/4/1 15 2033/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 合格者判定資料(附小) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 教員室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 合格者判定資料(附幼) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 園長室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 出願書類一式(附小) 教育学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 校長室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 出願書類一式(附幼) 教育学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 園長室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 入学試験(附小) 教育学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 入学試験(附幼) 教育学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 合格者名簿(附小) 教育学部事務長 2020/4/1 15 2035/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 合格者名簿(附幼) 教育学部事務長 2020/4/1 15 2035/3/31 紙 園長室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 募集要項(附小) 教育学部事務長 2020/4/1 15 2035/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 募集要項(附幼) 教育学部事務長 2020/4/1 15 2035/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 合格者判定資料(支援) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 合格者名簿(支援) 教育学部事務長 2017/4/1 15 2032/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄



平成28年度 E 教育一般 01 入試 合格証(支援) 教育学部事務長 2017/4/1 15 2032/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 募集要項(支援) 教育学部事務長 2017/4/1 15 2032/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 合格者判定資料（支援） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 合格者判定資料（附中） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 合格通知書（附中） 教育学部事務長 2018/4/1 15 2033/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 合格者名簿（支援） 教育学部事務長 2018/4/1 15 2033/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 合格者名簿（附中） 教育学部事務長 2018/4/1 15 2033/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 合格証（支援） 教育学部事務長 2018/4/1 15 2033/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 募集要項（支援） 教育学部事務長 2018/4/1 15 2033/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 募集要項（附中） 教育学部事務長 2018/4/1 15 2033/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 合格者判定資料（附中） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 合格通知書（附中） 教育学部事務長 2020/4/1 15 2035/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 合格者名簿（附中） 教育学部事務長 2020/4/1 15 2035/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 募集要項（附中） 教育学部事務長 2020/4/1 15 2035/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 ガイダンス(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 証明書交付願(附中) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院教育実践高度化専攻(会議･報告会) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院教育実践高度化専攻(実習) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 日本語教育プログラム 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 身分証明書(生徒用)発行名簿(附中) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 意志確認書(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 茨城県近代美術館との連携事業(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 学外授業届(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 学芸員資格(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 学校図書館司書教諭(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 教育職員免許状(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 教室使用願(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 健康運動指導士(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 公認スポーツ指導者(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 社会教育実習(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 授業科目一覧および授業時間割作成(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 授業実施(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 集中講義(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 小学校教員資格認定試験(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 証明書(附小) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 証明書(附中) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 証明書(附幼) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 証明書交付願(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 成績修正(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 成績代行入力(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄



平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院学生学外実習派遣(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 単位認定(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 調査研究･研修依頼(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 定期試験･追試験(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 特殊教育実習(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 履修科目申告票(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 履修科目届(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 履修登録(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 履修要項(教育学部)作成 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 臨床医学･看護学臨床実習(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 介護等体験(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 教育実習(帰省実習)(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 教育実習(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 教育実習(幼稚園実習)(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 教育実習指導計画(附小) 教育学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 教員室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 教育実習指導計画(附中) 教育学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 教育実習指導計画(附幼) 教育学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 教員室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 教育職員免許状課程認定(特別専攻科) 教育学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 教員免許状更新講習(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 教育職員免許状課程認定(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 指導要録(附小) 教育学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 教員室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 指導要録(附中) 教育学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 指導要録(附幼) 教育学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 園長室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 学部成績原簿(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 無期限 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 学部成績原簿(専攻科含む)(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 無期限 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 科目等履修生成績原簿(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 無期限 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院成績原簿(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 無期限 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 免許ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ成績原簿(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 無期限 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 学生便覧(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 無期限 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 授業科目一覧および授業時間割(専攻科含む)(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 無期限 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 授業計画(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 無期限 CD 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 履修要項(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 無期限 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 ｉＯＰ（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 ガイダンス（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 高等学校との連携協定（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院教育実践高度化専攻（会議･報告会） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院教育実践高度化専攻（実習） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 日本語教育プログラム 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 免許法認定講習 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 書類保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 意志確認書（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄



平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 茨城県近代美術館との連携事業（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 学外授業届（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 学芸員資格（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 学校図書館司書教諭（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 教育職員免許状（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 健康運動指導士（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 公認スポーツ指導者（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 社会教育実習（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 授業科目一覧および授業時間割作成（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 授業実施（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 集中講義（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 小学校教員資格認定試験（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 証明書(附小) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 証明書(附幼) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 証明書交付願（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 成績修正（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 成績代行入力（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院学生学外実習派遣（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 単位認定（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 調査研究･研修依頼（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 定期試験･追試験（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 特殊教育実習（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 履修科目申告票（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 履修科目届（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 履修登録（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 履修要項（教育学部）作成 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 臨床医学･看護学臨床実習（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 教育実習指導計画(附小) 教育学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 教員室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 教育実習指導計画(附幼) 教育学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 教員室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 教育職員免許状課程認定(教職大学院) 教育学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 教育職員免許状課程認定(大学院) 教育学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 教育職員免許状課程認定（特別専攻科） 教育学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 教員免許状更新講習（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 教育職員免許状課程認定（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 指導要録(附小) 教育学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 教員室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 指導要録(附幼) 教育学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 園長室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 学部成績原簿（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 無期限 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 科目等履修生成績原簿（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 無期限 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 免許ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ成績原簿（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 無期限 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 授業科目一覧および授業時間割（専攻科含む）（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 無期限 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄



平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 授業計画（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 無期限 CD 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 履修要項（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 無期限 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 免許法認定講習成績原簿（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 無期限 紙 書類保管庫 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 証明書(附小) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 証明書(附幼) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 教育実習指導計画(附小) 教育学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 教員室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 教育実習指導計画(附幼) 教育学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 教員室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 指導要録(附小) 教育学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 教員室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 指導要録(附幼) 教育学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 園長室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 身分証明書(児童･生徒用)発行名簿(支援) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 証明書交付願(支援) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 介護体験証明書(支援) 教育学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 教育実習指導計画(支援) 教育学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 指導要録(支援) 教育学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 証明書交付願（附中） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 身分証明書（生徒用）発行名簿（附中） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 身分証明書（児童･生徒用）発行名簿（支援） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 証明書（附中） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 証明書交付願（支援） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 介護体験証明書（支援） 教育学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 教育実習指導計画（支援） 教育学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 教育実習指導計画（附中） 教育学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 指導要録（支援） 教育学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 指導要録（附中） 教育学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 証明書交付願（附中） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 身分証明書（生徒用）発行名簿（附中） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 証明書（附中） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 教育実習指導計画（附中） 教育学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 指導要録（附中） 教育学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 職員室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 03 学位 学位論文(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 03 学位 学位論文審査(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 03 学位 卒業研究題目申告票(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 03 学位 卒業研究（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 03 学位 卒業研究題目申告票（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 03 学位 学位論文（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 03 学位 学位論文審査（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿（附中） 教育学部事務長 2020/4/1 無期限 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 04 学籍 在学生月例報告一覧(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 04 学籍 卒業判定(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 04 学籍 転課程等試験(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄



平成28年度 E 教育一般 04 学籍 学生連絡票 教育学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 04 学籍 現住所届、改姓届等(附中) 教育学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 04 学籍 改姓届等(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 04 学籍 学生異動(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 04 学籍 身元保証書(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 04 学籍 誓書(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 04 学籍 修了生台帳(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 04 学籍 修了判定資料(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 04 学籍 生徒名簿(附中) 教育学部事務長 2017/4/1 無期限 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 04 学籍 卒業生台帳(附中) 教育学部事務長 2017/4/1 無期限 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 無期限 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿(大学院)(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 無期限 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿(特別支援教育特別専攻科)(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 無期限 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿(附小) 教育学部事務長 2017/4/1 無期限 紙 教員室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿(附中) 教育学部事務長 2017/4/1 無期限 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿(附幼) 教育学部事務長 2017/4/1 無期限 紙 園長室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 04 学籍 卒園台帳(附幼) 教育学部事務長 2017/4/1 無期限 紙 園長室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 04 学籍 卒業生台帳(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 無期限 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 04 学籍 卒業生台帳(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 無期限 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 04 学籍 卒業生名簿(附中) 教育学部事務長 2017/4/1 無期限 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 04 学籍 卒業台帳(附小) 教育学部事務長 2017/4/1 無期限 紙 教員室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 04 学籍 入園生名簿(附幼) 教育学部事務長 2017/4/1 無期限 紙 園長室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 04 学籍 入学生名簿(附小) 教育学部事務長 2017/4/1 無期限 紙 教員室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 04 学籍 卒業判定（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 04 学籍 転課程等試験（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿(附小) 教育学部事務長 2018/4/1 無期限 紙 教員室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿(附幼) 教育学部事務長 2018/4/1 無期限 紙 園長室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 04 学籍 修了生台帳（教育学部委託生） 教育学部事務長 2018/4/1 無期限 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 04 学籍 修了生台帳（教育学部研究生） 教育学部事務長 2018/4/1 無期限 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 04 学籍 卒園台帳(附幼) 教育学部事務長 2018/4/1 無期限 紙 園長室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 04 学籍 卒業生台帳（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 無期限 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 04 学籍 卒業台帳(附小) 教育学部事務長 2018/4/1 無期限 紙 教員室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 04 学籍 入園生名簿(附幼) 教育学部事務長 2018/4/1 無期限 紙 園長室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 04 学籍 入学生名簿(附小) 教育学部事務長 2018/4/1 無期限 紙 教員室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿(附小) 教育学部事務長 2020/4/1 無期限 紙 教員室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿(附幼) 教育学部事務長 2020/4/1 無期限 紙 園長室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 04 学籍 卒園台帳(附幼) 教育学部事務長 2020/4/1 無期限 紙 園長室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 04 学籍 卒業台帳(附小) 教育学部事務長 2020/4/1 無期限 紙 教員室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 04 学籍 入園生名簿(附幼) 教育学部事務長 2020/4/1 無期限 紙 園長室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 04 学籍 入学生名簿(附小) 教育学部事務長 2020/4/1 無期限 紙 教員室 教育学部事務長 廃棄



平成28年度 E 教育一般 04 学籍 卒業証書台帳(支援) 教育学部事務長 2017/4/1 無期限 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿(支援) 教育学部事務長 2017/4/1 無期限 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 04 学籍 入学生名簿(支援) 教育学部事務長 2017/4/1 無期限 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 04 学籍 入学台帳(支援) 教育学部事務長 2017/4/1 無期限 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 04 学籍 在学生月例報告一覧（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 04 学籍 学生連絡票 教育学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 04 学籍 現住所届、改姓届等（附中） 教育学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 04 学籍 改姓届等（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 04 学籍 学生異動（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 04 学籍 身元保証書（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 04 学籍 誓書（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 04 学籍 修了判定資料（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 04 学籍 生徒名簿（附中） 教育学部事務長 2018/4/1 無期限 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 04 学籍 卒業証書台帳（支援） 教育学部事務長 2018/4/1 無期限 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 04 学籍 卒業生台帳（附中） 教育学部事務長 2018/4/1 無期限 紙 職員室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 無期限 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿（支援） 教育学部事務長 2018/4/1 無期限 紙 職員室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿（大学院）（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 無期限 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿（特別支援教育特別専攻科）（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 無期限 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿（附中） 教育学部事務長 2018/4/1 無期限 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 04 学籍 修了生台帳（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 無期限 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 04 学籍 卒業生台帳（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 無期限 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 04 学籍 卒業生名簿（附中） 教育学部事務長 2018/4/1 無期限 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 04 学籍 入学生名簿（支援） 教育学部事務長 2018/4/1 無期限 紙 職員室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 04 学籍 入学台帳（支援） 教育学部事務長 2018/4/1 無期限 紙 職員室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 04 学籍 現住所届、改姓届等（附中） 教育学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 04 学籍 生徒名簿（附中） 教育学部事務長 2020/4/1 無期限 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 04 学籍 卒業生台帳（附中） 教育学部事務長 2020/4/1 無期限 紙 職員室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 04 学籍 卒業生名簿（附中） 教育学部事務長 2020/4/1 無期限 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 委託生(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 科目等履修生(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 研究生申請(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 特別聴講生(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 10 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 委託生（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 科目等履修生（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 研究生申請（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 特別聴講生（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 06 学生生活 学生教育研究災害障害保険振替払込請求書兼受領書写し 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 06 学生生活 学生の事故(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 06 学生生活 健康管理(支援) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄



平成28年度 E 教育一般 06 学生生活 健康管理(附小) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 教員室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 06 学生生活 健康管理(附中) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 06 学生生活 健康管理(附幼) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 教員室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 06 学生生活 授業料免除 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 06 学生生活 学生の事故（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 06 学生生活 教室使用願（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 06 学生生活 健康管理（支援） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 06 学生生活 健康管理(附小) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 教員室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 06 学生生活 健康管理（附中） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 06 学生生活 健康管理(附幼) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 教員室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 06 学生生活 健康管理（附中） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 06 学生生活 健康管理(附小) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 教員室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 06 学生生活 健康管理(附幼) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 教員室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 07 学生支援 インターンシップ 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 07 学生支援 財団法人･都道府県等奨学金(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 07 学生支援 奨学金(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 07 学生支援 日本スポーツ振興センター 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 07 学生支援 日本スポーツ振興センター(支援) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 07 学生支援 日本スポーツ振興センター(附小) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 07 学生支援 日本スポーツ振興センター(附中) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 07 学生支援 日本スポーツ振興センター(附幼) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 07 学生支援 就学援助（附中） 教育学部事務長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 07 学生支援 求人票（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 07 学生支援 給食（支援） 教育学部事務長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 07 学生支援 給食(附小･幼) 教育学部事務長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 07 学生支援 教員採用（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 07 学生支援 教科書（支援） 教育学部事務長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 07 学生支援 教科書(附小･幼) 教育学部事務長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 07 学生支援 教科書（附中） 教育学部事務長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 07 学生支援 高等学校等就学支援金交付金（支援） 教育学部事務長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 07 学生支援 就学援助(附小) 教育学部事務長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 07 学生支援 就職（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 07 学生支援 特別支援教育就学奨励費交付金（支援） 教育学部事務長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 07 学生支援 インターンシップ 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 07 学生支援 学生教育研究災害障害保険振替払込請求書兼受領書写し 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 07 学生支援 財団法人･都道府県等奨学金（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 07 学生支援 授業料免除 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 07 学生支援 奨学金（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 07 学生支援 日本スポーツ振興センター 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 07 学生支援 日本スポーツ振興センター（支援） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄



平成29年度 E 教育一般 07 学生支援 日本スポーツ振興センター(附小) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 07 学生支援 日本スポーツ振興センター（附中） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 07 学生支援 日本スポーツ振興センター(附幼) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 07 学生支援 就学援助（附中） 教育学部事務長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 07 学生支援 教科書（附中） 教育学部事務長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 07 学生支援 日本スポーツ振興センター（附中） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 07 学生支援 給食(附小･幼) 教育学部事務長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 07 学生支援 教科書(附小･幼) 教育学部事務長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 07 学生支援 就学援助(附小) 教育学部事務長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 07 学生支援 日本スポーツ振興センター(附小) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 07 学生支援 日本スポーツ振興センター(附幼) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 08 留学生 チューター(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 08 留学生 国費留学生(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 08 留学生 留学生(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 08 留学生 留学生奨学金(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 08 留学生 チューター（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 08 留学生 国費留学生（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 08 留学生 留学生（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 08 留学生 留学生奨学金（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 科学研究費学外分担金(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 科学研究費補助金(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 科学研究費補助金研究成果報告書(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 科学研究費補助金交付申請(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 科学研究費補助金計画調書(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 科学研究費補助金実績報告書･実施状況報告書(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 科学研究費学外分担金(教育学部) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 寄附金(教育学部) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 共同研究(教育学部) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 受託研究(教育学部) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 受託事業(教育学部) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 補助金(教育学部) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 科学研究費助成事業（教育学部） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 科学研究費補助金(教育学部) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 科学研究費補助金研究成果報告書(教育学部) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 科学研究費補助金交付申請(教育学部) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 科学研究費補助金計画調書(教育学部) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 科学研究費補助金実績報告書･実施状況報告書(教育学部) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 寄附金(附小) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 寄附金(附幼) 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 科学研究費学外分担金(教育学部) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄



平成30年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 寄附金(教育学部) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 共同研究(教育学部) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 受託研究(教育学部) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 受託事業(教育学部) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 補助金(教育学部) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 科学研究費助成事業（教育学部） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 科学研究費補助金(教育学部) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 科学研究費補助金研究成果報告書(教育学部) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 科学研究費補助金交付申請(教育学部) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 科学研究費補助金計画調書(教育学部) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 科学研究費補助金実績報告書･実施状況報告書(教育学部) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 寄附金（支援） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 寄附金(附小) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 寄附金（附中） 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 寄附金(附幼) 教育学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 科学研究費学外分担金(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 寄附金(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 共同研究(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 受託研究(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 受託事業(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 補助金(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 科学研究費補助金(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 科学研究費補助金計画調書(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 寄附金（支援） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 寄附金(附小) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 寄附金(附幼) 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 02 外部資金 寄附金(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 02 外部資金 共同研究(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 02 外部資金 受託研究(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 02 外部資金 受託事業(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 02 外部資金 補助金(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 02 外部資金 寄附金(附小) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 02 外部資金 寄附金(附中) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 02 外部資金 寄附金(附幼) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 04 バイオサイエンス等 遺伝子組み換え実験(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 15 2032/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 04 バイオサイエンス等 動物実験(教育学部) 教育学部事務長 2017/4/1 15 2032/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 04 バイオサイエンス等 遺伝子組み換え実験(教育学部) 教育学部事務長 2018/4/1 15 2033/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 04 バイオサイエンス等 動物実験(教育学部) 教育学部事務長 2018/4/1 15 2033/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 04 バイオサイエンス等 遺伝子組み換え実験(教育学部) 教育学部事務長 2019/4/1 15 2034/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 04 バイオサイエンス等 動物実験(教育学部) 教育学部事務長 2019/4/1 15 2034/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄



令和元年度 F 研究一般 04 バイオサイエンス等 遺伝子組み換え実験(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 15 2035/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 04 バイオサイエンス等 動物実験(教育学部) 教育学部事務長 2020/4/1 15 2035/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 寄附金（附中） 教育学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 科学研究費学外分担金(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 科学研究費補助金(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 科学研究費補助金研究成果報告書(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 科学研究費補助金計画調書(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 科学研究費補助金交付申請(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 科学研究費補助金交付申請(支援)(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 科学研究費補助金実績報告書･実施状況報告書(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 寄附金（附中） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 02 外部資金 寄附金(支援) 教育学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 02 外部資金 寄附金(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 02 外部資金 寄附金(支援) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 02 外部資金 寄附金(附小) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 02 外部資金 寄附金(附中) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 02 外部資金 寄附金(附幼) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 02 外部資金 共同研究(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 02 外部資金 受託研究(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 02 外部資金 受託事業(文部科学省)(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 F 研究一般 04 バイオサイエンス等 遺伝子組み換え実験(教育学部) 教育学部事務長 2015/4/1 15 2030/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 F 研究一般 04 バイオサイエンス等 動物実験(教育学部) 教育学部事務長 2015/4/1 15 2030/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成26年度 F 研究一般 04 バイオサイエンス等 ヒトゲノム･遺伝子解析研究、臨床研究又は疫学研究(教育学部) 教育学部事務長 2015/4/1 15 2030/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 04 バイオサイエンス等 遺伝子組み換え実験(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 15 2031/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 04 バイオサイエンス等 動物実験(教育学部) 教育学部事務長 2016/4/1 15 2031/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

令和元年度 I 社会連携 04 高大連携 茨城大学高大連携事業（教育学部） 教育学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 教育学部事務長 廃棄

1971/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 授業科目一覧および授業時間割(昭和46年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1971/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(昭和46年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1971/4/1 教育学部 学務第一係 卒業･修了関係 卒業生台帳(昭和46年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1971/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 履修要項(昭和46年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1972/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 授業科目一覧および授業時間割(昭和47年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1972/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(昭和47年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1972/4/1 教育学部 学務第一係 卒業･修了関係 卒業生台帳(昭和47年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1972/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 履修要項(昭和47年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1973/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 授業科目一覧および授業時間割(昭和48年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1973/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(昭和48年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1973/4/1 教育学部 学務第一係 卒業･修了関係 卒業生台帳(昭和48年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1973/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 履修要項(昭和48年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1974/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 授業科目一覧および授業時間割(昭和49年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1974/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(昭和49年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄



1974/4/1 教育学部 学務第一係 卒業･修了関係 卒業生台帳(昭和49年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1974/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 履修要項(昭和49年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1975/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 授業科目一覧および授業時間割(昭和50年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1975/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(昭和50年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1975/4/1 教育学部 学務第一係 卒業･修了関係 卒業生台帳(昭和50年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1975/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 履修要項(昭和50年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1976/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 授業科目一覧および授業時間割(昭和51年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1976/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(昭和51年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1976/4/1 教育学部 学務第一係 卒業･修了関係 卒業生台帳(昭和51年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1976/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 履修要項(昭和51年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1977/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 授業科目一覧および授業時間割(昭和52年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1977/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 授業計画(昭和52年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1977/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(昭和52年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1977/4/1 教育学部 学務第一係 卒業･修了関係 卒業生台帳(昭和52年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1977/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 履修要項(昭和52年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1978/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 授業科目一覧および授業時間割(昭和53年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1978/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 授業計画(昭和53年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1978/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(昭和53年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1978/4/1 教育学部 学務第一係 卒業･修了関係 卒業生台帳(昭和53年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1978/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 履修要項(昭和53年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1979/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 授業科目一覧および授業時間割(昭和54年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1979/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 授業計画(昭和54年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1979/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(昭和54年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1979/4/1 教育学部 学務第一係 卒業･修了関係 卒業生台帳(昭和54年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1979/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 履修要項(昭和54年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1980/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 授業科目一覧および授業時間割(昭和55年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1980/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 授業計画(昭和55年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1980/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(昭和55年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1980/4/1 教育学部 学務第一係 卒業･修了関係 卒業生台帳(昭和55年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1980/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 履修要項(昭和55年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1981/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 授業科目一覧および授業時間割(昭和56年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1981/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 授業計画(昭和56年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1981/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(昭和56年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1981/4/1 教育学部 学務第一係 卒業･修了関係 卒業生台帳(昭和56年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1981/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 履修要項(昭和56年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1982/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 授業科目一覧および授業時間割(昭和57年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1982/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 授業計画(昭和57年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1982/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(昭和57年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1982/4/1 教育学部 学務第一係 卒業･修了関係 卒業生台帳(昭和57年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1982/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 履修要項(昭和57年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄



1983/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 授業科目一覧および授業時間割(昭和58年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1983/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 授業計画(昭和58年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1983/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(昭和58年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1983/4/1 教育学部 学務第一係 卒業･修了関係 卒業生台帳(昭和58年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1983/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 履修要項(昭和58年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1984/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 授業科目一覧および授業時間割(昭和59年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1984/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 授業計画(昭和59年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1984/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(昭和59年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1984/4/1 教育学部 学務第一係 卒業･修了関係 卒業生台帳(昭和59年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1984/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 履修要項(昭和59年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1985/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 授業科目一覧および授業時間割(昭和60年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1985/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 授業計画(昭和60年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1985/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(昭和60年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1985/4/1 教育学部 学務第一係 卒業･修了関係 卒業生台帳(昭和60年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1985/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 履修要項(昭和60年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1986/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 授業科目一覧および授業時間割(昭和61年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1986/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 授業計画(昭和61年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1986/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(昭和61年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1986/4/1 教育学部 学務第一係 卒業･修了関係 卒業生台帳(昭和61年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1986/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 履修要項(昭和61年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1987/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 授業科目一覧および授業時間割(昭和62年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1987/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 授業計画(昭和62年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1987/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(昭和62年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1987/4/1 教育学部 学務第一係 卒業･修了関係 卒業生台帳(昭和62年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1987/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 履修要項(昭和62年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1988/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 授業科目一覧および授業時間割(昭和63年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1988/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 授業計画(昭和63年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1988/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(昭和63年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1988/4/1 教育学部 学務第一係 卒業･修了関係 卒業生台帳(昭和63年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1988/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 履修要項(昭和63年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1989/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 授業科目一覧および授業時間割(平成元年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1989/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 授業計画(平成元年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1989/4/1 教育学部 学務第一係 卒業･修了関係 修了生台帳(平成元年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1989/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(平成元年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1989/4/1 教育学部 学務第一係 卒業･修了関係 卒業生台帳(平成元年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1989/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 履修要項(平成元年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1990/4/1 教育学部 学務第一係 広報関係 教育学部案内(平成2年度) 教育学部教務第一係 30 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1990/4/1 教育学部 学務第一係 入試業務関係 入学試験合格者(平成2年度) 教育学部教務第二係 30 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1990/4/1 教育学部 学務第一係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙(平成2年度) 教育学部教務第二係 30 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1990/4/1 教育学部 学務第一係 入試募集関係 募集要項(平成2年度) 教育学部教務第二係 30 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄



1990/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 授業科目一覧および授業時間割(平成2年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1990/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 授業計画(平成2年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1990/4/1 教育学部 学務第一係 卒業･修了関係 修了生台帳(平成2年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1990/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(平成2年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1990/4/1 教育学部 学務第一係 卒業･修了関係 卒業生台帳(平成2年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1990/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 履修要項(平成2年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1991/4/1 教育学部 学務第一係 広報関係 教育学部案内(平成3年度) 教育学部教務第一係 30 2022/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1991/4/1 教育学部 学務第一係 入試業務関係 入学試験合格者(平成3年度) 教育学部教務第二係 30 2022/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1991/4/1 教育学部 学務第一係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙(平成3年度) 教育学部教務第二係 30 2022/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1991/4/1 教育学部 学務第一係 入試募集関係 募集要項(平成3年度) 教育学部教務第二係 30 2022/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1991/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 授業科目一覧および授業時間割(平成3年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1991/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 授業計画(平成3年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1991/4/1 教育学部 学務第一係 卒業･修了関係 修了生台帳(平成3年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1991/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(平成3年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1991/4/1 教育学部 学務第一係 卒業･修了関係 卒業生台帳(平成3年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1991/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 履修要項(平成3年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1992/4/1 教育学部 学務第一係 広報関係 教育学部案内(平成4年度) 教育学部教務第一係 30 2023/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1992/4/1 教育学部 学務第一係 入試業務関係 入学試験合格者(平成4年度) 教育学部教務第二係 30 2023/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1992/4/1 教育学部 学務第一係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙(平成4年度) 教育学部教務第二係 30 2023/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1992/4/1 教育学部 学務第一係 入試募集関係 募集要項(平成4年度) 教育学部教務第二係 30 2023/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1992/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 授業科目一覧および授業時間割(平成4年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1992/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 授業計画(平成4年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1992/4/1 教育学部 学務第一係 卒業･修了関係 修了生台帳(平成4年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1992/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(平成4年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1992/4/1 教育学部 学務第一係 卒業･修了関係 卒業生台帳(平成4年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1992/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 履修要項(平成4年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1993/4/1 教育学部 学務第一係 広報関係 教育学部案内(平成5年度) 教育学部教務係 30 2024/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1993/4/1 教育学部 学務第一係 入試業務関係 入学試験合格者(平成5年度) 教育学部教務第二係 30 2024/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1993/4/1 教育学部 学務第一係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙(平成5年度) 教育学部教務第二係 30 2024/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1993/4/1 教育学部 学務第一係 入試募集関係 募集要項(平成5年度) 教育学部教務第二係 30 2024/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1993/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 授業科目一覧および授業時間割(平成5年度) 教育学部教務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1993/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 授業計画(平成5年度) 教育学部教務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1993/4/1 教育学部 学務第一係 卒業･修了関係 修了生台帳(平成5年度) 教育学部教務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1993/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(平成5年度) 教育学部教務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1993/4/1 教育学部 学務第一係 卒業･修了関係 卒業生台帳(平成5年度) 教育学部教務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1993/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 履修要項(平成5年度) 教育学部教務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1994/4/1 教育学部 学務第一係 広報関係 教育学部案内(平成6年度) 教育学部教務係 30 2025/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1994/4/1 教育学部 学務第一係 入試業務関係 入学試験合格者(平成6年度) 教育学部教務係 30 2025/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1994/4/1 教育学部 学務第一係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙(平成6年度) 教育学部教務係 30 2025/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1994/4/1 教育学部 学務第一係 入試募集関係 募集要項(平成6年度) 教育学部教務係 30 2025/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄



1994/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 授業科目一覧および授業時間割(平成6年度) 教育学部教務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1994/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 授業計画(平成6年度) 教育学部教務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1994/4/1 教育学部 学務第一係 卒業･修了関係 修了生台帳(平成6年度) 教育学部教務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1994/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(平成6年度) 教育学部教務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1994/4/1 教育学部 学務第一係 卒業･修了関係 卒業生台帳(平成6年度) 教育学部教務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1994/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 履修要項(平成6年度) 教育学部教務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1995/4/1 教育学部 学務第一係 広報関係 教育学部案内(平成7年度) 教育学部教務係 30 2026/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1995/4/1 教育学部 学務第一係 入試業務関係 入学試験合格者(平成7年度) 教育学部教務係 30 2026/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1995/4/1 教育学部 学務第一係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙(平成7年度) 教育学部教務係 30 2026/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1995/4/1 教育学部 学務第一係 入試募集関係 募集要項(平成7年度) 教育学部教務係 30 2026/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1995/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 授業科目一覧および授業時間割(平成7年度) 教育学部教務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1995/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 授業計画(平成7年度) 教育学部教務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1995/4/1 教育学部 学務第一係 卒業･修了関係 修了生台帳(平成7年度) 教育学部教務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1995/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(平成7年度) 教育学部教務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1995/4/1 教育学部 学務第一係 卒業･修了関係 卒業生台帳(平成7年度) 教育学部教務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1995/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 履修要項(平成7年度) 教育学部教務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1996/4/1 教育学部 学務第一係 広報関係 教育学部案内(平成8年度) 教育学部教務係 30 2027/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1996/4/1 教育学部 学務第一係 入試業務関係 入学試験合格者(平成8年度) 教育学部教務係 30 2027/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1996/4/1 教育学部 学務第一係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙(平成8年度) 教育学部教務係 30 2027/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1996/4/1 教育学部 学務第一係 入試募集関係 募集要項(平成8年度) 教育学部教務係 30 2027/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1996/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 授業科目一覧および授業時間割(平成8年度) 教育学部教務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1996/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 授業計画(平成8年度) 教育学部教務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1996/4/1 教育学部 学務第一係 卒業･修了関係 修了生台帳(平成8年度) 教育学部教務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1996/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(平成8年度) 教育学部教務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1996/4/1 教育学部 学務第一係 卒業･修了関係 卒業生台帳(平成8年度) 教育学部教務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1996/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 履修要項(平成8年度) 教育学部教務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1997/4/1 教育学部 学務第一係 広報関係 教育学部案内(平成9年度) 教育学部学務係 30 2028/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1997/4/1 教育学部 学務第一係 入試業務関係 入学試験合格者(平成9年度) 教育学部学務係 30 2028/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1997/4/1 教育学部 学務第一係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙(平成9年度) 教育学部学務係 30 2028/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1997/4/1 教育学部 学務第一係 入試募集関係 募集要項(平成9年度) 教育学部学務係 30 2028/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1997/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 学籍簿(平成9年度) 教育学部学務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1997/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 授業科目一覧および授業時間割(平成9年度) 教育学部学務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1997/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 授業計画(平成9年度) 教育学部学務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1997/4/1 教育学部 学務第一係 卒業･修了関係 修了生台帳(平成9年度) 教育学部学務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1997/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(平成9年度) 教育学部学務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1997/4/1 教育学部 学務第一係 卒業･修了関係 卒業生台帳(平成9年度) 教育学部学務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1997/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 履修要項(平成9年度) 教育学部学務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1998/4/1 教育学部 学務第一係 広報関係 教育学部案内(平成10年度) 教育学部学務係 30 2029/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1998/4/1 教育学部 学務第一係 入試業務関係 入学試験合格者(平成10年度) 教育学部学務係 30 2029/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1998/4/1 教育学部 学務第一係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙(平成10年度) 教育学部学務係 30 2029/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄



1998/4/1 教育学部 学務第一係 入試募集関係 募集要項(平成10年度) 教育学部学務係 30 2029/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1998/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 授業科目一覧および授業時間割(平成10年度) 教育学部学務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1998/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 授業計画(平成10年度) 教育学部学務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1998/4/1 教育学部 学務第一係 卒業･修了関係 修了生台帳(平成10年度) 教育学部学務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1998/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(平成10年度) 教育学部学務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1998/4/1 教育学部 学務第一係 卒業･修了関係 卒業生台帳(平成10年度) 教育学部学務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1998/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 履修要項(平成10年度) 教育学部学務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1999/4/1 教育学部 学務第一係 広報関係 教育学部案内(平成11年度) 教育学部学務係 30 2030/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1999/4/1 教育学部 学務第一係 入試業務関係 入学試験合格者(平成11年度) 教育学部学務係 30 2030/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1999/4/1 教育学部 学務第一係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙(平成11年度) 教育学部学務係 30 2030/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1999/4/1 教育学部 学務第一係 入試募集関係 募集要項(平成11年度) 教育学部学務係 30 2030/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1999/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 授業科目一覧および授業時間割(平成11年度) 教育学部学務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1999/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 授業計画(平成11年度) 教育学部学務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1999/4/1 教育学部 学務第一係 卒業･修了関係 修了生台帳(平成11年度) 教育学部学務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1999/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(平成11年度) 教育学部学務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1999/4/1 教育学部 学務第一係 卒業･修了関係 卒業生台帳(平成11年度) 教育学部学務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1999/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 履修要項(平成11年度) 教育学部学務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2000/4/1 教育学部 学務第一係 広報関係 教育学部案内(平成12年度) 教育学部学務係 30 2031/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2000/4/1 教育学部 学務第一係 入試業務関係 入学試験合格者(平成12年度) 教育学部学務係 30 2031/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2000/4/1 教育学部 学務第一係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙(平成12年度) 教育学部学務係 30 2031/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2000/4/1 教育学部 学務第一係 入試募集関係 募集要項(平成12年度) 教育学部学務係 30 2031/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2000/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 授業科目一覧および授業時間割(平成12年度) 教育学部学務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2000/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 授業計画(平成12年度) 教育学部学務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2000/4/1 教育学部 学務第一係 卒業･修了関係 修了生台帳(平成12年度) 教育学部学務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2000/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(平成12年度) 教育学部学務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2000/4/1 教育学部 学務第一係 卒業･修了関係 卒業生台帳(平成12年度) 教育学部学務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2000/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 履修要項(平成12年度) 教育学部学務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2001/4/1 教育学部 学務第一係 広報関係 教育学部案内(平成13年度) 教育学部学務係 30 2032/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2001/4/1 教育学部 学務第一係 入試業務関係 入学試験合格者(平成13年度) 教育学部学務係 30 2032/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2001/4/1 教育学部 学務第一係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙(平成13年度) 教育学部学務係 30 2032/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2001/4/1 教育学部 学務第一係 入試募集関係 募集要項(平成13年度) 教育学部学務係 30 2032/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2001/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 授業科目一覧および授業時間割(平成13年度) 教育学部学務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2001/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 授業計画(平成13年度) 教育学部学務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2001/4/1 教育学部 学務第一係 卒業･修了関係 修了生台帳(平成13年度) 教育学部学務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2001/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(平成13年度) 教育学部学務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2001/4/1 教育学部 学務第一係 卒業･修了関係 卒業生台帳(平成13年度) 教育学部学務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2001/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 履修要項(平成13年度) 教育学部学務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2002/4/1 教育学部 学務第一係 広報関係 教育学部案内(平成14年度) 教育学部学務係 30 2033/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2002/4/1 教育学部 学務第一係 入試業務関係 入学試験合格者(平成14年度) 教育学部学務係 30 2033/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2002/4/1 教育学部 学務第一係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙(平成14年度) 教育学部学務係 30 2033/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄



2002/4/1 教育学部 学務第一係 入試募集関係 募集要項(平成14年度) 教育学部学務係 30 2033/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2002/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 授業科目一覧および授業時間割(平成14年度) 教育学部学務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2002/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 授業計画(平成14年度) 教育学部学務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2002/4/1 教育学部 学務第一係 卒業･修了関係 修了生台帳(平成14年度) 教育学部学務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2002/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(平成14年度) 教育学部学務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2002/4/1 教育学部 学務第一係 卒業･修了関係 卒業生台帳(平成14年度) 教育学部学務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2002/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 履修要項(平成14年度) 教育学部学務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2003/4/1 教育学部 学務第一係 広報関係 教育学部案内(平成15年度) 教育学部学務係 30 2034/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2003/4/1 教育学部 学務第一係 入試業務関係 入学試験合格者(平成15年度) 教育学部学務係 30 2034/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2003/4/1 教育学部 学務第一係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙(平成15年度) 教育学部学務係 30 2034/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2003/4/1 教育学部 学務第一係 入試募集関係 募集要項(平成15年度) 教育学部学務係 30 2034/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2003/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 授業科目一覧および授業時間割(平成15年度) 教育学部学務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2003/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 授業計画(平成15年度) 教育学部学務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2003/4/1 教育学部 学務第一係 卒業･修了関係 修了生台帳(平成15年度) 教育学部学務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2003/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(平成15年度) 教育学部学務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2003/4/1 教育学部 学務第一係 卒業･修了関係 卒業生台帳(平成15年度) 教育学部学務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2003/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 履修要項(平成15年度) 教育学部学務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2004/4/1 教育学部 学務第一係 広報関係 教育学部案内(平成16年度) 教育学部学務第一係 30 2035/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2004/4/1 教育学部 学務第一係 入試業務関係 入学試験合格者(平成16年度) 教育学部学務第一係 30 2035/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2004/4/1 教育学部 学務第一係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙(平成16年度) 教育学部学務第一係 30 2035/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2004/4/1 教育学部 学務第一係 入試募集関係 募集要項(平成16年度) 教育学部学務第一係 30 2035/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2004/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 授業科目一覧および授業時間割(平成16年度) 教育学部学務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2004/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 授業計画(平成16年度) 教育学部学務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2004/4/1 教育学部 学務第一係 卒業･修了関係 修了生台帳(平成16年度) 教育学部学務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2004/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(平成16年度) 教育学部学務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2004/4/1 教育学部 学務第一係 卒業･修了関係 卒業生台帳(平成16年度) 教育学部学務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2004/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 履修要項(平成16年度) 教育学部学務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2005/4/1 教育学部 学務第一係 広報関係 教育学部案内(平成17年度) 教育学部学務第一係 30 2036/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2005/4/1 教育学部 学務第一係 入試業務関係 入学試験合格者(平成17年度) 教育学部学務第一係 30 2036/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2005/4/1 教育学部 学務第一係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙(平成17年度) 教育学部学務第一係 30 2036/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2005/4/1 教育学部 学務第一係 入試募集関係 募集要項(平成17年度) 教育学部学務第一係 30 2036/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2005/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 授業科目一覧および授業時間割(平成17年度) 教育学部学務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2005/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 授業計画(平成17年度) 教育学部学務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2005/4/1 教育学部 学務第一係 卒業･修了関係 修了生台帳(平成17年度) 教育学部学務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2005/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(平成17年度) 教育学部学務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2005/4/1 教育学部 学務第一係 卒業･修了関係 卒業生台帳(平成17年度) 教育学部学務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2005/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 履修要項(平成17年度) 教育学部学務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2006/4/1 教育学部 学務第一係 広報関係 教育学部案内(平成18年度) 教育学部学務第一係 30 2037/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2006/4/1 教育学部 学務第一係 入試業務関係 入学試験合格者(平成18年度) 教育学部学務第一係 30 2037/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2006/4/1 教育学部 学務第一係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙(平成18年度) 教育学部学務第一係 30 2037/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄



2006/4/1 教育学部 学務第一係 入試募集関係 募集要項(平成18年度) 教育学部学務第一係 30 2037/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2006/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 授業科目一覧および授業時間割(平成18年度) 教育学部学務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2006/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 授業計画(平成18年度) 教育学部学務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2006/4/1 教育学部 学務第一係 卒業･修了関係 修了生台帳(平成18年度) 教育学部学務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2006/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(平成18年度) 教育学部学務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2006/4/1 教育学部 学務第一係 卒業･修了関係 卒業生台帳(平成18年度) 教育学部学務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2006/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 履修要項(平成18年度) 教育学部学務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2007/4/1 教育学部 学務第一係 広報関係 教育学部案内(平成19年度) 教育学部学務第一係 30 2038/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2007/4/1 教育学部 学務第一係 入試業務関係 入学試験合格者(平成19年度) 教育学部学務第一係 30 2038/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2007/4/1 教育学部 学務第一係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙(平成19年度) 教育学部学務第一係 30 2038/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2007/4/1 教育学部 学務第一係 入試募集関係 募集要項(平成19年度) 教育学部学務第一係 30 2038/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2007/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 授業科目一覧および授業時間割(平成19年度) 教育学部学務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2007/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 授業計画(平成19年度) 教育学部学務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2007/4/1 教育学部 学務第一係 卒業･修了関係 修了生台帳(平成19年度) 教育学部学務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2007/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(平成19年度) 教育学部学務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2007/4/1 教育学部 学務第一係 卒業･修了関係 卒業生台帳(平成19年度) 教育学部学務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2007/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 履修要項(平成19年度) 教育学部学務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2008/4/1 教育学部 学務第一係 広報関係 教育学部案内(平成20年度) 教育学部学務第一係 30 2039/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2008/4/1 教育学部 学務第一係 入試業務関係 入学試験合格者(平成20年度) 教育学部学務第一係 30 2039/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2008/4/1 教育学部 学務第一係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙(平成20年度) 教育学部学務第一係 30 2039/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2008/4/1 教育学部 学務第一係 入試募集関係 募集要項(平成20年度) 教育学部学務第一係 30 2039/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2008/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 授業科目一覧および授業時間割(平成20年度) 教育学部学務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2008/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 授業計画(平成20年度) 教育学部学務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2008/4/1 教育学部 学務第一係 卒業･修了関係 修了生台帳(平成20年度) 教育学部学務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2008/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(平成20年度) 教育学部学務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2008/4/1 教育学部 学務第一係 卒業･修了関係 卒業生台帳(平成20年度) 教育学部学務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2008/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 履修要項(平成20年度) 教育学部学務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2009/4/1 教育学部 学務第一係 広報関係 教育学部案内(平成21年度) 教育学部学務第一係 30 2040/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2009/4/1 教育学部 学務第一係 入試業務関係 入学試験合格者(平成21年度) 教育学部学務第一係 30 2040/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2009/4/1 教育学部 学務第一係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙(平成21年度) 教育学部学務第一係 30 2040/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2009/4/1 教育学部 学務第一係 入試募集関係 募集要項(平成21年度) 教育学部学務第一係 30 2040/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2009/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 授業科目一覧および授業時間割(平成21年度) 教育学部学務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2009/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 授業計画(平成21年度) 教育学部学務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2009/4/1 教育学部 学務第一係 卒業･修了関係 修了生台帳(平成21年度) 教育学部学務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2009/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(平成21年度) 教育学部学務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2009/4/1 教育学部 学務第一係 卒業･修了関係 卒業生台帳(平成21年度) 教育学部学務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2009/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 履修要項(平成21年度) 教育学部学務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2010/4/1 教育学部 学務第一係 非正規学生関係 委託生申請(平成22年度) 教育学部学務第一係 10 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2010/4/1 教育学部 学務第一係 非正規学生関係 科目等履修生申請(平成22年度) 教育学部学務第一係 10 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2010/4/1 教育学部 学務第一係 資格取得関係 学芸員資格(平成22年度) 教育学部学務第一係 10 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄



2010/4/1 教育学部 学務第一係 非正規学生関係 研究生申請(平成22年度) 教育学部学務第一係 10 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2010/4/1 教育学部 学務第一係 広報関係 教育学部案内(平成22年度) 教育学部学務第一係 30 2041/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2010/4/1 教育学部 学務第一係 入試業務関係 入学試験合格者(平成22年度) 教育学部学務第一係 30 2041/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2010/4/1 教育学部 学務第一係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙(平成22年度) 教育学部学務第一係 30 2041/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2010/4/1 教育学部 学務第一係 入試募集関係 募集要項(平成22年度) 教育学部学務第一係 30 2041/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2010/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 授業科目一覧および授業時間割(平成22年度) 教育学部学務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2010/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 授業計画(平成22年度) 教育学部学務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2010/4/1 教育学部 学務第一係 卒業･修了関係 修了生台帳(平成22年度) 教育学部学務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2010/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(平成22年度) 教育学部学務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2010/4/1 教育学部 学務第一係 卒業･修了関係 卒業生台帳(平成22年度) 教育学部学務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2010/4/1 教育学部 学務第一係 履修関係 履修要項(平成22年度) 教育学部学務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1984/4/1 教育学部 学務第二係 履修関係 学生便覧(昭和59年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1984/4/1 教育学部 学務第二係 履修関係 学籍簿(昭和59年度) 教育学部学生係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1985/4/1 教育学部 学務第二係 履修関係 学生便覧(昭和60年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1985/4/1 教育学部 学務第二係 履修関係 学籍簿(昭和60年度) 教育学部学生係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1986/4/1 教育学部 学務第二係 履修関係 学生便覧(昭和61年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1986/4/1 教育学部 学務第二係 履修関係 学籍簿(昭和61年度) 教育学部学生係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1987/4/1 教育学部 学務第二係 履修関係 学生便覧(昭和62年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1987/4/1 教育学部 学務第二係 履修関係 学籍簿(昭和62年度) 教育学部学生係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1988/4/1 教育学部 学務第二係 履修関係 学生便覧(昭和63年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1988/4/1 教育学部 学務第二係 履修関係 学籍簿(昭和63年度) 教育学部学生係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1989/4/1 教育学部 学務第二係 学位授与関係 学位論文(平成元年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1989/4/1 教育学部 学務第二係 履修関係 学生便覧(平成元年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1989/4/1 教育学部 学務第二係 履修関係 学籍簿(平成元年度) 教育学部学生係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1990/4/1 教育学部 学務第二係 広報関係 教育学研究科案内(平成2年度) 教育学部教務第一係 30 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1990/4/1 教育学部 学務第二係 学位授与関係 学位論文(平成2年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1990/4/1 教育学部 学務第二係 履修関係 学生便覧(平成2年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1990/4/1 教育学部 学務第二係 履修関係 学籍簿(平成2年度) 教育学部学生係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1991/4/1 教育学部 学務第二係 広報関係 教育学研究科案内(平成3年度) 教育学部教務第一係 30 2022/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1991/4/1 教育学部 学務第二係 学位授与関係 学位論文(平成3年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1991/4/1 教育学部 学務第二係 履修関係 学生便覧(平成3年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1991/4/1 教育学部 学務第二係 履修関係 学籍簿(平成3年度) 教育学部学生係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1992/4/1 教育学部 学務第二係 広報関係 教育学研究科案内(平成4年度) 教育学部教務第一係 30 2023/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1992/4/1 教育学部 学務第二係 学位授与関係 学位論文(平成4年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1992/4/1 教育学部 学務第二係 履修関係 学生便覧(平成4年度) 教育学部教務第一係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1992/4/1 教育学部 学務第二係 履修関係 学籍簿(平成4年度) 教育学部学生係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1993/4/1 教育学部 学務第二係 広報関係 教育学研究科案内(平成5年度) 教育学部教務係 30 2024/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1993/4/1 教育学部 学務第二係 学位授与関係 学位論文(平成5年度) 教育学部教務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1993/4/1 教育学部 学務第二係 履修関係 学生便覧(平成5年度) 教育学部教務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1993/4/1 教育学部 学務第二係 履修関係 学籍簿(平成5年度) 教育学部学生係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄



1994/4/1 教育学部 学務第二係 広報関係 教育学研究科案内(平成6年度) 教育学部教務係 30 2025/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1994/4/1 教育学部 学務第二係 学位授与関係 学位論文(平成6年度) 教育学部教務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1994/4/1 教育学部 学務第二係 履修関係 学生便覧(平成6年度) 教育学部教務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1994/4/1 教育学部 学務第二係 履修関係 学籍簿(平成6年度) 教育学部専門職員（学生） 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1995/4/1 教育学部 学務第二係 広報関係 教育学研究科案内(平成7年度) 教育学部教務係 30 2026/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1995/4/1 教育学部 学務第二係 学位授与関係 学位論文(平成7年度) 教育学部教務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1995/4/1 教育学部 学務第二係 履修関係 学生便覧(平成7年度) 教育学部教務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1995/4/1 教育学部 学務第二係 履修関係 学籍簿(平成7年度) 教育学部専門職員（学生） 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1996/4/1 教育学部 学務第二係 広報関係 教育学研究科案内(平成8年度) 教育学部教務係 30 2027/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1996/4/1 教育学部 学務第二係 学位授与関係 学位論文(平成8年度) 教育学部教務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1996/4/1 教育学部 学務第二係 履修関係 学生便覧(平成8年度) 教育学部教務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1996/4/1 教育学部 学務第二係 履修関係 学籍簿(平成8年度) 教育学部学務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1997/4/1 教育学部 学務第二係 広報関係 教育学研究科案内(平成9年度) 教育学部学務係 30 2028/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1997/4/1 教育学部 学務第二係 学位授与関係 学位論文(平成9年度) 教育学部学務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1997/4/1 教育学部 学務第二係 履修関係 学生便覧(平成9年度) 教育学部学務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1998/4/1 教育学部 学務第二係 広報関係 教育学研究科案内(平成10年度) 教育学部学務係 30 2029/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1998/4/1 教育学部 学務第二係 学位授与関係 学位論文(平成10年度) 教育学部学務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1998/4/1 教育学部 学務第二係 履修関係 学生便覧(平成10年度) 教育学部学務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1998/4/1 教育学部 学務第二係 履修関係 学籍簿(平成10年度) 教育学部学務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1999/4/1 教育学部 学務第二係 広報関係 教育学研究科案内(平成11年度) 教育学部学務係 30 2030/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1999/4/1 教育学部 学務第二係 学位授与関係 学位論文(平成11年度) 教育学部学務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1999/4/1 教育学部 学務第二係 履修関係 学生便覧(平成11年度) 教育学部学務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1999/4/1 教育学部 学務第二係 履修関係 学籍簿(平成11年度) 教育学部学務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2000/4/1 教育学部 学務第二係 広報関係 教育学研究科案内(平成12年度) 教育学部学務係 30 2031/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2000/4/1 教育学部 学務第二係 学位授与関係 学位論文(平成12年度) 教育学部学務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2000/4/1 教育学部 学務第二係 履修関係 学生便覧(平成12年度) 教育学部学務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2000/4/1 教育学部 学務第二係 履修関係 学籍簿(平成12年度) 教育学部学務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2001/4/1 教育学部 学務第二係 広報関係 教育学研究科案内(平成13年度) 教育学部学務係 30 2032/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2001/4/1 教育学部 学務第二係 学位授与関係 学位論文(平成13年度) 教育学部学務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2001/4/1 教育学部 学務第二係 履修関係 学生便覧(平成13年度) 教育学部学務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2001/4/1 教育学部 学務第二係 履修関係 学籍簿(平成13年度) 教育学部学務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2002/4/1 教育学部 学務第二係 広報関係 教育学研究科案内(平成14年度) 教育学部学務係 30 2033/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2002/4/1 教育学部 学務第二係 学位授与関係 学位論文(平成14年度) 教育学部学務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2002/4/1 教育学部 学務第二係 履修関係 学生便覧(平成14年度) 教育学部学務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2002/4/1 教育学部 学務第二係 履修関係 学籍簿(平成14年度) 教育学部学務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2003/4/1 教育学部 学務第二係 広報関係 教育学研究科案内(平成15年度) 教育学部学務係 30 2034/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2003/4/1 教育学部 学務第二係 学位授与関係 学位論文(平成15年度) 教育学部学務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2003/4/1 教育学部 学務第二係 履修関係 学生便覧(平成15年度) 教育学部学務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2003/4/1 教育学部 学務第二係 履修関係 学籍簿(平成15年度) 教育学部学務係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2004/4/1 教育学部 学務第二係 広報関係 教育学研究科案内(平成16年度) 教育学部学務係 30 2035/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄



2004/4/1 教育学部 学務第二係 学位授与関係 学位論文(平成16年度) 教育学部学務第二係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2004/4/1 教育学部 学務第二係 履修関係 学生便覧(平成16年度) 教育学部学務第二係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2004/4/1 教育学部 学務第二係 履修関係 学籍簿(平成16年度) 教育学部学務第二係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2005/4/1 教育学部 学務第二係 広報関係 教育学研究科案内(平成17年度) 教育学部学務係 30 2036/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2005/4/1 教育学部 学務第二係 学位授与関係 学位論文(平成17年度) 教育学部学務第二係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2005/4/1 教育学部 学務第二係 履修関係 学生便覧(平成17年度) 教育学部学務第二係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2005/4/1 教育学部 学務第二係 履修関係 学籍簿(平成17年度) 教育学部学務第二係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2006/4/1 教育学部 学務第二係 広報関係 教育学研究科案内(平成18年度) 教育学部学務係 30 2037/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2006/4/1 教育学部 学務第二係 学位授与関係 学位論文(平成18年度) 教育学部学務第二係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2006/4/1 教育学部 学務第二係 履修関係 学生便覧(平成18年度) 教育学部学務第二係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2006/4/1 教育学部 学務第二係 履修関係 学籍簿(平成18年度) 教育学部学務第二係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2007/4/1 教育学部 学務第二係 学位授与関係 学位論文(平成19年度) 教育学部学務第二係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2007/4/1 教育学部 学務第二係 履修関係 学生便覧(平成19年度) 教育学部学務第二係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2007/4/1 教育学部 学務第二係 履修関係 学籍簿(平成19年度) 教育学部学務第二係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2008/4/1 教育学部 学務第二係 学位授与関係 学位論文(平成20年度) 教育学部学務第二係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2008/4/1 教育学部 学務第二係 履修関係 学生便覧(平成20年度) 教育学部学務第二係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2008/4/1 教育学部 学務第二係 履修関係 学籍簿(平成20年度) 教育学部学務第二係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2009/4/1 教育学部 学務第二係 学位授与関係 学位論文(平成21年度) 教育学部学務第二係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2009/4/1 教育学部 学務第二係 履修関係 学生便覧(平成21年度) 教育学部学務第二係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2009/4/1 教育学部 学務第二係 履修関係 学籍簿(平成21年度) 教育学部学務第二係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2010/4/1 教育学部 学務第二係 教育･研究関係 茨城県教育研究連盟(平成22年度) 教育学部学務第二係 10 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2010/4/1 教育学部 学務第二係 実習･実地体験関係 介護等体験(平成22年度) 教育学部学務第二係 10 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2010/4/1 教育学部 学務第二係 学生身分異動関係 休学･復学･退学･除籍(平成22年度) 教育学部学務第二係 10 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2010/4/1 教育学部 学務第二係 実習･実地体験関係 教育実習(帰省実習)(平成22年度) 教育学部学務第二係 10 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2010/4/1 教育学部 学務第二係 実習･実地体験関係 教育実習(平成22年度) 教育学部学務第二係 10 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2010/4/1 教育学部 学務第二係 実習･実地体験関係 教育実習(幼稚園実習)(平成22年度) 教育学部学務第二係 10 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2010/4/1 教育学部 学務第二係 学生諸届出書類関係 身元保証書･改正届･現住所届･誓書等(平成22年度) 教育学部学務第二係 10 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2010/4/1 教育学部 学務第二係 実習･実地体験関係 特殊教育実習(平成22年度) 教育学部学務第二係 10 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2010/4/1 教育学部 学務第二係 実習･実地体験関係 養護実習(平成22年度) 教育学部学務第二係 10 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2010/4/1 教育学部 学務第二係 実習･実地体験関係 臨床医学･看護学臨床実習(平成22年度) 教育学部学務第二係 10 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2010/4/1 教育学部 学務第二係 学位授与関係 学位論文(平成22年度) 教育学部学務第二係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2010/4/1 教育学部 学務第二係 履修関係 学生便覧(平成22年度) 教育学部学務第二係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2010/4/1 教育学部 学務第二係 履修関係 学籍簿(平成22年度) 教育学部学務第二係 無期限 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1990/4/1 教育学部 総務係 会議(学内)関係 教授会(平成2年度) 教育学部庶務係 30 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1990/4/1 教育学部 総務係 会議(学内)関係 研究科委員会(平成2年度) 教育学部庶務係 30 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1991/4/1 教育学部 総務係 会議(学内)関係 教授会(平成3年度) 教育学部庶務係 30 2022/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1991/4/1 教育学部 総務係 会議(学内)関係 研究科委員会(平成3年度) 教育学部庶務係 30 2022/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1992/4/1 教育学部 総務係 会議(学内)関係 教授会(平成4年度) 教育学部庶務係 30 2023/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1992/4/1 教育学部 総務係 会議(学内)関係 研究科委員会(平成4年度) 教育学部庶務係 30 2023/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1993/4/1 教育学部 総務係 会議(学内)関係 教授会(平成5年度) 教育学部庶務係 30 2024/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄



1993/4/1 教育学部 総務係 会議(学内)関係 研究科委員会(平成5年度) 教育学部庶務係 30 2024/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1994/4/1 教育学部 総務係 会議(学内)関係 教授会(平成6年度) 教育学部庶務係 30 2025/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1994/4/1 教育学部 総務係 会議(学内)関係 研究科委員会(平成6年度) 教育学部庶務係 30 2025/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1995/4/1 教育学部 総務係 会議(学内)関係 教授会(平成7年度) 教育学部庶務係 30 2026/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1995/4/1 教育学部 総務係 会議(学内)関係 研究科委員会(平成7年度) 教育学部庶務係 30 2026/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1996/4/1 教育学部 総務係 会議(学内)関係 教授会(平成8年度) 教育学部庶務係 30 2027/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1996/4/1 教育学部 総務係 会議(学内)関係 研究科委員会(平成8年度) 教育学部庶務係 30 2027/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1997/4/1 教育学部 総務係 会議(学内)関係 教授会(平成9年度) 教育学部総務係 30 2028/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1997/4/1 教育学部 総務係 会議(学内)関係 研究科委員会(平成9年度) 教育学部総務係 30 2028/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1998/4/1 教育学部 総務係 会議(学内)関係 教授会(平成10年度) 教育学部総務係 30 2029/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1998/4/1 教育学部 総務係 会議(学内)関係 研究科委員会(平成10年度) 教育学部総務係 30 2029/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1999/4/1 教育学部 総務係 会議(学内)関係 教授会(平成11年度) 教育学部総務係 30 2030/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1999/4/1 教育学部 総務係 会議(学内)関係 研究科委員会(平成11年度) 教育学部総務係 30 2030/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2000/4/1 教育学部 総務係 会議(学内)関係 教授会(平成12年度) 教育学部総務係 30 2031/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2000/4/1 教育学部 総務係 会議(学内)関係 研究科委員会(平成12年度) 教育学部総務係 30 2031/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2001/4/1 教育学部 総務係 会議(学内)関係 教授会(平成13年度) 教育学部総務係 30 2032/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2001/4/1 教育学部 総務係 会議(学内)関係 研究科委員会(平成13年度) 教育学部総務係 30 2032/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2002/4/1 教育学部 総務係 会議(学内)関係 教授会(平成14年度) 教育学部総務係 30 2033/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2002/4/1 教育学部 総務係 会議(学内)関係 研究科委員会(平成14年度) 教育学部総務係 30 2033/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2003/4/1 教育学部 総務係 会議(学内)関係 教授会(平成15年度) 教育学部総務係 30 2034/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2003/4/1 教育学部 総務係 会議(学内)関係 研究科委員会(平成15年度) 教育学部総務係 30 2034/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2004/4/1 教育学部 総務係 会議(学内)関係 教授会(平成16年度) 教育学部総務係 30 2035/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2004/4/1 教育学部 総務係 会議(学内)関係 研究科委員会(平成16年度) 教育学部総務係 30 2035/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2005/4/1 教育学部 総務係 会議(学内)関係 教育会議(平成17年度) 教育学部総務係 30 2036/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2005/4/1 教育学部 総務係 会議(学内)関係 教授会(平成17年度) 教育学部総務係 30 2036/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2005/4/1 教育学部 総務係 会議(学内)関係 研究科委員会(平成17年度) 教育学部総務係 30 2036/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2006/4/1 教育学部 総務係 会議(学内)関係 教育会議(平成18年度) 教育学部総務係 30 2037/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2006/4/1 教育学部 総務係 会議(学内)関係 教授会(平成18年度) 教育学部総務係 30 2037/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2006/4/1 教育学部 総務係 会議(学内)関係 研究科委員会(平成18年度) 教育学部総務係 30 2037/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2007/4/1 教育学部 総務係 会議(学内)関係 教育会議(平成19年度) 教育学部総務係 30 2038/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2007/4/1 教育学部 総務係 会議(学内)関係 教授会(平成19年度) 教育学部総務係 30 2038/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2007/4/1 教育学部 総務係 会議(学内)関係 研究科委員会(平成19年度) 教育学部総務係 30 2038/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2008/4/1 教育学部 総務係 会議(学内)関係 教育会議(平成20年度) 教育学部総務係 30 2039/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2008/4/1 教育学部 総務係 会議(学内)関係 教授会(平成20年度) 教育学部総務係 30 2039/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2008/4/1 教育学部 総務係 会議(学内)関係 研究科委員会(平成20年度) 教育学部総務係 30 2039/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2009/4/1 教育学部 総務係 会議(学内)関係 教育会議(平成21年度) 教育学部総務係 30 2040/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2009/4/1 教育学部 総務係 会議(学内)関係 教授会(平成21年度) 教育学部総務係 30 2040/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2009/4/1 教育学部 総務係 会議(学内)関係 研究科委員会(平成21年度) 教育学部総務係 30 2040/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2010/4/1 教育学部 総務係 会議(学内)関係 教育会議(平成22年度) 教育学部総務係 30 2041/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2010/4/1 教育学部 総務係 会議(学内)関係 教授会(平成22年度) 教育学部総務係 30 2041/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄



2010/4/1 教育学部 総務係 会議(学内)関係 研究科委員会(平成22年度) 教育学部総務係 30 2041/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1981/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 卒業･修了関係 卒業･卒園生台帳(昭和56年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1982/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 卒業･修了関係 卒業･卒園生台帳(昭和57年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1983/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 卒業･修了関係 卒業･卒園生台帳(昭和58年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1984/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 卒業･修了関係 卒業･卒園生台帳(昭和59年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1984/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 履修関係 入学(園)･卒業(園)生名簿(昭和59年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1985/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 卒業･修了関係 卒業･卒園生台帳(昭和60年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1985/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 履修関係 入学(園)･卒業(園)生名簿(昭和60年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1986/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 卒業･修了関係 卒業･卒園生台帳(昭和61年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1986/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 履修関係 入学(園)･卒業(園)生名簿(昭和61年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1987/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 卒業･修了関係 卒業･卒園生台帳(昭和62年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1987/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 履修関係 入学(園)･卒業(園)生名簿(昭和62年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1988/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 卒業･修了関係 卒業･卒園生台帳(昭和63年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1988/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 履修関係 入学(園)･卒業(園)生名簿(昭和63年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1989/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 卒業･修了関係 卒業･卒園生台帳(平成元年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1989/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 履修関係 入学(園)･卒業(園)生名簿(平成元年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1990/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 広報関係 学校要覧(小学校･幼稚園)(平成2年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 30 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1990/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 入試業務関係 合格者名簿(平成2年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 30 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1990/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 入試募集関係 募集要項(平成2年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 30 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1990/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 卒業･修了関係 卒業･卒園生台帳(平成2年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1990/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 履修関係 入学(園)･卒業(園)生名簿(平成2年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1991/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 広報関係 学校要覧(小学校･幼稚園)(平成3年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 30 2022/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1991/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 入試業務関係 合格者名簿(平成3年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 30 2022/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1991/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 入試募集関係 募集要項(平成3年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 30 2022/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1991/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 卒業･修了関係 卒業･卒園生台帳(平成3年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1991/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 履修関係 入学(園)･卒業(園)生名簿(平成3年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1992/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 広報関係 学校要覧(小学校･幼稚園)(平成4年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 30 2023/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1992/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 入試業務関係 合格者名簿(平成4年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 30 2023/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1992/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 入試募集関係 募集要項(平成4年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 30 2023/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1992/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 卒業･修了関係 卒業･卒園生台帳(平成4年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1992/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 履修関係 入学(園)･卒業(園)生名簿(平成4年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1993/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 広報関係 学校要覧(小学校･幼稚園)(平成5年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 30 2024/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1993/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 入試業務関係 合格者名簿(平成5年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 30 2024/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1993/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 入試募集関係 募集要項(平成5年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 30 2024/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1993/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 卒業･修了関係 卒業･卒園生台帳(平成5年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1993/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 履修関係 入学(園)･卒業(園)生名簿(平成5年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1994/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 広報関係 学校要覧(小学校･幼稚園)(平成6年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 30 2025/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1994/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 入試業務関係 合格者名簿(平成6年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 30 2025/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1994/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 入試募集関係 募集要項(平成6年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 30 2025/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1994/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 卒業･修了関係 卒業･卒園生台帳(平成6年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄



1994/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 履修関係 入学(園)･卒業(園)生名簿(平成6年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1995/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 広報関係 学校要覧(小学校･幼稚園)(平成7年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 30 2026/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1995/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 入試業務関係 合格者名簿(平成7年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 30 2026/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1995/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 履修関係 指導要録(学籍記録)(平成7年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 30 2026/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1995/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 入試募集関係 募集要項(平成7年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 30 2026/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1995/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 卒業･修了関係 卒業･卒園生台帳(平成7年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1995/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 履修関係 入学(園)･卒業(園)生名簿(平成7年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1996/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 広報関係 学校要覧(小学校･幼稚園)(平成8年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 30 2027/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1996/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 入試業務関係 合格者名簿(平成8年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 30 2027/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1996/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 入試募集関係 募集要項(平成8年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 30 2027/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1996/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 卒業･修了関係 卒業･卒園生台帳(平成8年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1996/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 履修関係 入学(園)･卒業(園)生名簿(平成8年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1997/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 広報関係 学校要覧(小学校･幼稚園)(平成9年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 30 2028/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1997/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 入試業務関係 合格者名簿(平成9年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 30 2028/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1997/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 入試募集関係 募集要項(平成9年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 30 2028/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1997/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 卒業･修了関係 卒業･卒園生台帳(平成9年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1997/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 履修関係 入学(園)･卒業(園)生名簿(平成9年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1998/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 広報関係 学校要覧(小学校･幼稚園)(平成10年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 30 2029/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1998/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 入試業務関係 合格者名簿(平成10年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 30 2029/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1998/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 入試募集関係 募集要項(平成10年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 30 2029/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1998/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 卒業･修了関係 卒業･卒園生台帳(平成10年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1998/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 履修関係 入学(園)･卒業(園)生名簿(平成10年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1999/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 広報関係 学校要覧(小学校･幼稚園)(平成11年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 30 2030/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1999/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 入試業務関係 合格者名簿(平成11年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 30 2030/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1999/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 入試募集関係 募集要項(平成11年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 30 2030/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1999/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 卒業･修了関係 卒業･卒園生台帳(平成11年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1999/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 履修関係 入学(園)･卒業(園)生名簿(平成11年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2000/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 履修関係 指導要録(学籍記録)(平成12年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 20 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2000/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 広報関係 学校要覧(小学校･幼稚園)(平成12年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 30 2031/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2000/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 入試業務関係 合格者名簿(平成12年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 30 2031/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2000/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 入試募集関係 募集要項(平成12年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 30 2031/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2000/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 卒業･修了関係 卒業･卒園生台帳(平成12年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2000/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 履修関係 入学(園)･卒業(園)生名簿(平成12年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2001/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 履修関係 指導要録(学籍記録)(平成13年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 20 2022/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2001/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 広報関係 学校要覧(小学校･幼稚園)(平成13年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 30 2032/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2001/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 入試業務関係 合格者名簿(平成13年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 30 2032/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2001/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 入試募集関係 募集要項(平成13年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 30 2032/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2001/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 卒業･修了関係 卒業･卒園生台帳(平成13年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2001/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 履修関係 入学(園)･卒業(園)生名簿(平成13年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2002/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 履修関係 指導要録(学籍記録)(平成14年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 20 2023/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄



2002/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 広報関係 学校要覧(小学校･幼稚園)(平成14年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 30 2033/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2002/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 入試業務関係 合格者名簿(平成14年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 30 2033/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2002/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 入試募集関係 募集要項(平成14年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 30 2033/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2002/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 卒業･修了関係 卒業･卒園生台帳(平成14年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2002/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 履修関係 入学(園)･卒業(園)生名簿(平成14年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2003/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 履修関係 指導要録(学籍記録)(平成15年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 20 2024/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2003/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 広報関係 学校要覧(小学校･幼稚園)(平成15年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 30 2034/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2003/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 入試業務関係 合格者名簿(平成15年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 30 2034/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2003/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 入試募集関係 募集要項(平成15年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 30 2034/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2003/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 卒業･修了関係 卒業･卒園生台帳(平成15年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2003/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 履修関係 入学(園)･卒業(園)生名簿(平成15年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2004/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 履修関係 指導要録(学籍記録)(平成16年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 20 2025/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2004/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 広報関係 学校要覧(小学校･幼稚園)(平成16年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 30 2035/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2004/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 入試業務関係 合格者名簿(平成16年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 30 2035/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2004/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 入試業務関係 募集要項(平成16年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 30 2035/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2004/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 卒業･修了関係 卒業･卒園生台帳(平成16年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2004/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 履修関係 入学(園)･卒業(園)生名簿)(平成16年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2005/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 履修関係 指導要録(学籍記録)(平成17年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 20 2026/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2005/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 広報関係 学校要覧(小学校･幼稚園)(平成17年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 30 2036/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2005/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 入試業務関係 合格者名簿(平成17年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 30 2036/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2005/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 入試業務関係 募集要項(平成17年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 30 2036/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2005/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 卒業･修了関係 卒業･卒園生台帳(平成17年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2005/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 履修関係 入学(園)･卒業(園)生名簿)(平成17年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2006/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 履修関係 指導要録(学籍記録)(平成18年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 20 2027/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2006/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 広報関係 学校要覧(小学校･幼稚園)(平成18年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 30 2037/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2006/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 入試業務関係 合格者名簿(平成18年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 30 2037/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2006/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 入試業務関係 募集要項(平成18年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 30 2037/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2006/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 卒業･修了関係 卒業･卒園生台帳(平成18年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2006/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 履修関係 入学(園)･卒業(園)生名簿)(平成18年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2007/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 履修関係 指導要録(学籍記録)(平成19年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 20 2028/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2007/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 広報関係 学校要覧(小学校･幼稚園)(平成19年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 30 2038/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2007/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 入試業務関係 合格者名簿(平成19年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 30 2038/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2007/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 入試業務関係 募集要項(平成19年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 30 2038/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2007/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 卒業･修了関係 卒業･卒園生台帳(平成19年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2007/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 履修関係 入学(園)･卒業(園)生名簿)(平成19年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2008/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 履修関係 指導要録(学籍記録)(平成20年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 20 2029/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2008/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 広報関係 学校要覧(小学校･幼稚園)(平成20年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 30 2039/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2008/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 入試業務関係 合格者名簿(平成20年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 30 2039/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2008/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 入試業務関係 募集要項(平成20年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 30 2039/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2008/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 卒業･修了関係 卒業･卒園生台帳(平成20年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄



2008/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 履修関係 入学(園)･卒業(園)生名簿)(平成20年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2009/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 履修関係 指導要録(学籍記録)(平成21年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 20 2030/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2009/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 広報関係 学校要覧(小学校･幼稚園)(平成21年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 30 2040/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2009/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 入試業務関係 合格者名簿(平成21年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 30 2040/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2009/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 入試業務関係 募集要項(平成21年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 30 2040/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2009/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 卒業･修了関係 卒業･卒園生台帳(平成21年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2009/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 履修関係 入学(園)･卒業(園)生名簿)(平成21年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2010/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 実習･実地体験関係 教育実習指導計画(平成22年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 10 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2010/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 国有財産関係 消防計画書･国有財産監守計画(平成22年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 10 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2010/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 入試業務関係 入学試験実施要項(平成22年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 10 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2010/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 履修関係 指導要録(指導記録)(平成22年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 15 2026/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2010/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 履修関係 指導要録(学籍記録)(平成22年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 20 2031/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2010/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 広報関係 学校要覧(小学校･幼稚園)(平成22年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 30 2041/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2010/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 入試業務関係 合格者名簿(平成22年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 30 2041/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2010/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 入試業務関係 募集要項(平成22年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 30 2041/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2010/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 卒業･修了関係 卒業･卒園生台帳(平成22年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2010/4/1 教育学部 附属小学校･幼稚園係 履修関係 入学(園)･卒業(園)生名簿)(平成22年度) 教育学部附属小学校･幼稚園係 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1981/4/1 教育学部 附属中学校係 卒業･修了関係 卒業生台帳(昭和56年度) 教育学部専門職員（中学校） 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1982/4/1 教育学部 附属中学校係 卒業･修了関係 卒業生台帳(昭和57年度) 教育学部専門職員（中学校） 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1983/4/1 教育学部 附属中学校係 卒業･修了関係 卒業生台帳(昭和58年度) 教育学部専門職員（中学校） 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1984/4/1 教育学部 附属中学校係 卒業･修了関係 卒業生台帳(昭和59年度) 教育学部専門職員（中学校） 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1984/4/1 教育学部 附属中学校係 履修関係 入学･卒業生名簿(昭和59年度) 教育学部専門職員（中学校） 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1985/4/1 教育学部 附属中学校係 卒業･修了関係 卒業生台帳(昭和60年度) 教育学部専門職員（中学校） 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1985/4/1 教育学部 附属中学校係 履修関係 入学･卒業生名簿(昭和60年度) 教育学部専門職員（中学校） 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1986/4/1 教育学部 附属中学校係 卒業･修了関係 卒業生台帳(昭和61年度) 教育学部専門職員（中学校） 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1986/4/1 教育学部 附属中学校係 履修関係 入学･卒業生名簿(昭和61年度) 教育学部専門職員（中学校） 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1987/4/1 教育学部 附属中学校係 卒業･修了関係 卒業生台帳(昭和62年度) 教育学部専門職員（中学校） 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1988/4/1 教育学部 附属中学校係 卒業･修了関係 卒業生台帳(昭和63年度) 教育学部専門職員（中学校） 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1989/4/1 教育学部 附属中学校係 卒業･修了関係 卒業生台帳(平成元年度) 教育学部専門職員（中学校） 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1989/4/1 教育学部 附属中学校係 履修関係 入学･卒業生名簿(平成元年度) 教育学部専門職員（中学校） 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1990/4/1 教育学部 附属中学校係 広報関係 学校要覧(平成2年度) 教育学部専門職員（中学校） 30 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1990/4/1 教育学部 附属中学校係 卒業･修了関係 卒業生台帳(平成2年度) 教育学部専門職員（中学校） 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1990/4/1 教育学部 附属中学校係 履修関係 入学･卒業生名簿(平成2年度) 教育学部専門職員（中学校） 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1991/4/1 教育学部 附属中学校係 広報関係 学校要覧(平成3年度) 教育学部専門職員（中学校） 30 2022/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1991/4/1 教育学部 附属中学校係 卒業･修了関係 卒業生台帳(平成3年度) 教育学部専門職員（中学校） 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1991/4/1 教育学部 附属中学校係 履修関係 入学･卒業生名簿(平成3年度) 教育学部専門職員（中学校） 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1992/4/1 教育学部 附属中学校係 広報関係 学校要覧(平成4年度) 教育学部専門職員（中学校） 30 2023/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1992/4/1 教育学部 附属中学校係 卒業･修了関係 卒業生台帳(平成4年度) 教育学部専門職員（中学校） 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1992/4/1 教育学部 附属中学校係 履修関係 入学･卒業生名簿(平成4年度) 教育学部専門職員（中学校） 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1993/4/1 教育学部 附属中学校係 広報関係 学校要覧(平成5年度) 教育学部専門職員（中学校） 30 2024/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄



1993/4/1 教育学部 附属中学校係 卒業･修了関係 卒業生台帳(平成5年度) 教育学部専門職員（中学校） 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1993/4/1 教育学部 附属中学校係 履修関係 入学･卒業生名簿(平成5年度) 教育学部専門職員（中学校） 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1994/4/1 教育学部 附属中学校係 広報関係 学校要覧(平成6年度) 教育学部専門職員（中学校） 30 2025/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1994/4/1 教育学部 附属中学校係 履修関係 学籍簿(平成6年度) 教育学部専門職員（中学校） 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1994/4/1 教育学部 附属中学校係 卒業･修了関係 卒業生台帳(平成6年度) 教育学部専門職員（中学校） 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1994/4/1 教育学部 附属中学校係 履修関係 入学･卒業生名簿(平成6年度) 教育学部専門職員（中学校） 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1995/4/1 教育学部 附属中学校係 広報関係 学校要覧(平成7年度) 教育学部専門職員（中学校） 30 2026/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1995/4/1 教育学部 附属中学校係 履修関係 学籍簿(平成7年度) 教育学部専門職員（中学校） 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1995/4/1 教育学部 附属中学校係 卒業･修了関係 卒業生台帳(平成7年度) 教育学部専門職員（中学校） 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1995/4/1 教育学部 附属中学校係 履修関係 入学･卒業生名簿(平成7年度) 教育学部専門職員（中学校） 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1996/4/1 教育学部 附属中学校係 広報関係 学校要覧(平成8年度) 教育学部専門職員（中学校） 30 2027/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1996/4/1 教育学部 附属中学校係 履修関係 学籍簿(平成8年度) 教育学部専門職員（中学校） 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1996/4/1 教育学部 附属中学校係 卒業･修了関係 卒業生台帳(平成8年度) 教育学部専門職員（中学校） 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1996/4/1 教育学部 附属中学校係 履修関係 入学･卒業生名簿(平成8年度) 教育学部専門職員（中学校） 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1997/4/1 教育学部 附属中学校係 広報関係 学校要覧(平成9年度) 教育学部専門職員（中学校） 30 2028/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1997/4/1 教育学部 附属中学校係 履修関係 学籍簿(平成9年度) 教育学部専門職員（中学校） 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1997/4/1 教育学部 附属中学校係 卒業･修了関係 卒業生台帳(平成9年度) 教育学部専門職員（中学校） 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1997/4/1 教育学部 附属中学校係 履修関係 入学･卒業生名簿(平成9年度) 教育学部専門職員（中学校） 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1998/4/1 教育学部 附属中学校係 広報関係 学校要覧(平成10年度) 教育学部専門職員（中学校） 30 2029/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1998/4/1 教育学部 附属中学校係 履修関係 学籍簿(平成10年度) 教育学部専門職員（中学校） 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1998/4/1 教育学部 附属中学校係 卒業･修了関係 卒業生台帳(平成10年度) 教育学部専門職員（中学校） 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1998/4/1 教育学部 附属中学校係 履修関係 入学･卒業生名簿(平成10年度) 教育学部専門職員（中学校） 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1999/4/1 教育学部 附属中学校係 広報関係 学校要覧(平成11年度) 教育学部専門職員（中学校） 30 2030/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1999/4/1 教育学部 附属中学校係 履修関係 学籍簿(平成11年度) 教育学部専門職員（中学校） 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1999/4/1 教育学部 附属中学校係 卒業･修了関係 卒業生台帳(平成11年度) 教育学部専門職員（中学校） 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1999/4/1 教育学部 附属中学校係 履修関係 入学･卒業生名簿(平成11年度) 教育学部専門職員（中学校） 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2000/4/1 教育学部 附属中学校係 広報関係 学校要覧(平成12年度) 教育学部専門職員（中学校） 30 2031/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2000/4/1 教育学部 附属中学校係 履修関係 学籍簿(平成12年度) 教育学部専門職員（中学校） 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2000/4/1 教育学部 附属中学校係 卒業･修了関係 卒業生台帳(平成12年度) 教育学部専門職員（中学校） 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2000/4/1 教育学部 附属中学校係 履修関係 入学･卒業生名簿(平成12年度) 教育学部専門職員（中学校） 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2001/4/1 教育学部 附属中学校係 広報関係 学校要覧(平成13年度) 教育学部専門職員（中学校） 30 2032/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2001/4/1 教育学部 附属中学校係 履修関係 学籍簿(平成13年度) 教育学部専門職員（中学校） 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2001/4/1 教育学部 附属中学校係 卒業･修了関係 卒業生台帳(平成13年度) 教育学部専門職員（中学校） 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2001/4/1 教育学部 附属中学校係 履修関係 入学･卒業生名簿(平成13年度) 教育学部専門職員（中学校） 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2002/4/1 教育学部 附属中学校係 広報関係 学校要覧(平成14年度) 教育学部専門職員（中学校） 30 2033/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2002/4/1 教育学部 附属中学校係 履修関係 学籍簿(平成14年度) 教育学部専門職員（中学校） 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2002/4/1 教育学部 附属中学校係 卒業･修了関係 卒業生台帳(平成14年度) 教育学部専門職員（中学校） 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2002/4/1 教育学部 附属中学校係 履修関係 入学･卒業生名簿(平成14年度) 教育学部専門職員（中学校） 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2003/4/1 教育学部 附属中学校係 広報関係 学校要覧(平成15年度) 教育学部専門職員（中学校） 30 2034/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2003/4/1 教育学部 附属中学校係 履修関係 学籍簿(平成15年度) 教育学部専門職員（中学校） 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄



2003/4/1 教育学部 附属中学校係 卒業･修了関係 卒業生台帳(平成15年度) 教育学部専門職員（中学校） 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2003/4/1 教育学部 附属中学校係 履修関係 入学･卒業生名簿(平成15年度) 教育学部専門職員（中学校） 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2004/4/1 教育学部 附属中学校係 広報関係 学校要覧(平成16年度) 教育学部附属中学校係 30 2035/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2004/4/1 教育学部 附属中学校係 履修関係 学籍簿(平成16年度) 教育学部附属中学校係 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2004/4/1 教育学部 附属中学校係 卒業･修了関係 卒業生台帳(平成16年度) 教育学部附属中学校係 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2004/4/1 教育学部 附属中学校係 履修関係 入学･卒業生名簿(平成16年度) 教育学部附属中学校係 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2005/4/1 教育学部 附属中学校係 広報関係 学校要覧(平成17年度) 教育学部附属中学校係 30 2036/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2005/4/1 教育学部 附属中学校係 履修関係 学籍簿(平成17年度) 教育学部附属中学校係 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2005/4/1 教育学部 附属中学校係 卒業･修了関係 卒業生台帳(平成17年度) 教育学部附属中学校係 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2005/4/1 教育学部 附属中学校係 履修関係 入学･卒業生名簿(平成17年度) 教育学部附属中学校係 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2006/4/1 教育学部 附属中学校係 広報関係 学校要覧(平成18年度) 教育学部附属中学校係 30 2037/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2006/4/1 教育学部 附属中学校係 履修関係 学籍簿(平成18年度) 教育学部附属中学校係 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2006/4/1 教育学部 附属中学校係 卒業･修了関係 卒業生台帳(平成18年度) 教育学部附属中学校係 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2006/4/1 教育学部 附属中学校係 履修関係 入学･卒業生名簿(平成18年度) 教育学部附属中学校係 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2007/4/1 教育学部 附属中学校係 広報関係 学校要覧(平成19年度) 教育学部附属中学校係 30 2038/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2007/4/1 教育学部 附属中学校係 履修関係 学籍簿(平成19年度) 教育学部附属中学校係 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2007/4/1 教育学部 附属中学校係 卒業･修了関係 卒業生台帳(平成19年度) 教育学部附属中学校係 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2007/4/1 教育学部 附属中学校係 履修関係 入学･卒業生名簿(平成19年度) 教育学部附属中学校係 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2008/4/1 教育学部 附属中学校係 広報関係 学校要覧(平成20年度) 教育学部附属中学校係 30 2039/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2008/4/1 教育学部 附属中学校係 履修関係 学籍簿(平成20年度) 教育学部附属中学校係 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2008/4/1 教育学部 附属中学校係 卒業･修了関係 卒業生台帳(平成20年度) 教育学部附属中学校係 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2008/4/1 教育学部 附属中学校係 履修関係 入学･卒業生名簿(平成20年度) 教育学部附属中学校係 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2009/4/1 教育学部 附属中学校係 広報関係 学校要覧(平成21年度) 教育学部附属中学校係 30 2040/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2009/4/1 教育学部 附属中学校係 履修関係 学籍簿(平成21年度) 教育学部附属中学校係 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2009/4/1 教育学部 附属中学校係 卒業･修了関係 卒業生台帳(平成21年度) 教育学部附属中学校係 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2009/4/1 教育学部 附属中学校係 履修関係 入学･卒業生名簿(平成21年度) 教育学部附属中学校係 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2010/4/1 教育学部 附属中学校係 実習･実地体験関係 教育実習指導計画(平成22年度) 教育学部附属中学校係 10 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2010/4/1 教育学部 附属中学校係 国有財産関係 消防計画書･国有財産監守計画(平成22年度) 教育学部附属中学校係 10 2021/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2010/4/1 教育学部 附属中学校係 広報関係 学校要覧(平成22年度) 教育学部附属中学校係 30 2041/3/31 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2010/4/1 教育学部 附属中学校係 履修関係 学籍簿(平成22年度) 教育学部附属中学校係 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2010/4/1 教育学部 附属中学校係 卒業･修了関係 卒業生台帳(平成22年度) 教育学部附属中学校係 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

2010/4/1 教育学部 附属中学校係 履修関係 入学･卒業生名簿(平成22年度) 教育学部附属中学校係 無期限 紙 倉庫 教育学部事務長 廃棄

1990/4/1 教育学部 附属特別支援学校係 入試業務関係 入試資料(平成2年度) 教育学部附属養護学校係 30 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1991/4/1 教育学部 附属特別支援学校係 入試業務関係 入試資料(平成3年度) 教育学部附属養護学校係 30 2022/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1992/4/1 教育学部 附属特別支援学校係 入試業務関係 入試資料(平成4年度) 教育学部附属養護学校係 30 2023/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1993/4/1 教育学部 附属特別支援学校係 入試業務関係 入試資料(平成5年度) 教育学部附属養護学校係 30 2024/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1994/4/1 教育学部 附属特別支援学校係 入試業務関係 入試資料(平成6年度) 教育学部附属養護学校係 30 2025/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1995/4/1 教育学部 附属特別支援学校係 入試業務関係 入試資料(平成7年度) 教育学部附属養護学校係 30 2026/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1996/4/1 教育学部 附属特別支援学校係 入試業務関係 入試資料(平成8年度) 教育学部附属養護学校係 30 2027/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1997/4/1 教育学部 附属特別支援学校係 入試業務関係 入試資料(平成9年度) 教育学部附属養護学校係 30 2028/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄



1998/4/1 教育学部 附属特別支援学校係 入試業務関係 入試資料(平成10年度) 教育学部附属養護学校係 30 2029/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1999/4/1 教育学部 附属特別支援学校係 入試業務関係 入試資料(平成11年度) 教育学部附属養護学校係 30 2030/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2000/4/1 教育学部 附属特別支援学校係 入試業務関係 入試資料(平成12年度) 教育学部附属養護学校係 30 2031/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2001/4/1 教育学部 附属特別支援学校係 入試業務関係 入試資料(平成13年度) 教育学部附属養護学校係 30 2032/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2002/4/1 教育学部 附属特別支援学校係 入試業務関係 入試資料(平成14年度) 教育学部附属養護学校係 30 2033/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2003/4/1 教育学部 附属特別支援学校係 入試業務関係 入試資料(平成15年度) 教育学部附属養護学校係 30 2034/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2004/4/1 教育学部 附属特別支援学校係 入試業務関係 入試資料(平成16年度) 教育学部附属養護学校係 30 2035/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2005/4/1 教育学部 附属特別支援学校係 入試業務関係 入試資料(平成17年度) 教育学部附属養護学校係 30 2036/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2006/4/1 教育学部 附属特別支援学校係 入試業務関係 入試資料(平成18年度) 教育学部附属養護学校係 30 2037/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2007/4/1 教育学部 附属特別支援学校係 入試業務関係 入試資料(平成19年度) 教育学部附属特別支援学校係 30 2038/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2008/4/1 教育学部 附属特別支援学校係 入試業務関係 入試資料(平成20年度) 教育学部附属特別支援学校係 30 2039/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2009/4/1 教育学部 附属特別支援学校係 入試業務関係 入試資料(平成21年度) 教育学部附属特別支援学校係 30 2040/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2010/4/1 教育学部 附属特別支援学校係 実習･実地体験関係 介護等体験指導計画(平成22年度) 教育学部附属特別支援学校係 10 2021/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

2010/4/1 教育学部 附属特別支援学校係 入試業務関係 入試資料(平成22年度) 教育学部附属特別支援学校係 30 2041/3/31 紙 保管庫 教育学部事務長 廃棄

1971/4/1 理学部 学務係 履修関係 学籍簿（昭和46年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1971/4/1 理学部 学務係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（昭和46年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1971/4/1 理学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳（昭和46年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1971/4/1 理学部 学務係 履修関係 履修要項（昭和46年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1972/4/1 理学部 学務係 履修関係 学籍簿（昭和47年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1972/4/1 理学部 学務係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（昭和47年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1972/4/1 理学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳（昭和47年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1972/4/1 理学部 学務係 履修関係 履修要項（昭和47年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1973/4/1 理学部 学務係 履修関係 学籍簿（昭和48年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1973/4/1 理学部 学務係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（昭和48年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1973/4/1 理学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳（昭和48年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1973/4/1 理学部 学務係 履修関係 履修要項（昭和48年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1974/4/1 理学部 学務係 履修関係 学籍簿（昭和49年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1974/4/1 理学部 学務係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（昭和49年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1974/4/1 理学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳（昭和49年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1974/4/1 理学部 学務係 履修関係 履修要項（昭和49年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1975/4/1 理学部 学務係 履修関係 学籍簿（昭和50年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1975/4/1 理学部 学務係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（昭和50年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1975/4/1 理学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳（昭和50年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1975/4/1 理学部 学務係 履修関係 履修要項（昭和50年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1976/4/1 理学部 学務係 履修関係 学籍簿（昭和51年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1976/4/1 理学部 学務係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（昭和51年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1976/4/1 理学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳（昭和51年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1976/4/1 理学部 学務係 履修関係 履修要項（昭和51年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1977/4/1 理学部 学務係 履修関係 学籍簿（昭和52年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1977/4/1 理学部 学務係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（昭和52年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄



1977/4/1 理学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳（昭和52年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1977/4/1 理学部 学務係 履修関係 履修要項（昭和52年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1978/4/1 理学部 学務係 履修関係 学籍簿（昭和53年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1978/4/1 理学部 学務係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（昭和53年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1978/4/1 理学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳（昭和53年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1978/4/1 理学部 学務係 履修関係 履修要項（昭和53年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1979/4/1 理学部 学務係 履修関係 学籍簿（昭和54年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1979/4/1 理学部 学務係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（昭和54年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1979/4/1 理学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳（昭和54年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1979/4/1 理学部 学務係 履修関係 履修要項（昭和54年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1980/4/1 理学部 学務係 履修関係 学籍簿（昭和55年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1980/4/1 理学部 学務係 卒業･修了関係 修了生台帳（昭和55年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1980/4/1 理学部 学務係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（昭和55年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1980/4/1 理学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳（昭和55年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1980/4/1 理学部 学務係 履修関係 履修要項（昭和55年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1981/4/1 理学部 学務係 履修関係 学籍簿（昭和56年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1981/4/1 理学部 学務係 卒業･修了関係 修了生台帳（昭和56年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1981/4/1 理学部 学務係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（昭和56年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1981/4/1 理学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳（昭和56年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1981/4/1 理学部 学務係 履修関係 履修要項（昭和56年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1982/4/1 理学部 学務係 履修関係 学籍簿（昭和57年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1982/4/1 理学部 学務係 卒業･修了関係 修了生台帳（昭和57年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1982/4/1 理学部 学務係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（昭和57年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1982/4/1 理学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳（昭和57年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1982/4/1 理学部 学務係 履修関係 履修要項（昭和57年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1983/4/1 理学部 学務係 履修関係 学籍簿（昭和58年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1983/4/1 理学部 学務係 卒業･修了関係 修了生台帳（昭和58年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1983/4/1 理学部 学務係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（昭和58年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1983/4/1 理学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳（昭和58年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1983/4/1 理学部 学務係 履修関係 履修要項（昭和58年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1984/4/1 理学部 学務係 履修関係 学籍簿（昭和59年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1984/4/1 理学部 学務係 卒業･修了関係 修了生台帳（昭和59年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1984/4/1 理学部 学務係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（昭和59年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1984/4/1 理学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳（昭和59年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1984/4/1 理学部 学務係 履修関係 履修要項（昭和59年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1985/4/1 理学部 学務係 履修関係 学籍簿（昭和60年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1985/4/1 理学部 学務係 卒業･修了関係 修了生台帳（昭和60年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1985/4/1 理学部 学務係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（昭和60年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1985/4/1 理学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳（昭和60年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1985/4/1 理学部 学務係 履修関係 履修要項（昭和60年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄



1986/4/1 理学部 学務係 履修関係 学籍簿（昭和61年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1986/4/1 理学部 学務係 卒業･修了関係 修了生台帳（昭和61年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1986/4/1 理学部 学務係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（昭和61年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1986/4/1 理学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳（昭和61年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1986/4/1 理学部 学務係 履修関係 履修要項（昭和61年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1987/4/1 理学部 学務係 履修関係 学籍簿（昭和62年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1987/4/1 理学部 学務係 卒業･修了関係 修了生台帳（昭和62年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1987/4/1 理学部 学務係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（昭和62年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1987/4/1 理学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳（昭和62年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1987/4/1 理学部 学務係 履修関係 履修要項（昭和62年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1988/4/1 理学部 学務係 履修関係 学籍簿（昭和63年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1988/4/1 理学部 学務係 卒業･修了関係 修了生台帳（昭和63年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1988/4/1 理学部 学務係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（昭和63年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1988/4/1 理学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳（昭和63年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1988/4/1 理学部 学務係 履修関係 履修要項（昭和63年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1989/4/1 理学部 学務係 履修関係 学籍簿（平成元年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1989/4/1 理学部 学務係 卒業･修了関係 修了生台帳（平成元年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1989/4/1 理学部 学務係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（平成元年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1989/4/1 理学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳（平成元年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1989/4/1 理学部 学務係 履修関係 履修要項（平成元年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1990/4/1 理学部 学務係 学位授与関係 学位論文（平成2年度） 理学部教務係 30 2021/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

1990/4/1 理学部 学務係 履修関係 学籍簿（平成2年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1990/4/1 理学部 総務係 会議（学内）関係 教授会（平成2年度） 理学部庶務係 30 2021/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

1990/4/1 理学部 学務係 卒業･修了関係 修了生台帳（平成2年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1990/4/1 理学部 学務係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（平成2年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1990/4/1 理学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳（平成2年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1990/4/1 理学部 学務係 入試業務関係 入学試験合格者（平成2年度） 理学部教務係 30 2021/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

1990/4/1 理学部 学務係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙（平成2年度） 理学部教務係 30 2021/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

1990/4/1 理学部 学務係 入試募集関係 募集要項（平成2年度） 理学部教務係 30 2021/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

1990/4/1 理学部 学務係 履修関係 履修要項（平成2年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1991/4/1 理学部 学務係 学位授与関係 学位論文（平成3年度） 理学部教務係 30 2022/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

1991/4/1 理学部 学務係 履修関係 学籍簿（平成3年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1991/4/1 理学部 総務係 会議（学内）関係 教授会（平成3年度） 理学部庶務係 30 2022/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

1991/4/1 理学部 学務係 卒業･修了関係 修了生台帳（平成3年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1991/4/1 理学部 学務係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（平成3年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1991/4/1 理学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳（平成3年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1991/4/1 理学部 学務係 入試業務関係 入学試験合格者（平成3年度） 理学部教務係 30 2022/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

1991/4/1 理学部 学務係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙（平成3年度） 理学部教務係 30 2022/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

1991/4/1 理学部 学務係 入試募集関係 募集要項（平成3年度） 理学部教務係 30 2022/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

1991/4/1 理学部 学務係 履修関係 履修要項（平成3年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄



1992/4/1 理学部 学務係 学位授与関係 学位論文（平成4年度） 理学部教務係 30 2023/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

1992/4/1 理学部 学務係 履修関係 学籍簿（平成4年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1992/4/1 理学部 総務係 会議（学内）関係 教授会（平成4年度） 理学部庶務係 30 2023/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

1992/4/1 理学部 学務係 卒業･修了関係 修了生台帳（平成4年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1992/4/1 理学部 学務係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（平成4年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1992/4/1 理学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳（平成4年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1992/4/1 理学部 学務係 入試業務関係 入学試験合格者（平成4年度） 理学部教務係 30 2023/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

1992/4/1 理学部 学務係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙（平成4年度） 理学部教務係 30 2023/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

1992/4/1 理学部 学務係 入試募集関係 募集要項（平成4年度） 理学部教務係 30 2023/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

1992/4/1 理学部 学務係 履修関係 履修要項（平成4年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1993/4/1 理学部 学務係 学位授与関係 学位論文（平成5年度） 理学部教務係 30 2024/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

1993/4/1 理学部 学務係 履修関係 学籍簿（平成5年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1993/4/1 理学部 総務係 会議（学内）関係 教授会（平成5年度） 理学部庶務係 30 2024/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

1993/4/1 理学部 学務係 卒業･修了関係 修了生台帳（平成5年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1993/4/1 理学部 学務係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（平成5年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1993/4/1 理学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳（平成5年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1993/4/1 理学部 学務係 入試業務関係 入学試験合格者（平成5年度） 理学部教務係 30 2024/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

1993/4/1 理学部 学務係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙（平成5年度） 理学部教務係 30 2024/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

1993/4/1 理学部 学務係 入試募集関係 募集要項（平成5年度） 理学部教務係 30 2024/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

1993/4/1 理学部 学務係 履修関係 履修要項（平成5年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1994/4/1 理学部 学務係 学位授与関係 学位論文（平成6年度） 理学部教務係 30 2025/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

1994/4/1 理学部 学務係 履修関係 学籍簿（平成6年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1994/4/1 理学部 総務係 会議（学内）関係 教授会（平成6年度） 理学部庶務係 30 2025/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

1994/4/1 理学部 学務係 卒業･修了関係 修了生台帳（平成6年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1994/4/1 理学部 学務係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（平成6年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1994/4/1 理学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳（平成6年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1994/4/1 理学部 学務係 入試業務関係 入学試験合格者（平成6年度） 理学部教務係 30 2025/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

1994/4/1 理学部 学務係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙（平成6年度） 理学部教務係 30 2025/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

1994/4/1 理学部 学務係 入試募集関係 募集要項（平成6年度） 理学部教務係 30 2025/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

1994/4/1 理学部 学務係 履修関係 履修要項（平成6年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1995/4/1 理学部 学務係 学位授与関係 学位論文（平成7年度） 理学部教務係 30 2026/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

1995/4/1 理学部 学務係 履修関係 学籍簿（平成7年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1995/4/1 理学部 総務係 会議（学内）関係 教授会（平成7年度） 理学部庶務係 30 2026/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

1995/4/1 理学部 学務係 卒業･修了関係 修了生台帳（平成7年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1995/4/1 理学部 学務係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（平成7年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1995/4/1 理学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳（平成7年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1995/4/1 理学部 学務係 入試業務関係 入学試験合格者（平成7年度） 理学部教務係 30 2026/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

1995/4/1 理学部 学務係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙（平成7年度） 理学部教務係 30 2026/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

1995/4/1 理学部 学務係 入試募集関係 募集要項（平成7年度） 理学部教務係 30 2026/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

1995/4/1 理学部 学務係 履修関係 履修要項（平成7年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄



1995/4/1 理学部 総務係 会議（学内）関係 理工学研究科水戸地区委員会（平成7年度） 理学部庶務係 30 2026/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

1996/4/1 理学部 学務係 学位授与関係 学位論文（平成8年度） 理学部教務係 30 2027/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

1996/4/1 理学部 学務係 履修関係 学籍簿（平成8年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1996/4/1 理学部 総務係 会議（学内）関係 教授会（平成8年度） 理学部庶務係 30 2027/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

1996/4/1 理学部 学務係 履修関係 講義概要（平成8年度） 理学部教務係 30 2027/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

1996/4/1 理学部 学務係 卒業･修了関係 修了生台帳（平成8年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1996/4/1 理学部 学務係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（平成8年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1996/4/1 理学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳（平成8年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1996/4/1 理学部 学務係 入試業務関係 入学試験合格者（平成8年度） 理学部教務係 30 2027/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

1996/4/1 理学部 学務係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙（平成8年度） 理学部教務係 30 2027/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

1996/4/1 理学部 学務係 入試募集関係 募集要項（平成8年度） 理学部教務係 30 2027/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

1996/4/1 理学部 学務係 履修関係 履修要項（平成8年度） 理学部教務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1996/4/1 理学部 総務係 会議（学内）関係 理工学研究科水戸地区委員会（平成8年度） 理学部庶務係 30 2027/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

1997/4/1 理学部 学務係 学位授与関係 学位論文（平成9年度） 理学部学務係 30 2028/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

1997/4/1 理学部 学務係 履修関係 学籍簿（平成9年度） 理学部学務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1997/4/1 理学部 総務係 会議（学内）関係 教授会（平成9年度） 理学部総務係 30 2028/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

1997/4/1 理学部 学務係 履修関係 講義概要（平成9年度） 理学部学務係 30 2028/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

1997/4/1 理学部 学務係 卒業･修了関係 修了生台帳（平成9年度） 理学部学務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1997/4/1 理学部 学務係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（平成9年度） 理学部学務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1997/4/1 理学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳（平成9年度） 理学部学務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1997/4/1 理学部 学務係 入試業務関係 入学試験合格者（平成9年度） 理学部学務係 30 2028/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

1997/4/1 理学部 学務係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙（平成9年度） 理学部学務係 30 2028/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

1997/4/1 理学部 学務係 入試募集関係 募集要項（平成9年度） 理学部学務係 30 2028/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

1997/4/1 理学部 学務係 履修関係 履修要項（平成9年度） 理学部学務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1997/4/1 理学部 総務係 会議（学内）関係 理工学研究科水戸地区委員会（平成9年度） 理学部総務係 30 2028/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

1998/4/1 理学部 学務係 学位授与関係 学位論文（平成10年度） 理学部学務係 30 2029/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

1998/4/1 理学部 学務係 履修関係 学籍簿（平成10年度） 理学部学務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1998/4/1 理学部 総務係 会議（学内）関係 教授会（平成10年度） 理学部総務係 30 2029/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

1998/4/1 理学部 学務係 履修関係 講義概要（平成10年度） 理学部学務係 30 2029/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

1998/4/1 理学部 学務係 卒業･修了関係 修了生台帳（平成10年度） 理学部学務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1998/4/1 理学部 学務係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（平成10年度） 理学部学務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1998/4/1 理学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳（平成10年度） 理学部学務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1998/4/1 理学部 学務係 入試業務関係 入学試験合格者（平成10年度） 理学部学務係 30 2029/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

1998/4/1 理学部 学務係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙（平成10年度） 理学部学務係 30 2029/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

1998/4/1 理学部 学務係 入試募集関係 募集要項（平成10年度） 理学部学務係 30 2029/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

1998/4/1 理学部 学務係 履修関係 履修要項（平成10年度） 理学部学務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1998/4/1 理学部 総務係 会議（学内）関係 理工学研究科水戸地区委員会（平成10年度） 理学部総務係 30 2029/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

1999/4/1 理学部 学務係 学位授与関係 学位論文（平成11年度） 理学部学務係 30 2030/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

1999/4/1 理学部 学務係 履修関係 学籍簿（平成11年度） 理学部学務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1999/4/1 理学部 総務係 会議（学内）関係 教授会（平成11年度） 理学部総務係 30 2030/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄



1999/4/1 理学部 学務係 履修関係 講義概要（平成11年度） 理学部学務係 30 2030/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

1999/4/1 理学部 学務係 卒業･修了関係 修了生台帳（平成11年度） 理学部学務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1999/4/1 理学部 学務係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（平成11年度） 理学部学務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1999/4/1 理学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳（平成11年度） 理学部学務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1999/4/1 理学部 学務係 入試業務関係 入学試験合格者（平成11年度） 理学部学務係 30 2030/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

1999/4/1 理学部 学務係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙（平成11年度） 理学部学務係 30 2030/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

1999/4/1 理学部 学務係 入試募集関係 募集要項（平成11年度） 理学部学務係 30 2030/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

1999/4/1 理学部 学務係 履修関係 履修要項（平成11年度） 理学部学務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

1999/4/1 理学部 総務係 会議（学内）関係 理工学研究科水戸地区委員会（平成11年度） 理学部総務係 30 2030/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2000/4/1 理学部 学務係 学位授与関係 学位論文（平成12年度） 理学部学務係 30 2031/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2000/4/1 理学部 学務係 履修関係 学籍簿（平成12年度） 理学部学務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

2000/4/1 理学部 総務係 会議（学内）関係 教授会（平成12年度） 理学部総務係 30 2031/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2000/4/1 理学部 学務係 履修関係 講義概要（平成12年度） 理学部学務係 30 2031/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2000/4/1 理学部 学務係 卒業･修了関係 修了生台帳（平成12年度） 理学部学務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

2000/4/1 理学部 学務係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（平成12年度） 理学部学務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

2000/4/1 理学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳（平成12年度） 理学部学務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

2000/4/1 理学部 学務係 入試業務関係 入学試験合格者（平成12年度） 理学部学務係 30 2031/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2000/4/1 理学部 学務係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙（平成12年度） 理学部学務係 30 2031/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2000/4/1 理学部 学務係 入試募集関係 募集要項（平成12年度） 理学部学務係 30 2031/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2000/4/1 理学部 学務係 履修関係 履修要項（平成12年度） 理学部学務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

2000/4/1 理学部 総務係 会議（学内）関係 理工学研究科水戸地区委員会（平成12年度） 理学部総務係 30 2031/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2001/4/1 理学部 学務係 学位授与関係 学位論文（平成13年度） 理学部学務係 30 2032/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2001/4/1 理学部 学務係 履修関係 学籍簿（平成13年度） 理学部学務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

2001/4/1 理学部 総務係 会議（学内）関係 教授会（平成13年度） 理学部総務係 30 2032/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2001/4/1 理学部 学務係 履修関係 講義概要（平成13年度） 理学部学務係 30 2032/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2001/4/1 理学部 学務係 卒業･修了関係 修了生台帳（平成13年度） 理学部学務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

2001/4/1 理学部 学務係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（平成13年度） 理学部学務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

2001/4/1 理学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳（平成13年度） 理学部学務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

2001/4/1 理学部 学務係 入試業務関係 入学試験合格者（平成13年度） 理学部学務係 30 2032/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2001/4/1 理学部 学務係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙（平成13年度） 理学部学務係 30 2032/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2001/4/1 理学部 学務係 入試募集関係 募集要項（平成13年度） 理学部学務係 30 2032/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2001/4/1 理学部 学務係 履修関係 履修要項（平成13年度） 理学部学務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

2001/4/1 理学部 総務係 会議（学内）関係 理工学研究科水戸地区委員会（平成13年度） 理学部総務係 30 2032/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2002/4/1 理学部 学務係 学位授与関係 学位論文（平成14年度） 理学部学務係 30 2033/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2002/4/1 理学部 学務係 履修関係 学籍簿（平成14年度） 理学部学務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

2002/4/1 理学部 総務係 会議（学内）関係 教授会（平成14年度） 理学部総務係 30 2033/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2002/4/1 理学部 学務係 履修関係 講義概要（平成14年度） 理学部学務係 30 2033/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2002/4/1 理学部 学務係 卒業･修了関係 修了生台帳（平成14年度） 理学部学務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

2002/4/1 理学部 学務係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（平成14年度） 理学部学務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

2002/4/1 理学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳（平成14年度） 理学部学務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄



2002/4/1 理学部 学務係 入試業務関係 入学試験合格者（平成14年度） 理学部学務係 30 2033/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2002/4/1 理学部 学務係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙（平成14年度） 理学部学務係 30 2033/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2002/4/1 理学部 学務係 入試募集関係 募集要項（平成14年度） 理学部学務係 30 2033/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2002/4/1 理学部 学務係 履修関係 履修要項（平成14年度） 理学部学務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

2002/4/1 理学部 総務係 会議（学内）関係 理工学研究科水戸地区委員会（平成14年度） 理学部総務係 30 2033/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2003/4/1 理学部 学務係 学位授与関係 学位論文（平成15年度） 理学部学務係 30 2034/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2003/4/1 理学部 学務係 履修関係 学籍簿（平成15年度） 理学部学務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

2003/4/1 理学部 総務係 会議（学内）関係 教授会（平成15年度） 理学部総務係 30 2034/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2003/4/1 理学部 学務係 履修関係 講義概要（平成15年度） 理学部学務係 30 2034/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2003/4/1 理学部 学務係 卒業･修了関係 修了生台帳（平成15年度） 理学部学務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

2003/4/1 理学部 学務係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（平成15年度） 理学部学務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

2003/4/1 理学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳（平成15年度） 理学部学務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

2003/4/1 理学部 学務係 入試業務関係 入学試験合格者（平成15年度） 理学部学務係 30 2034/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2003/4/1 理学部 学務係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙（平成15年度） 理学部学務係 30 2034/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2003/4/1 理学部 学務係 入試募集関係 募集要項（平成15年度） 理学部学務係 30 2034/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2003/4/1 理学部 学務係 履修関係 履修要項（平成15年度） 理学部学務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

2003/4/1 理学部 総務係 会議（学内）関係 理工学研究科水戸地区委員会（平成15年度） 理学部総務係 30 2034/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2004/4/1 理学部 学務係 学位授与関係 学位論文（平成16年度） 理学部学務係 30 2035/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2004/4/1 理学部 学務係 履修関係 学籍簿（平成16年度） 理学部学務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

2004/4/1 理学部 学務係 履修関係 既修得単位認定（平成16年度） 理学部学務係 30 2035/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2004/4/1 理学部 総務係 会議（学内）関係 教授会（平成16年度） 理学部総務係 30 2035/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2004/4/1 理学部 学務係 履修関係 講義概要（平成16年度） 理学部学務係 30 2035/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2004/4/1 理学部 学務係 卒業･修了関係 修了生台帳（平成16年度） 理学部学務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

2004/4/1 理学部 学務係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（平成16年度） 理学部学務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

2004/4/1 理学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳（平成16年度） 理学部学務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

2004/4/1 理学部 学務係 入試業務関係 入学試験合格者（平成16年度） 理学部学務係 30 2035/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2004/4/1 理学部 学務係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙（平成16年度） 理学部学務係 30 2035/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2004/4/1 理学部 学務係 入試募集関係 募集要項（平成16年度） 理学部学務係 30 2035/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2004/4/1 理学部 学務係 履修関係 履修要項（平成16年度） 理学部学務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

2004/4/1 理学部 総務係 会議（学内）関係 理工学研究科水戸地区委員会（平成16年度） 理学部総務係 30 2035/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2005/4/1 理学部 学務係 学位授与関係 学位論文（平成17年度） 理学部学務係 30 2036/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2005/4/1 理学部 学務係 履修関係 学籍簿（平成17年度） 理学部学務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

2005/4/1 理学部 学務係 履修関係 既修得単位認定（平成17年度） 理学部学務係 30 2036/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2005/4/1 理学部 総務係 会議（学内）関係 教授会（平成17年度） 理学部総務係 30 2036/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2005/4/1 理学部 学務係 履修関係 講義概要（平成17年度） 理学部学務係 30 2036/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2005/4/1 理学部 学務係 卒業･修了関係 修了生台帳（平成17年度） 理学部学務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

2005/4/1 理学部 学務係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（平成17年度） 理学部学務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

2005/4/1 理学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳（平成17年度） 理学部学務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

2005/4/1 理学部 学務係 入試業務関係 入学試験合格者（平成17年度） 理学部学務係 30 2036/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2005/4/1 理学部 学務係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙（平成17年度） 理学部学務係 30 2036/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄



2005/4/1 理学部 学務係 入試募集関係 募集要項（平成17年度） 理学部学務係 30 2036/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2005/4/1 理学部 学務係 履修関係 履修要項（平成17年度） 理学部学務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

2005/4/1 理学部 総務係 会議（学内）関係 理工学研究科水戸地区委員会（平成17年度） 理学部総務係 30 2036/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2006/4/1 理学部 学務係 学位授与関係 学位論文（平成18年度） 理学部学務係 30 2037/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2006/4/1 理学部 学務係 履修関係 学籍簿（平成18年度） 理学部学務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

2006/4/1 理学部 学務係 履修関係 既修得単位認定（平成18年度） 理学部学務係 30 2037/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2006/4/1 理学部 総務係 会議（学内）関係 教授会（平成18年度） 理学部総務係 30 2037/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2006/4/1 理学部 学務係 履修関係 講義概要（平成18年度） 理学部学務係 30 2037/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2006/4/1 理学部 学務係 卒業･修了関係 修了生台帳（平成18年度） 理学部学務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

2006/4/1 理学部 学務係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（平成18年度） 理学部学務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

2006/4/1 理学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳（平成18年度） 理学部学務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

2006/4/1 理学部 学務係 卒業･修了関係 卒業判定資料（平成18年度） 理学部学務係 30 2037/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2006/4/1 理学部 学務係 入試業務関係 入学試験合格者（平成18年度） 理学部学務係 30 2037/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2006/4/1 理学部 学務係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙（平成18年度） 理学部学務係 30 2037/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2006/4/1 理学部 学務係 入試募集関係 募集要項（平成18年度） 理学部学務係 30 2037/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2006/4/1 理学部 学務係 履修関係 履修要項（平成18年度） 理学部学務係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

2006/4/1 理学部 総務係 会議（学内）関係 理工学研究科水戸地区委員会（平成18年度） 理学部総務係 30 2037/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2007/4/1 理学部 学務第二係 学位授与関係 学位論文（平成19年度） 理学部学務第二係 30 2038/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2007/4/1 理学部 学務第二係 履修関係 学生便覧（平成19年度） 理学部学務第二係 30 2038/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2007/4/1 理学部 学務第一係 履修関係 学籍簿（平成19年度） 理学部学務第一係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

2007/4/1 理学部 学務第二係 履修関係 学籍簿（平成19年度） 理学部学務第二係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

2007/4/1 理学部 学務第一係 履修関係 既修得単位認定（平成19年度） 理学部学務第一係 30 2038/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2007/4/1 理学部 総務係 会議（学内）関係 教授会（平成19年度） 理学部総務係 30 2038/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2007/4/1 理学部 学務第一係 履修関係 講義概要（平成19年度） 理学部学務第一係 30 2038/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2007/4/1 理学部 学務第二係 卒業･修了関係 修了生台帳（平成19年度） 理学部学務第二係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

2007/4/1 理学部 学務第一係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（平成19年度） 理学部学務第一係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

2007/4/1 理学部 学務第二係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（平成19年度） 理学部学務第二係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

2007/4/1 理学部 学務第一係 卒業･修了関係 卒業生台帳（平成19年度） 理学部学務第一係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

2007/4/1 理学部 学務第一係 卒業･修了関係 卒業判定資料（平成19年度） 理学部学務第一係 30 2038/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2007/4/1 理学部 学務第一･第二係 入試業務関係 入学試験合格者（平成19年度） 理学部学務第一･第二係 30 2038/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2007/4/1 理学部 学務第一･第二係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙（平成19年度） 理学部学務第一･第二係 30 2038/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2007/4/1 理学部 学務第一係 入試募集関係 募集要項（平成19年度） 理学部学務第一係 30 2038/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2007/4/1 理学部 学務第二係 入試募集関係 募集要項（平成19年度） 理学部学務第二係 30 2038/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2007/4/1 理学部 学務第一係 履修関係 履修要項（平成19年度） 理学部学務第一係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

2007/4/1 理学部 総務係 会議（学内）関係 理工学研究科水戸地区委員会（平成19年度） 理学部総務係 30 2038/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2008/4/1 理学部 学務第二係 学位授与関係 学位論文（平成20年度） 理学部学務第二係 30 2039/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2008/4/1 理学部 学務第二係 履修関係 学生便覧（平成20年度） 理学部学務第二係 30 2039/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2008/4/1 理学部 学務第二係 履修関係 学生便覧（平成21年度） 理学部学務第二係 30 2039/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2008/4/1 理学部 学務第二係 履修関係 学生便覧（平成22年度） 理学部学務第二係 30 2039/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2008/4/1 理学部 学務第一係 履修関係 学籍簿（平成20年度） 理学部学務第一係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄



2008/4/1 理学部 学務第二係 履修関係 学籍簿（平成20年度） 理学部学務第二係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

2008/4/1 理学部 総務係 会議（学内）関係 教授会（平成20年度） 理学部総務係 30 2039/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2008/4/1 理学部 学務第一係 履修関係 講義概要（平成20年度） 理学部学務第一係 30 2039/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2008/4/1 理学部 学務第二係 卒業･修了関係 修了生台帳（平成20年度） 理学部学務第二係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

2008/4/1 理学部 学務第一係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（平成20年度） 理学部学務第一係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

2008/4/1 理学部 学務第二係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（平成20年度） 理学部学務第二係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

2008/4/1 理学部 学務第一係 卒業･修了関係 卒業生台帳（平成20年度） 理学部学務第一係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

2008/4/1 理学部 学務第一･第二係 入試業務関係 入学試験合格者（平成20年度） 理学部学務第一･第二係 30 2039/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2008/4/1 理学部 学務第一･第二係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙（平成20年度） 理学部学務第一･第二係 30 2039/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2008/4/1 理学部 学務第一係 入試募集関係 募集要項（平成20年度） 理学部学務第一係 30 2039/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2008/4/1 理学部 学務第二係 入試募集関係 募集要項（平成20年度） 理学部学務第二係 30 2039/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2008/4/1 理学部 学務第一係 履修関係 履修要項（平成20年度） 理学部学務第一係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

2008/4/1 理学部 総務係 会議（学内）関係 理工学研究科水戸地区委員会（平成20年度） 理学部総務係 30 2039/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2009/4/1 理学部 学務第二係 学位授与関係 学位論文（平成21年度） 理学部学務第二係 30 2040/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2009/4/1 理学部 学務第一係 履修関係 学籍簿（平成21年度） 理学部学務第一係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

2009/4/1 理学部 学務第二係 履修関係 学籍簿（平成21年度） 理学部学務第二係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

2009/4/1 理学部 学務第一係 会議（学内）関係 教育会議（平成21年度） 理学部学務第一係 30 2040/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2009/4/1 理学部 学務第一係 会議（学内）関係 教育会議運営委員会（平成21年度） 理学部学務第一係 30 2040/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2009/4/1 理学部 総務係 会議（学内）関係 教授会（平成21年度） 理学部総務係 30 2040/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2009/4/1 理学部 学務第一係 履修関係 講義概要（平成21年度） 理学部学務第一係 30 2040/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2009/4/1 理学部 学務第二係 卒業･修了関係 修了生台帳（平成21年度） 理学部学務第二係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

2009/4/1 理学部 学務第一係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（平成21年度） 理学部学務第一係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

2009/4/1 理学部 学務第二係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（平成21年度） 理学部学務第二係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

2009/4/1 理学部 学務第一係 卒業･修了関係 卒業生台帳（平成21年度） 理学部学務第一係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

2009/4/1 理学部 学務第一･第二係 入試業務関係 入学試験合格者（平成21年度） 理学部学務第一･第二係 30 2040/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2009/4/1 理学部 学務第一･第二係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙（平成21年度） 理学部学務第一･第二係 30 2040/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2009/4/1 理学部 学務第一係 入試募集関係 募集要項（平成21年度） 理学部学務第一係 30 2040/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2009/4/1 理学部 学務第二係 入試募集関係 募集要項（平成21年度） 理学部学務第二係 30 2040/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2009/4/1 理学部 学務第一係 履修関係 履修要項（平成21年度） 理学部学務第一係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

2009/4/1 理学部 総務係 会議（学内）関係 理工学研究科水戸地区委員会（平成21年度） 理学部総務係 30 2040/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2010/4/1 理学部 学務第一係 非正規学生関係 科目等履修生申請（平成22年度） 理学部学務第一係 10 2021/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2010/4/1 理学部 学務第二係 学位授与関係 学位論文（平成22年度） 理学部学務第二係 30 2041/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2010/4/1 理学部 学務第一係 履修関係 学籍簿（平成22年度） 理学部学務第一係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

2010/4/1 理学部 学務第二係 履修関係 学籍簿（平成22年度） 理学部学務第二係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

2010/4/1 理学部 理学部事務長補佐 会議（学内）関係 学野点検評価委員会（平成22年度） 理学部事務長補佐 10 2021/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2010/4/1 理学部 学務第一係 履修関係 既修得単位認定（平成22年度） 理学部学務第一係 5 2041/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2010/4/1 理学部 学務第二係 学生身分異動関係 休学･復学･退学･除籍（平成22年度） 理学部学務第二係 10 2021/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2010/4/1 理学部 学務第一係 会議（学内）関係 教育会議（平成22年度） 理学部学務第一係 30 2041/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2010/4/1 理学部 学務第一係 会議（学内）関係 教育会議運営委員会（平成22年度） 理学部学務第一係 30 2041/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2010/4/1 理学部 学務第一係 実習･実地体験関係 教育実習（平成21年度） 理学部学務第一係 10 2021/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄



2010/4/1 理学部 総務係 会議（学内）関係 教授会（平成22年度） 理学部総務係 30 2041/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2010/4/1 理学部 学務第二係 非正規学生関係 研究生申請（平成22年度） 理学部学務第二係 10 2021/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2010/4/1 理学部 学務第一係 履修関係 講義概要（平成22年度） 理学部学務第一係 30 2041/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2010/4/1 理学部 学務第一･第二係 入試業務関係 合格者判定資料（平成22年度） 理学部学務第一･第二係 10 2021/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2010/4/1 理学部 学務第二係 卒業･修了関係 修了生台帳（平成22年度） 理学部学務第二係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

2010/4/1 理学部 学務第一･第二係 入試業務関係 出願書類（合格者）（平成22年度） 理学部学務第一･第二係 10 2021/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2010/4/1 理学部 学務第一係 学生諸届出書類関係 身元保証書･改姓届･現住所届･誓書等（平成22年度） 理学部学務第一係 10 2021/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2010/4/1 理学部 学務第二係 学生諸届出書類関係 身元保証書･改姓届･現住所届･誓書等（平成22年度） 理学部学務第二係 10 2021/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2010/4/1 理学部 学務第一係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（平成22年度） 理学部学務第一係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

2010/4/1 理学部 学務第二係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（平成22年度） 理学部学務第二係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

2010/4/1 理学部 学務第一係 卒業･修了関係 卒業生台帳（平成22年度） 理学部学務第一係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

2010/4/1 理学部 学務第一係 会議（学内）関係 入学委員会（平成22年度） 理学部学務第一係 10 2021/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2010/4/1 理学部 学務第一･第二係 入試業務関係 入学試験合格者（平成22年度） 理学部学務第一･第二係 30 2041/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2010/4/1 理学部 学務第一･第二係 入試業務関係 入学試験実施計画（平成22年度） 理学部学務第一･第二係 10 2021/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2010/4/1 理学部 学務第一･第二係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙（平成22年度） 理学部学務第一･第二係 30 2041/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2010/4/1 理学部 学務第一係 実習･実地体験関係 博物館実習（平成22年度） 理学部学務第一係 10 2021/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2010/4/1 理学部 学務第一係 学生身分異動関係 非正規学生の退学･除籍（平成22年度） 理学部学務第一係 10 2021/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2010/4/1 理学部 学務第二係 学生身分異動関係 非正規学生の退学･除籍（平成22年度） 理学部学務第二係 10 2021/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2010/4/1 理学部 学務第一係 入試募集関係 募集要項（平成22年度） 理学部学務第一係 30 2041/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2010/4/1 理学部 学務第二係 入試募集関係 募集要項（平成22年度） 理学部学務第二係 30 2041/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

2010/4/1 理学部 学務第一係 履修関係 履修要項（平成22年度） 理学部学務第一係 無期限 紙 書庫 理学部 廃棄

2010/4/1 理学部 総務係 会議（学内）関係 理工学研究科水戸地区委員会（平成22年度） 理学部総務係 30 2041/3/31 紙 書庫 理学部 廃棄

平成23年度 A 管理一般 00 総括 総合原子科学プログラム　覚書（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 00 総括 連携大学院（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 01 法令･規則 法令･規則改正（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 01 法令･規則 理学部規則（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 01 法令･規則 理学部申し合わせ（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 03 会議 教育会議（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 03 会議 教育会議運営委員会（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 03 会議 教学点検委員会（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 03 会議 教授会（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 03 会議 教務委員会（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 03 会議 人事教授会（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 03 会議 入学委員会･入試検討WG（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 03 会議 理工学研究科水戸地区委員会（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 10 環境 ＲＩ特別健康診断（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 10 環境 監守計画（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 B 教職員 01 勤務時間 共済組合認定･喪失･給付金･財形貯蓄（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 完結後5年 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 B 教職員 01 勤務時間 雇用保険　（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 完結後5年 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 B 教職員 03 選考･選挙 過半数代表者選挙（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄



平成23年度 B 教職員 04 任免 ＲＡ（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 B 教職員 04 任免 ＴＡ（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 B 教職員 04 任免 採用（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 B 教職員 04 任免 大学院担当資格審査（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 B 教職員 04 任免 任免（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 B 教職員 04 任免 非常勤職員（博士特別研究員）（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 B 教職員 04 任免 非常勤職員（有期雇用職員、パートタイム職員）（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 B 教職員 05 給与 大学院調整手当（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 B 教職員 05 給与 特別昇給（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 B 教職員 06 服務･表彰 栄典･表彰（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 B 教職員 07 福利 事故報告･労災申請（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 完結後5年 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 C 財務 01 予算 概算要求（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 01 入試 平成24年度一般入試合格者出願書類（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 01 入試 平成24年度一般入試試験問題（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 15 2027/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 01 入試 平成24年度一般入試実施（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 01 入試 平成24年度帰国子女入試実施（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 01 入試 平成24年度私費外国人入試合格者出願書類（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 01 入試 平成24年度私費外国人入試実施（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 01 入試 平成24年度推薦入試合格者出願書類（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 01 入試 平成24年度推薦入試試験問題（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 15 2027/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 01 入試 平成24年度推薦入試実施（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 01 入試 平成24年度大学院学生募集要項（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 15 2027/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 01 入試 平成24年度大学院入試合格者名簿（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 15 2027/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 01 入試 平成24年度大学院入試試験問題･解答用紙（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 15 2027/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 01 入試 平成24年度大学入試センター試験実施（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 01 入試 平成24年度入学者選抜方法･実施教科･科目（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 01 入試 平成24年度入学者選抜要項･学生募集要項（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 15 2027/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 01 入試 平成24年度博士後期課程入学試験（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 01 入試 平成24年度博士後期課程入試合格者出願書類（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 01 入試 平成24年度博士前期課程入学試験（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 01 入試 平成24年度博士前期課程入試合格者出願書類（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 01 入試 平成24年度編入学試験合格者出願書類（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 01 入試 平成24年度編入学試験合格者名簿（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 15 2027/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 01 入試 平成24年度編入学試験募集要項（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 15 2027/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 01 入試 平成24年度編入学試験問題･解答用紙（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 15 2027/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 02 教育課程 ５大学理学部単位互換授業計画（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 02 教育課程 インターンシップ実習（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 02 教育課程 シラバス（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 02 教育課程 介護等体験（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄



平成23年度 E 教育一般 02 教育課程 教育実習（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 02 教育課程 教員免許課程認定申請（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 02 教育課程 教員免許課程認定変更申請（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 02 教育課程 教員免許状一括申請（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 02 教育課程 教職科目講義実施（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 02 教育課程 公開臨海･臨湖実習実施（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 02 教育課程 成績原簿（大学院）（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 02 教育課程 成績原簿（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 02 教育課程 総合原子科学プログラム（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 02 教育課程 総合原子科学プログラム修了認定（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 02 教育課程 測量士補資格認定申請（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 02 教育課程 測量士補資格認定変更申請（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院学生便覧（博士後期課程）（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院履修要項（博士前期課程）（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 02 教育課程 単位認定記録（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 02 教育課程 地球科学技術者養成プログラム（地球環境科学コース）申請（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 02 教育課程 地球科学技術者養成プログラム修了認定（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 02 教育課程 博物館実習（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 02 教育課程 履修要項（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 02 教育課程 理学部成績優秀者表彰（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 03 学位 学位記台帳（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 03 学位 学位論文審査（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 03 学位 修士学位論文（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 04 学籍 学生の改姓記録（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 04 学籍 学生異動（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 04 学籍 学生現住所届（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 04 学籍 学生名簿（大学院）（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 04 学籍 学生名簿（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿（大学院）（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 04 学籍 現住所届 理学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 04 学籍 現住所届（大学院）（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 04 学籍 再入学（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 04 学籍 修了生台帳（大学院）（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 04 学籍 修了判定資料（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 04 学籍 卒業判定（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 科目等履修生･研究生（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 科目等履修生管理台帳（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 研究生（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 特別研究委託学生、特別研究学生（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄



平成23年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 博士特別研究生（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 08 留学生 国費外国人留学生（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 08 留学生 私費外国人留学生（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 F 研究一般 04 バイオサイエンス等 遺伝子組み換え実験（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 15 2027/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 F 研究一般 04 バイオサイエンス等 動物実験委員会（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 15 2027/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成23年度 F 研究一般 08 国際交流 国際交流協定（理学部） 理学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 00 総括 連携大学院（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 01 法令･規則 法令･規則改正（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 01 法令･規則 理学部規則（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 01 法令･規則 理学部申し合わせ（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 03 会議 教育会議（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 03 会議 教育会議運営委員会（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 03 会議 教授会（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 03 会議 教務委員会（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 03 会議 人事教授会（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 03 会議 入学委員会･入試検討WG（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 03 会議 理工学研究科水戸地区委員会（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 10 環境 ＲＩ特別健康診断（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 10 環境 監守計画（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成24年度 B 教職員 01 勤務時間 共済組合認定･喪失･給付金･財形貯蓄（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 完結後5年 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成24年度 B 教職員 01 勤務時間 雇用保険　（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 完結後5年 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成24年度 B 教職員 03 選考･選挙 過半数代表者選挙（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成24年度 B 教職員 04 任免 ＲＡ（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成24年度 B 教職員 04 任免 ＴＡ（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成24年度 B 教職員 04 任免 採用（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成24年度 B 教職員 04 任免 大学院担当資格審査（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成24年度 B 教職員 04 任免 任免（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成24年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成24年度 B 教職員 04 任免 非常勤職員（博士特別研究員）（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成24年度 B 教職員 04 任免 非常勤職員（有期雇用職員、パートタイム職員）（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成24年度 B 教職員 05 給与 大学院調整手当（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成24年度 B 教職員 05 給与 特別昇給（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成24年度 B 教職員 06 服務･表彰 栄典･表彰（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成24年度 B 教職員 07 福利 共済組合保険経理厚生費（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 01 入試 平成25年度一般入試合格者出願書類（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 01 入試 平成25年度一般入試実施（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 01 入試 平成25年度帰国子女入試実施（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 01 入試 平成25年度私費外国人入試合格者出願書類（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 01 入試 平成25年度私費外国人入試実施（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 01 入試 平成25年度推薦入試合格者出願書類（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄



平成24年度 E 教育一般 01 入試 平成25年度推薦入試実施（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 01 入試 平成25年度大学院学生募集要項（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 15 2028/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 01 入試 平成25年度大学院入試合格者名簿（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 15 2028/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 01 入試 平成25年度大学院入試試験問題･解答用紙（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 15 2028/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 01 入試 平成25年度大学入試センター試験実施（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 01 入試 平成25年度入学者選抜方法･実施教科･科目（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 01 入試 平成25年度入学者選抜要項･学生募集要項（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 15 2028/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 01 入試 平成25年度博士後期課程入学試験（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 01 入試 平成25年度博士後期課程入試合格者出願書類（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 01 入試 平成25年度博士前期課程入学試験（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 01 入試 平成25年度博士前期課程入試合格者出願書類（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 01 入試 平成25年度編入学試験合格者出願書類（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 01 入試 平成25年度編入学試験募集要項（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 15 2028/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 01 入試 平成25年度編入学試験問題･解答用紙（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 15 2028/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 02 教育課程 インターンシップ実習（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 02 教育課程 サステイナビリティ学教育プログラム修了認定（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 02 教育課程 シラバス（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 02 教育課程 教員免許課程認定変更申請（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 02 教育課程 教員免許状一括申請（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 02 教育課程 教職科目講義実施（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 02 教育課程 公開臨海･臨湖実習実施（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 02 教育課程 成績原簿（大学院）（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 02 教育課程 成績原簿（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 02 教育課程 総合原子科学プログラム修了認定（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院学生便覧（博士後期課程）（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院履修要項（博士前期課程）（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 02 教育課程 単位互換授業計画（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 02 教育課程 単位認定記録（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 02 教育課程 地球科学技術者養成プログラム修了認定（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 02 教育課程 平成24年度実施介護等体験（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 02 教育課程 平成24年度実施教育実習（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 02 教育課程 平成24年度実施博物館実習（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 02 教育課程 平成25年度実施介護等体験（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 02 教育課程 平成25年度実施教育実習（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 02 教育課程 平成25年度実施博物館実習（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 02 教育課程 履修要項（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 02 教育課程 理学部成績優秀者表彰（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 02 教育課程 平成25年度実施介護等体験（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 02 教育課程 平成25年度実施教育実習（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 03 学位 学位記台帳（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄



平成24年度 E 教育一般 03 学位 学位論文審査（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 04 学籍 学生異動（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 04 学籍 学生現住所届（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 04 学籍 学生名簿（大学院）（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 04 学籍 学生名簿（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿（博士後期課程）（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿（博士前期課程）（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 04 学籍 現住所届 理学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 04 学籍 現住所届（大学院）（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 04 学籍 再入学（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 04 学籍 修了生台帳（大学院）（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 04 学籍 修了判定資料（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 04 学籍 卒業判定（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 科目等履修生･研究生（大学院）（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 特別研究委託学生、特別研究学生（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 非正規生（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 08 留学生 国費外国人留学生（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 08 留学生 私費外国人留学生（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成24年度 F 研究一般 04 バイオサイエンス等 遺伝子組み換え実験（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 15 2028/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成24年度 F 研究一般 04 バイオサイエンス等 動物実験委員会（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 15 2028/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成24年度 F 研究一般 08 国際交流 国際交流協定（理学部） 理学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 00 総括 連携大学院（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 01 法令･規則 法令･規則改正（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 01 法令･規則 理学部規則（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 03 会議 教育会議（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 03 会議 教育会議運営委員会（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 03 会議 教授会（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 03 会議 人事教授会（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 03 会議 理工学研究科水戸地区委員会（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 03 会議 入学委員会･入試検討WG（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 03 会議 教務委員会（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 10 環境 ＲＩ特別健康診断（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 10 環境 監守計画（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成25年度 B 教職員 01 勤務時間 共済組合認定･喪失･給付金･財形貯蓄（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 完結後5年 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成25年度 B 教職員 01 勤務時間 雇用保険　（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 完結後5年 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成25年度 B 教職員 03 選考･選挙 過半数代表者選挙（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成25年度 B 教職員 04 任免 ＲＡ（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 30 2044/4/1 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成25年度 B 教職員 04 任免 ＴＡ（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 30 2044/4/1 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成25年度 B 教職員 04 任免 採用（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄



平成25年度 B 教職員 04 任免 大学院担当資格審査（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成25年度 B 教職員 04 任免 任免（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成25年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 30 2044/4/1 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成25年度 B 教職員 04 任免 非常勤職員（博士特別研究員）（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成25年度 B 教職員 04 任免 非常勤職員（有期雇用職員、パートタイム職員）（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成25年度 B 教職員 05 給与 大学院調整手当（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成25年度 B 教職員 05 給与 特別昇給（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成25年度 B 教職員 06 服務･表彰 栄典･表彰（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成25年度 B 教職員 07 福利 共済組合保険経理厚生費（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成25年度 C 財務 01 予算 概算要求（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成25年度 C 財務 02 決算 契約依頼（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 01 入試 平成26年度大学院学生募集要項（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 15 2029/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 01 入試 平成26年度大学院入試合格者名簿（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 15 2029/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 01 入試 平成26年度大学院入試試験問題･解答用紙（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 15 2029/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 01 入試 平成26年度入学試験の基本方針･入学者選抜要項･募集要項（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 15 2029/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 01 入試 平成26年度編入学試験募集要項（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 15 2029/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 01 入試 平成26年度編入学試験問題･解答用紙（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 15 2029/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 01 入試 平成26年度一般入試合格者出願書類（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 01 入試 平成26年度一般入試実施（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 01 入試 平成26年度帰国子女入試実施（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 01 入試 平成26年度私費外国人入試合格者出願書類（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 01 入試 平成26年度私費外国人入試実施（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 01 入試 平成26年度推薦入試合格者出願書類（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 01 入試 平成26年度推薦入試実施（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 01 入試 平成26年度大学入試センター試験実施（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 01 入試 平成26年度入学者選抜方法･実施教科･科目（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 01 入試 平成26年度博士後期課程入学試験（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 01 入試 平成26年度博士後期課程入試合格者出願書類（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 01 入試 平成26年度博士前期課程入学試験（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 01 入試 平成26年度博士前期課程入試合格者出願書類（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 01 入試 平成26年度編入学試験合格者出願書類（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 02 教育課程 シラバス（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 02 教育課程 成績原簿（大学院）（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 02 教育課程 成績原簿（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院学生便覧（博士後期課程）（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院履修要項（博士前期課程）（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 02 教育課程 地球科学技術者養成プログラム修了認定（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 02 教育課程 履修要項（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 02 教育課程 サステイナビリティ学教育プログラム修了認定（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 02 教育課程 教員免許課程認定変更申請（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄



平成25年度 E 教育一般 02 教育課程 教員免許状一括申請（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 02 教育課程 教職科目講義実施（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 02 教育課程 総合原子科学プログラム修了認定（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院総合原子科学プログラム（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 02 教育課程 単位互換授業計画（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 02 教育課程 単位認定記録（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 02 教育課程 インターンシップ実習（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 02 教育課程 公開臨海･臨湖実習実施（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 02 教育課程 平成25年度実施介護等体験（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 02 教育課程 平成25年度実施教育実習（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 02 教育課程 平成25年度実施博物館実習（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 02 教育課程 平成26年度実施介護等体験（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 02 教育課程 平成26年度実施教育実習（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 02 教育課程 平成26年度実施博物館実習（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 02 教育課程 理学部成績優秀者表彰（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 03 学位 学位記台帳（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 03 学位 学位論文審査（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 04 学籍 学生名簿（大学院）（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 04 学籍 学生名簿（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿（博士後期課程）（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿（博士前期課程）（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 04 学籍 修了生台帳（大学院）（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 04 学籍 修了判定資料（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 04 学籍 卒業判定（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 04 学籍 学生の改姓記録 理学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 04 学籍 学生異動（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 04 学籍 学生現住所届（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 04 学籍 現住所届（大学院）（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 04 学籍 現住所届（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 科目等履修生･研究生（大学院）（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 特別研究委託学生、特別研究学生（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 非正規生（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 08 留学生 国費外国人留学生（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 08 留学生 私費外国人留学生（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成25年度 F 研究一般 04 バイオサイエンス等 遺伝子組み換え実験（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 15 2029/4/1 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成25年度 F 研究一般 04 バイオサイエンス等 動物実験委員会（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 15 2029/4/1 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成25年度 F 研究一般 08 国際交流 国際交流協定（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 30 2044/4/1 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 00 総括 連携大学院（理学部） 理学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 01 法令･規則 理学部規則（理学部） 理学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄



平成26年度 A 管理一般 01 法令･規則 法令･規則改正（理学部） 理学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 03 会議 教育会議（理学部） 理学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 03 会議 教育会議運営委員会（理学部） 理学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 03 会議 教授会（理学部） 理学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 03 会議 人事教授会（理学部） 理学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 03 会議 理工学研究科水戸地区委員会（理学部） 理学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 03 会議 入学委員会･入試検討WG（理学部） 理学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 03 会議 教務委員会（理学部） 理学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 10 環境 ＲＩ特別健康診断（理学部） 理学部事務長 2015/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 10 環境 監守計画（理学部） 理学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成26年度 B 教職員 03 選考･選挙 学部長選挙（理学部） 理学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成26年度 B 教職員 03 選考･選挙 過半数代表者選挙（理学部） 理学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成26年度 B 教職員 04 任免 ＲＡ（理学部） 理学部事務長 2015/4/1 30 2045/4/1 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成26年度 B 教職員 04 任免 ＴＡ（理学部） 理学部事務長 2015/4/1 30 2045/4/1 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成26年度 B 教職員 04 任免 採用（理学部） 理学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成26年度 B 教職員 04 任免 大学院担当資格審査（理学部） 理学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成26年度 B 教職員 04 任免 任免（理学部） 理学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成26年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師（理学部） 理学部事務長 2015/4/1 30 2045/4/1 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成26年度 B 教職員 04 任免 非常勤職員（博士特別研究員）（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 30 2045/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成26年度 B 教職員 04 任免 非常勤職員（有期雇用職員、パートタイム職員）（理学部） 理学部事務長 2014/4/1 30 2045/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成26年度 B 教職員 05 給与 大学院調整手当（理学部） 理学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成26年度 B 教職員 05 給与 特別昇給（理学部） 理学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成26年度 B 教職員 06 服務･表彰 栄典･表彰（理学部） 理学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成26年度 B 教職員 07 福利 共済組合保険経理厚生費（理学部） 理学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成26年度 C 財務 02 決算 契約依頼（理学部） 理学部事務長 2015/4/1 7 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成26年度 C 財務 06 動産等 ＮＭＲ物品の処分 理学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 01 入試 平成27年度大学院学生募集要項（理学部） 理学部事務長 2015/4/1 15 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 01 入試 平成27年度大学院入試試験問題･解答用紙（理学部） 理学部事務長 2015/4/1 15 2030/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 01 入試 平成27年度入学試験の基本方針･入学者選抜要項･募集要項（理学部） 理学部事務長 2015/4/1 15 2030/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 01 入試 平成27年度編入学試験募集要項（理学部） 理学部事務長 2015/4/1 15 2030/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 01 入試 平成27年度編入学試験問題･解答用紙（理学部） 理学部事務長 2015/4/1 15 2030/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 01 入試 平成27年度一般入試合格者出願書類（理学部） 理学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 01 入試 平成27年度一般入試実施（理学部） 理学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 01 入試 平成27年度私費外国人入試合格者出願書類（理学部） 理学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 01 入試 平成27年度私費外国人入試実施（理学部） 理学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 01 入試 平成27年度推薦入試合格者出願書類（理学部） 理学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 01 入試 平成27年度推薦入試実施（理学部） 理学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 01 入試 平成27年度大学入試センター試験実施（理学部） 理学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 01 入試 平成27年度入学者選抜方法･実施教科･科目（理学部） 理学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 01 入試 平成27年度博士後期課程入学試験（理学部） 理学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄



平成26年度 E 教育一般 01 入試 平成27年度博士後期課程入試合格者出願書類（理学部） 理学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 01 入試 平成27年度博士前期課程入学試験（理学部） 理学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 01 入試 平成27年度博士前期課程入試合格者出願書類（理学部） 理学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 01 入試 平成27年度編入学試験合格者出願書類（理学部） 理学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 02 教育課程 シラバス（理学部） 理学部事務長 2015/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 02 教育課程 成績原簿（大学院）（理学部） 理学部事務長 2015/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 02 教育課程 成績原簿（理学部） 理学部事務長 2015/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院学生便覧（博士後期課程）（理学部） 理学部事務長 2015/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院履修要項（博士前期課程）（理学部） 理学部事務長 2015/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 02 教育課程 地球科学技術者養成プログラム修了認定（理学部） 理学部事務長 2015/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 02 教育課程 履修要項（理学部） 理学部事務長 2015/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 02 教育課程 サステイナビリティ学教育プログラム修了認定（理学部） 理学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 02 教育課程 教員免許課程認定変更申請（理学部） 理学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 02 教育課程 教員免許状一括申請（理学部） 理学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 02 教育課程 教職科目講義実施（理学部） 理学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 02 教育課程 総合原子科学プログラム修了認定（理学部） 理学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院総合原子科学プログラム（理学部） 理学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 02 教育課程 単位互換授業計画（理学部） 理学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 02 教育課程 単位認定記録（理学部） 理学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 02 教育課程 インターンシップ実習（理学部） 理学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 02 教育課程 公開臨海･臨湖実習実施（理学部） 理学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 02 教育課程 平成26年度実施介護等体験（理学部） 理学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 02 教育課程 平成26年度実施教育実習（理学部） 理学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 02 教育課程 平成26年度実施博物館実習（理学部） 理学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 02 教育課程 平成27年度実施介護等体験（理学部） 理学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 02 教育課程 平成27年度実施教育実習（理学部） 理学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 03 学位 学位記台帳（理学部） 理学部事務長 2015/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 03 学位 学位論文審査（理学部） 理学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 04 学籍 学生名簿（大学院）（理学部） 理学部事務長 2015/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 04 学籍 学生名簿（理学部） 理学部事務長 2015/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿（博士後期課程）（理学部） 理学部事務長 2015/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿（博士前期課程）（理学部） 理学部事務長 2015/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿（理学部） 理学部事務長 2015/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 04 学籍 修了生台帳（大学院）（理学部） 理学部事務長 2015/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 04 学籍 修了判定資料（理学部） 理学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 04 学籍 卒業判定（理学部） 理学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 04 学籍 学生の改姓記録 理学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 04 学籍 学生異動（理学部） 理学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 04 学籍 学生現住所届（理学部） 理学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 04 学籍 現住所届（大学院）（理学部） 理学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄



平成26年度 E 教育一般 04 学籍 現住所届（理学部） 理学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 04 学籍 再入学（理学部） 理学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 科目等履修生･研究生（大学院）（理学部） 理学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 特別研究委託学生、特別研究学生（理学部） 理学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 非正規生（理学部） 理学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 08 留学生 留学生（理学部） 理学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成26年度 F 研究一般 04 バイオサイエンス等 遺伝子組み換え実験（理学部） 理学部事務長 2015/4/1 15 2030/4/1 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成26年度 F 研究一般 04 バイオサイエンス等 動物実験委員会（理学部） 理学部事務長 2015/4/1 15 2030/4/1 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 教育会議（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 教育会議運営委員会（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 入学委員会･入試検討WG（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 キャリア委員会（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 理学部教育改革WG（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 学生委員会（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 教務委員会（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 水戸地区博士前期課程学務委員会（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 水戸地区博士前期課程入試実施委員会（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 07 広報 オープンキャンパス（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 11 情報システム 教務情報ポータルシステム設定（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 調査（学務）（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 00 総括 高大連携（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 00 総括 小学校理科教育推進事業（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 00 総括 総代（入学式、卒業式）（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 平成28年度大学院学生募集要項（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 15 2031/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 平成28年度大学院入試試験問題･解答用紙（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 15 2031/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 平成28年度入学試験の基本方針･入学者選抜要項･募集要項（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 15 2031/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 平成28年度編入学試験募集要項（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 15 2031/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 平成28年度編入学試験問題･解答用紙（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 15 2031/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 平成28年度一般入試合格者出願書類（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 平成28年度一般入試実施（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 平成28年度私費外国人入試合格者出願書類（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 平成28年度私費外国人入試実施（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 平成28年度推薦入試合格者出願書類（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 平成28年度推薦入試実施（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 平成28年度大学入試センター試験実施（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 平成28年度入学者選抜方法･実施教科･科目（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 平成28年度博士後期課程入学試験（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 平成28年度博士後期課程入試合格者出願書類（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 平成28年度博士前期課程入学試験（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 平成28年度博士前期課程入試合格者出願書類（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄



平成27年度 E 教育一般 01 入試 平成28年度編入学試験合格者出願書類（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 平成28年度一般入試不合格者出願書類（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 平成28年度私費外国人入試不合格者出願書類（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 平成28年度推薦入試不合格者出願書類（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 平成28年度大学院入学届･身元保証書･誓書（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 平成28年度大学院入試試験答案（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 平成28年度転学部･転コース試験実施（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 平成28年度入学試験（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 平成28年度入学試験答案（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 平成28年度博士前期課程入試不合格者出願書類（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 平成28年度編入学試験実施（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 平成28年度編入学試験不合格者出願書類（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 シラバス（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 成績原簿（大学院）（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 成績原簿（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院学生便覧（博士後期課程）（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院履修要項（博士前期課程）（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 地球科学技術者養成プログラム修了認定（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 履修要項（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 サステイナビリティ学教育プログラム修了認定（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 教員免許課程認定変更申請（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 教員免許状一括申請（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 教職科目講義実施（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 総合原子科学プログラム修了認定（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院総合原子科学プログラム（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 単位互換授業計画（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 単位認定記録（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 インターンシップ実習（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 公開臨海･臨湖実習実施（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 平成27年度実施介護等体験（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 平成27年度実施教育実習（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 平成26年度実施博物館実習（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 平成28年度実施介護等体験（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 平成28年度実施教育実習（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 ガイダンス実施（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 学外授業実施（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 教養科目講義実施（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 証明書発行（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 成績開示（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 成績証明書原本（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄



平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 成績報告（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 専門科目集中講義実施（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院共通科目（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院集中講義実施（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院履修登録（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 定期試験実施（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 非常勤講師講義実施（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 履修登録（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 03 学位 学位記台帳（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 03 学位 学位論文審査（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 03 学位 学位記（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 04 学籍 学生名簿（大学院）（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 04 学籍 学生名簿（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿（博士後期課程）（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿（博士前期課程）（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 04 学籍 修了生台帳（大学院）（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 04 学籍 修了判定資料（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 04 学籍 卒業判定（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 04 学籍 学生の改姓記録 理学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 04 学籍 学生異動（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 04 学籍 学生現住所届（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 04 学籍 現住所届（大学院）（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 04 学籍 現住所届（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 04 学籍 学生の出張･研修（大学院）（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 04 学籍 学生の出張･研修（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 04 学籍 指導教員届（博士前期課程）（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 04 学籍 成績報告票（大学院）（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 04 学籍 誓書（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 科目等履修生･研究生（大学院）（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 特別研究委託学生、特別研究学生（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 非正規生（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 06 学生生活 学生の事故等届（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 06 学生生活 厚生補導（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 07 学生支援 奨学金（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 07 学生支援 入学料･授業料（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 08 留学生 留学生（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 08 留学生 チューター（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 単位認定記録（編入･転入学生）（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 08 国際交流 AIMSプログラム（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄



平成27年度 A 管理一般 00 総括 宇宙科学教育研究センター（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 00 総括 連携大学院（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 01 法令･規則 法令･規則改正（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 01 法令･規則 理学部規則（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 広域水圏環境科学教育研究センター運営委員会（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 広域水圏環境科学教育研究センター共同利用協議会 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 総務委員会（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 機器分析センター運営委員会（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 宇宙科学教育研究センター運営委員会（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 学術委員会（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 理学部長会議（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 企画運営会議･水戸地区運営委員会（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 教授会（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 人事教授会（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 人事方針検討委員会（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 理工学研究科水戸地区委員会（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 教学点検委員会（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 委員会委員推薦（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 04 運営 共催･後援･周知依頼（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 04 運営 固定資産使用許可（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 07 広報 広報（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 08 文書 公印使用伺簿（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 09 検査･監査 監査（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 10 環境 ＲＩ特別健康診断（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 10 環境 監守計画（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 10 環境 放射線（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 10 環境 免税アルコール（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 10 環境 労働安全衛生管理 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 10 環境 高圧ガス管理 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 10 環境 化学物質管理 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 調査（理学部総務） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 他機関からの通知･依頼･照会･回答等文書 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 00 総括 派遣職員（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 勤務時間（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 年次有給休暇簿･その他休暇･みなし労働簿（職員）（理学部･機器･宇宙･科研費等研究員） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 勤務割振表･振替休日･代休付与日指定簿（職員）（理学部･機器･宇宙） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 勤務時間報告書（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働命令簿（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿（教員）（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿（職員）（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄



平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿（非常勤講師）（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 学外勤務届･海外学外勤務届 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 02 出張 旅行命令･依頼伺（科学研究費補助金）（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 02 出張 旅行命令･依頼伺（寄附金）（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 02 出張 旅行命令･依頼伺（受託共同研究費）（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 02 出張 旅行命令･依頼伺（大学運営資金）（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 03 選考･選挙 過半数代表者選挙（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 03 選考･選挙 評議員選挙（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 04 任免 大学院担当資格審査（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 04 任免 任免（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 04 任免 採用（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 04 任免 非常勤職員（博士特別研究員）（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 04 任免 非常勤職員（有期雇用職員、パートタイム職員）（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 04 任免 ＴＡ（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 04 任免 ＲＡ（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 04 任免 学位論文審査（学外審査委員） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 05 給与 期末･勤勉手当（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 05 給与 退職手当（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 05 給与 大学院調整手当（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 05 給与 特別昇給（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 05 給与 謝金実施伺（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 05 給与 賃金業務実施伺（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 05 給与 扶養･通勤･住宅･単身赴任･現況届･入試手当 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 06 服務･表彰 栄典･表彰（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 06 服務･表彰 兼業届（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 07 福利 共済組合　認定･喪失･給付金･財形貯蓄　傷病、出産育児一時金、掛金免除 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 07 福利 共済組合保険経理厚生費（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 07 福利 （健康保険･厚生年金･雇用保険）　標準報酬･健診･取得･喪失･育児･介護休業給付金 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 01 予算 予算振替書（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 01 予算 予算（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 01 予算 設備マスタープラン 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 ガソリン注文伝票（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 会議費（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 契約依頼（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 予算差引依頼（複写機）（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 予算差引依頼（ガラスバッジ）（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 預り金（後援会）（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 04 収入 機器分析センター利用料（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 06 動産等 資産管理（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄



平成27年度 C 財務 06 動産等 郵便切手受払簿（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 00 総括 小学校理科教育推進事業（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 06 学生生活 学生特殊健康診断 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 00 総括 大学連携研究設備ネットワーク（機器分析センター）（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 科学研究費補助金（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 科学研究費補助金分担金経理報告（学外代表者への報告） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 科学研究費補助金分担金経理報告（学外分担者からの報告） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 02 外部資金 寄附金（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 02 外部資金 共同研究･受託研究（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 02 外部資金 研究助成申込承諾の申請（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 04 バイオサイエンス等 遺伝子組み換え実験（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 15 2031/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 04 バイオサイエンス等 動物実験委員会（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 15 2031/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 05 研究者の受入 日本学術振興会（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 08 国際交流 国際交流協定（理学部） 理学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 振替休日･代休付与日指定簿･代休取得理由書 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 07 福利 事故処理報告書（危機管理室）、事故報告書（安全衛生係）、労災申請書（労務課） 理学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 教育会議（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 教育会議運営委員会（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 入学委員会･入試検討WG（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 キャリア委員会（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 学生委員会（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 教務委員会（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 水戸地区博士前期課程学務委員会（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 水戸地区博士前期課程入試実施委員会（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 07 広報 オープンキャンパス（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 11 情報システム 教務情報ポータルシステム設定（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 調査（学務）（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 00 総括 高大連携（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 00 総括 総代（入学式、卒業式）（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 平成29年度大学院学生募集要項（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 15 2032/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 平成29年度入学試験の基本方針･入学者選抜要項･募集要項（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 15 2032/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 平成29年度編入学試験募集要項（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 15 2032/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 平成29年度編入学試験問題･解答用紙（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 15 2032/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 平成29年度一般入試合格者出願書類（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 平成29年度一般入試実施（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 平成29年度私費外国人入試合格者出願書類（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 平成29年度私費外国人入試実施（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 平成29年度推薦入試合格者出願書類（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 平成29年度推薦入試実施（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 平成29年度大学入試センター試験実施（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄



平成28年度 E 教育一般 01 入試 平成29年度入学者選抜方法･実施教科･科目（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 平成29年度博士後期課程入学試験（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 平成29年度博士後期課程入試合格者出願書類（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 平成29年度博士前期課程入学試験（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 平成29年度博士前期課程入試合格者出願書類（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 平成29年度編入学試験合格者出願書類（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 平成29年度一般入試不合格者出願書類（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 平成29年度私費外国人入試不合格者出願書類（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 平成29年度推薦入試不合格者出願書類（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 平成29年度大学院入学届･身元保証書･誓書（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 平成29年度転学部･転コース試験実施（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 平成29年度入学試験（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 平成29年度入学試験答案（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 平成29年度博士前期課程入試不合格者出願書類（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 平成29年度編入学試験実施（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 平成29年度編入学試験不合格者出願書類（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 シラバス（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 成績原簿（大学院）（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 成績原簿（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院学生便覧（博士後期課程）（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院履修要項（博士前期課程）（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 地球科学技術者養成プログラム修了認定（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 履修要項（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 サステイナビリティ学教育プログラム修了認定（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 教員免許課程認定変更申請（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 教員免許状一括申請（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 教職科目講義実施（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 量子線科学プログラム修了認定（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院総合原子科学プログラム（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 単位互換授業計画（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 単位認定記録（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 インターンシップ実習（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 公開臨海･臨湖実習実施（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 平成28年度実施介護等体験（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 平成28年度実施教育実習（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 平成29年度実施介護等体験（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 平成29年度実施教育実習（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 ガイダンス実施（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 学外授業実施（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 教養科目講義実施（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄



平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 証明書発行（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 成績開示（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 成績証明書原本（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 成績報告（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 専門科目集中講義実施（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院共通科目（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院集中講義実施（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院履修登録（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 定期試験実施（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 非常勤講師講義実施（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 履修登録（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 03 学位 学位記台帳（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 03 学位 学位論文審査（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 03 学位 学位記（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 04 学籍 学生名簿（大学院）（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 04 学籍 学生名簿（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿（博士後期課程）（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿（博士前期課程）（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 04 学籍 修了生台帳（大学院）（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 04 学籍 修了判定資料（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 04 学籍 卒業判定（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 04 学籍 学生の改姓記録 理学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 04 学籍 学生異動（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 04 学籍 学生現住所届（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 04 学籍 現住所届（大学院）（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 04 学籍 現住所届（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 04 学籍 学生の出張･研修（大学院）（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 04 学籍 学生の出張･研修（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 04 学籍 指導教員届（博士前期課程）（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 04 学籍 成績報告票（大学院）（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 04 学籍 誓書（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 科目等履修生･研究生（大学院）（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 特別研究委託学生、特別研究学生（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 非正規生（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 06 学生生活 学生の事故等届（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 06 学生生活 厚生補導（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 07 学生支援 奨学金（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 07 学生支援 入学料･授業料（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 08 留学生 留学生（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄



平成28年度 E 教育一般 08 留学生 チューター（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 単位認定記録（編入･転入学生）（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 08 国際交流 ＡＩＭＳプログラム（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 02 出張 旅行命令･依頼伺（科学研究費補助金）（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 02 出張 旅行命令･依頼伺（寄附金）（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 02 出張 旅行命令･依頼伺（受託共同研究費）（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 02 出張 旅行命令･依頼伺（大学運営資金）（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 05 給与 謝金実施伺（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 05 給与 賃金業務実施伺（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 調査（理学部総務） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 勤務時間報告書（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働命令簿（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 04 任免 ＲＡ（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 30 2047/4/1 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 04 任免 ＴＡ（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 30 2047/4/1 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 30 2047/4/1 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 預り金（後援会）（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 科学研究費補助金（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 02 外部資金 寄附金（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 02 外部資金 共同研究･受託研究（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 02 外部資金 研究助成申込承諾の申請（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 04 バイオサイエンス等 遺伝子組み換え実験（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 15 2032/4/1 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 04 バイオサイエンス等 動物実験委員会（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 15 2032/4/1 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 05 研究者の受入 日本学術振興会（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 00 総括 宇宙科学教育研究センター（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 00 総括 連携大学院（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 01 法令･規則 法令･規則改正（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 01 法令･規則 理学部規則（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 広域水圏環境科学教育研究センター運営委員会（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 広域水圏環境科学教育研究センター共同利用協議会 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 総務委員会（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 機器分析センター運営委員会（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 学術委員会（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 理学部長会議（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 企画運営会議･水戸地区運営委員会（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 教授会（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 人事教授会（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 人事方針検討委員会（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 教学点検委員会（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 委員会委員推薦（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 04 運営 共催･後援･周知依頼（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄



平成28年度 A 管理一般 04 運営 固定資産使用許可（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 07 広報 広報（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 08 文書 公印使用伺簿（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 09 検査･監査 監査（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 10 環境 ＲＩ特別健康診断（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 10 環境 監守計画（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 10 環境 放射線（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 10 環境 免税アルコール（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 10 環境 労働安全衛生管理 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 他機関からの通知･依頼･照会･回答等文書 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 00 総括 派遣職員（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 勤務時間（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 年次有給休暇簿･その他休暇･みなし労働簿（職員）（理学部･機器･宇宙･科研費等研究員） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 勤務割振表･振替休日･代休付与日指定簿（職員）（理学部･機器･宇宙） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿（教員）（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿（職員）（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿（非常勤講師）（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 学外勤務届･海外学外勤務届 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 03 選考･選挙 過半数代表者選挙（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 04 任免 大学院担当資格審査（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 04 任免 任免（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 04 任免 採用（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 04 任免 非常勤職員（博士特別研究員）（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 04 任免 非常勤職員（有期雇用職員、パートタイム職員）（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 05 給与 期末･勤勉手当（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 05 給与 退職手当（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 05 給与 大学院調整手当（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 05 給与 特別昇給（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 05 給与 扶養･通勤･住宅･単身赴任･現況届･入試手当 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 06 服務･表彰 栄典･表彰（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 06 服務･表彰 兼業届（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 07 福利 共済組合　認定･喪失･給付金･財形貯蓄　傷病、出産育児一時金、掛金免除 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 07 福利 共済組合保険経理厚生費（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 07 福利 （健康保険･厚生年金･雇用保険）　標準報酬･健診･取得･喪失･育児･介護休業給付金 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 01 予算 予算振替書（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 01 予算 予算（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 01 予算 設備マスタープラン 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 ガソリン注文伝票（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 会議費（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 契約依頼（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄



平成28年度 C 財務 02 決算 予算差引依頼（複写機）（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 予算差引依頼（ガラスバッジ）（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 04 収入 機器分析センター利用料（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 06 動産等 資産管理（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 06 動産等 郵便切手受払簿（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 00 総括 小学校理科教育推進事業（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 06 学生生活 学生特殊健康診断 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 00 総括 大学連携研究設備ネットワーク（機器分析センター）（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 科学研究費補助金分担金経理報告（学外代表者への報告） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 科学研究費補助金分担金経理報告（学外分担者からの報告） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 08 国際交流 国際交流協定（理学部） 理学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 振替休日･代休付与日指定簿･代休取得理由書 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 07 福利 事故処理報告書（危機管理室）、事故報告書（安全衛生係）、労災申請書（労務課） 理学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 00 総括 宇宙科学教育研究センター（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 00 総括 連携大学院（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 01 法令･規則 法令･規則改正（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 01 法令･規則 理学部規則（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 教育会議（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 教育会議運営委員会（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 入学委員会･入試検討WG（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 キャリア委員会（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 学生委員会（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 教務委員会（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 博士前期課程学務委員会（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 水戸地区博士前期課程入試実施委員会（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 広域水圏環境科学教育研究センター運営委員会（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 広域水圏環境科学教育研究センター共同利用協議会 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 総務委員会（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 機器分析センター運営委員会（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 学術委員会（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 理学部長会議（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 企画運営会議（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 教授会（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 人事教授会（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 人事方針検討委員会（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 教学点検委員会（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 理学専攻運営委員会（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 委員会委員推薦（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 業務用自動車使用請求書（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 共催･後援･周知依頼（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄



平成29年度 A 管理一般 04 運営 固定資産使用許可（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 07 広報 オープンキャンパス（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 07 広報 広報（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 08 文書 公印使用伺簿（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 09 検査･監査 監査（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 10 環境 ＲＩ特殊健康診断（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 10 環境 監守計画（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 10 環境 放射線（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 10 環境 免税アルコール（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 10 環境 労働安全衛生管理 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 11 情報システム 教務情報ポータルシステム設定（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 調査（学務）（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 在学生数月例報告（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 調査（理学部総務） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内通知（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 人事課通知（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 毎月勤労統計調査票（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関からの通知･依頼･照会･回答等文書 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 00 総括 証明書交付願（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 00 総括 派遣職員（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 勤務時間報告書（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働命令簿（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 勤務時間（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 年次有給休暇簿･その他休暇･みなし労働簿（職員）（理学部･機器･宇宙･科研費等研究員） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 勤務割振表･振替休日･代休付与日指定簿（職員）（理学部･機器･宇宙） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿（教員）（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿（職員）（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿（非常勤講師）（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 学外勤務届･海外学外勤務届 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 勤務予定表 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 振替休日･代休付与日指定簿･代休取得理由書 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 02 出張 旅行命令･依頼伺（科学研究費補助金）（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 02 出張 旅行命令･依頼伺（寄附金）（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 02 出張 旅行命令･依頼伺（受託共同研究費）（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 02 出張 旅行命令･依頼伺（大学運営資金）（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 03 選考･選挙 過半数代表者選挙（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 04 任免 ＲＡ（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 04 任免 ＴＡ（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 04 任免 大学院担当資格審査（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄



平成29年度 B 教職員 04 任免 任免（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 04 任免 採用（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 04 任免 非常勤職員（博士特別研究員）（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 04 任免 非常勤職員（有期雇用職員、パートタイム職員）（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 05 給与 扶養･通勤･住宅･単身赴任･現況届･入試手当 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 05 給与 謝金実施伺（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 05 給与 賃金業務実施伺（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 05 給与 期末･勤勉手当（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 05 給与 退職手当（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 05 給与 大学院調整手当（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 05 給与 特別昇給（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 06 服務･表彰 栄典･表彰（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 06 服務･表彰 兼業届（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 07 福利 共済組合　認定･喪失･給付金･財形貯蓄　傷病、出産育児一時金、掛金免除 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 07 福利 共済組合保険経理厚生費（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 07 福利 （健康保険･厚生年金･雇用保険）　標準報酬･健診･取得･喪失･育児･介護休業給付金 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 07 福利 事故処理報告書（危機管理室）、事故報告書（安全衛生係）、労災申請書（労務課） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 09 能力開発 研修（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 01 予算 設備マスタープラン 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 01 予算 予算振替書（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 01 予算 予算（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 預り金（後援会）（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 ガソリン注文伝票（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 会議費（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 契約依頼（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 予算差引依頼（複写機）（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 予算差引依頼（ガラスバッジ）（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 04 収入 機器分析センター利用料（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 06 動産等 資産管理（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 06 動産等 郵便切手受払簿（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 00 総括 高大連携（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 00 総括 総代（入学式、卒業式）（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 平成30年度大学院学生募集要項（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 15 2033/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 平成30年度入学試験の基本方針･入学者選抜要項･募集要項（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 15 2033/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 平成30年度編入学試験問題･解答用紙（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 15 2033/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 平成30年度一般入試（前期･後期）、推薦、私費外国人留学生入試合格者出願書類（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 平成30年度一般入試実施（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 平成30年度私費外国人入試実施（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 平成30年度推薦入試実施（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 平成30年度大学入試センター試験実施（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄



平成29年度 E 教育一般 01 入試 平成30年度入学者選抜方法･実施教科･科目（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 平成30年度博士後期課程入学試験（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 平成30年度博士後期課程入試合格者出願書類（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 平成30年度博士前期課程入学試験（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 平成30年度博士前期課程入試合格者出願書類（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 平成30年度編入学試験合格者出願書類（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 平成30年度一般入試（前期･後期）、推薦、私費外国人留学生、帰国子女入試入試不合格者出願書類（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 平成30年度大学院入学届･身元保証書･誓書（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 平成30年度転学部･転コース試験実施（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 平成30年度入学試験（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 平成30年度一般入試（前期･後期）、推薦、帰国子女、編入学試験入学試験答案（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 平成30年度博士前期課程入試不合格者出願書類（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 平成30年度編入学試験実施（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 平成30年度編入学試験不合格者出願書類（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 シラバス（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 成績原簿（大学院）（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 成績原簿（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院学生便覧（博士後期課程）（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院履修要項（博士前期課程）（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 地球科学技術者養成プログラム修了認定（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 履修要項（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 サステイナビリティ学教育プログラム修了認定（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 教員免許課程認定変更申請（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 教員免許状一括申請（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 教職科目講義実施（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 量子線科学プログラム修了認定（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院総合原子科学プログラム（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 単位互換授業計画（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 単位認定記録（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 インターンシップ実習（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 平成29年度実施介護等体験（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 平成29年度実施教育実習（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 平成30年度実施介護等体験（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 平成30年度実施教育実習（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 ガイダンス実施（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 学外授業実施（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 基盤教育科目講義実施（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 証明書発行（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 成績開示（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 成績報告（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄



平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 専門科目集中講義実施（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院履修登録（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 定期試験実施（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 非常勤講師講義実施（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 履修登録（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 履修指導記録（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 03 学位 学位記台帳（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 03 学位 学位論文審査（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 03 学位 学位記（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 04 学籍 学生名簿（大学院）（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 04 学籍 学生名簿（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿（博士後期課程）（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿（博士前期課程）（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 04 学籍 修了生台帳（大学院）（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 04 学籍 修了判定資料（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 04 学籍 卒業判定（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 04 学籍 学生の改姓記録 理学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 04 学籍 学生異動（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 04 学籍 現住所届（大学院）（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 04 学籍 現住所届（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 04 学籍 学生の出張･研修（大学院）（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 04 学籍 学生の出張･研修（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 04 学籍 指導教員届（博士前期課程）（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 04 学籍 成績報告票（大学院）（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 04 学籍 誓書（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 非正規生（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 06 学生生活 学生の事故等届（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 06 学生生活 厚生補導（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 06 学生生活 学生の不正行為等（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 07 学生支援 奨学金（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 07 学生支援 入学料･授業料（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 07 学生支援 就職（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 07 学生支援 進路届（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 07 学生支援 障害を理由とする合理的配慮（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 08 留学生 留学生（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 08 留学生 チューター（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 00 総括 小学校理科教育推進事業（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 06 学生生活 学生特殊健康診断 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 00 総括 大学連携研究設備ネットワーク（機器分析センター）（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄



平成29年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 科学研究費補助金（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 寄附金（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 共同研究･受託研究（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 研究助成申込承諾の申請（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 科学研究費補助金分担金（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 02 ライフサイエンス等 遺伝子組み換え実験（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 15 2033/4/1 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 02 ライフサイエンス等 動物実験委員会（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 15 2033/4/1 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 03 研究者の受入･派遣 日本学術振興会（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 05 国際交流 ＡＩＭＳプログラム（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 05 国際交流 国際交流協定（理学部） 理学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 00 総括 宇宙科学教育研究センター(理学部) 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 00 総括 連携大学院（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 01 法令･規則 法令･規則改正（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 01 法令･規則 理学部規則（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 キャリア委員会（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 理学専攻運営委員会（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 委員会委員推薦（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 学術委員会（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 学生委員会（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 企画運営会議（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 機器分析センター運営委員会(理学部) 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 教育会議（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 教育会議運営委員会（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 教学点検委員会（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 教授会（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 教務委員会（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 広域水圏環境科学教育研究センター運営委員会(理学部) 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 広域水圏環境科学教育研究センター共同利用協議会 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 人事教授会（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 人事方針検討委員会（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 総務委員会（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 入学委員会･入試検討WG（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 博士前期課程学務委員会（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 理学部長会議（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 共催･後援･周知依頼（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 業務用自動車使用請求書（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 固定資産使用許可（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 07 広報 オープンキャンパス（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 07 広報 広報（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 08 文書 公印使用伺簿（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄



平成30年度 A 管理一般 09 検査･監査 監査（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 10 環境 監守計画（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 10 環境 放射線（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 10 環境 免税アルコール（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 10 環境 労働安全衛生管理 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内通知（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 人事課通知（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関からの通知･依頼･照会･回答等文書 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 調査（学務）（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 調査（理学部総務） 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 毎月勤労統計調査票（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 13 社会連携 発明等届出書（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 20 2039/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 00 総括 証明書交付願（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 00 総括 派遣職員（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 勤務予定表 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 勤務割振表･振替休日･代休付与日指定簿（職員）（理学部･機器･宇宙） 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 学外勤務届･海外学外勤務届 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 勤務時間（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 勤務時間報告書（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働命令簿（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿(教員)(理学部) 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿(職員)(理学部) 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿（非常勤講師）（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 振替休日･代休付与日指定簿･代休取得理由書 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 年次有給休暇･その他休暇･みなし労働簿(職員)(理学部) 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 02 出張 旅行命令･依頼伺（寄附金）（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 02 出張 旅行命令･依頼伺（科学研究費補助金）（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 02 出張 旅行命令･依頼伺（受託共同研究費）（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 02 出張 旅行命令･依頼伺（大学運営資金）（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 03 選考･選挙 過半数代表者選挙（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 04 任免 ＲＡ（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 04 任免 ＴＡ（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 04 任免 採用（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 04 任免 大学院担当資格審査（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 04 任免 任免（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 04 任免 非常勤職員（博士特別研究員）（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 04 任免 非常勤職員（有期雇用職員、パートタイム職員）（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 05 給与 扶養･通勤･住宅･単身赴任･現況届･入試手当 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 05 給与 期末･勤勉手当（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄



平成30年度 B 教職員 05 給与 謝金実施伺（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 05 給与 退職手当（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 05 給与 大学院調整手当（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 05 給与 賃金業務実施伺（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 05 給与 特別昇給（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 06 服務･表彰 栄典･表彰（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 06 服務･表彰 兼業届（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 07 福利 （健康保険･厚生年金･雇用保険）　標準報酬･健診･取得･喪失･育児･介護休業給付金 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 07 福利 共済組合　認定･喪失･給付金･財形貯蓄　傷病、出産育児一時金、掛金免除 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 07 福利 共済組合保険経理厚生費（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 07 福利 事故処理報告書（危機管理室）、事故報告書（安全衛生係）、労災申請書（労務課） 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 09 能力開発 研修（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 01 予算 設備マスタープラン 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 01 予算 予算（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 01 予算 予算振替書（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 会議費（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 契約依頼（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 預り金(後援会)(理学部) 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 04 収入 機器分析センター利用料（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 06 動産等 資産管理（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 06 動産等 郵便切手受払簿（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 00 総括 高大連携（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 00 総括 総代（入学式、卒業式）（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 平成31年度一般入試（前期･後期）、推薦、帰国子女、編入学試験入学試験答案（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 平成31年度一般入試（前期･後期）、推薦、私費外国人留学生、帰国子女入試入試不合格者出願書類（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 平成31年度一般入試（前期･後期）、推薦、私費外国人留学生入試合格者出願書類（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 平成31年度一般入試実施（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 平成31年度私費外国人入試実施（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 平成31年度推薦入試実施（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 平成31年度大学院学生募集要項（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 15 2034/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 平成31年度大学院入学届･身元保証書･誓書（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 平成31年度大学入試センター試験実施（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 平成31年度転学部･転コース試験実施（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 平成31年度入学試験（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 平成31年度入学試験の基本方針･入学者選抜要項･募集要項（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 15 2034/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 平成31年度入学者選抜方法･実施教科･科目（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 平成31年度博士後期課程入学試験（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 平成31年度博士後期課程入試合格者出願書類（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 平成31年度博士前期課程入学試験（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 平成31年度博士前期課程入試合格者出願書類（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄



平成30年度 E 教育一般 01 入試 平成31年度博士前期課程入試不合格者出願書類（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 平成31年度編入学試験合格者出願書類（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 平成31年度編入学試験実施（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 平成31年度編入学試験不合格者出願書類（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 平成31年度編入学試験問題･解答用紙（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 15 2034/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 インターンシップ実習（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 ガイダンス実施（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 サステイナビリティ学教育プログラム修了認定（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 シラバス（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 量子線科学プログラム修了認定（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 学外授業実施（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 基盤教育科目講義実施（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 教員免許課程認定変更申請（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 教員免許状一括申請（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 証明書発行（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 成績開示（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 成績原簿（大学院）（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 成績原簿（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 成績報告（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院学生便覧（博士後期課程）（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院履修登録（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院履修要項（博士前期課程）（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 単位互換授業計画（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 単位認定記録（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 地球科学技術者養成プログラム修了認定（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 平成30年度実施介護等体験（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 平成30年度実施教育実習（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 平成31年度実施介護等体験（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 平成31年度実施教育実習（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 履修指導記録（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 履修登録（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 履修要項（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 03 学位 学位記（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 03 学位 学位記台帳（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 03 学位 学位論文審査（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 04 学籍 学生の出張･研修（大学院）（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 04 学籍 学生の出張･研修（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 04 学籍 学生異動（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 04 学籍 学生名簿（大学院）（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 04 学籍 学生名簿（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄



平成30年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿（博士後期課程）（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿（博士前期課程）（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 04 学籍 指導教員届（博士前期課程）（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 04 学籍 修了生台帳（大学院）（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 04 学籍 修了判定資料（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 04 学籍 成績報告票（大学院）（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 04 学籍 誓書（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 04 学籍 卒業判定（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 非正規生（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 06 学生生活 学生の不正行為等（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 06 学生生活 学生の事故等届（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 06 学生生活 厚生補導（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 07 学生支援 障害を理由とする合理的配慮（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 07 学生支援 就職（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 07 学生支援 奨学金（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 07 学生支援 入学料･授業料（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 08 留学生 チューター（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 08 留学生 留学生（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 00 総括 小学校理科教育推進事業（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 06 学生生活 学生特殊健康診断 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 00 総括 大学連携研究設備ネットワーク（機器分析センター）（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 科学研究費補助金（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 寄附金（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 共同研究･受託研究（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 研究助成申込承諾の申請（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 02 ライフサイエンス等 遺伝子組み換え実験（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 15 2034/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 02 ライフサイエンス等 動物実験委員会（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 15 2034/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 03 研究者の受入･派遣 日本学術振興会（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 05 国際交流 ＡＩＭＳプログラム（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 05 国際交流 国際交流協定（理学部） 理学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 00 総括 宇宙科学教育研究センター(理学部) 理学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 00 総括 連携大学院（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 01 法令･規則 法令･規則改正（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 01 法令･規則 理学部規則（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 キャリア委員会（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 理学専攻運営委員会（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 委員会委員推薦（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 学術委員会（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 学生委員会（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄



令和元年度 A 管理一般 03 会議 企画運営会議（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 機器分析センター運営委員会(理学部) 理学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 教育会議（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 教育会議運営委員会（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 教学点検委員会（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 教授会（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 教務委員会（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 人事教授会（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 人事方針検討委員会（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 総務委員会（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 入学委員会･入試検討WG（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 博士前期課程学務委員会（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 理学部長会議（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 共催･後援･周知依頼（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 業務用自動車運転者名簿登録（水戸地区･理学部） 理学部事務長 2020/4/1 1 2021/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 業務用自動車使用請求書（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 固定資産使用許可（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 07 広報 オープンキャンパス（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 07 広報 広報（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 08 文書 公印使用伺簿（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 09 検査･監査 監査（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 10 環境 監守計画（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 10 環境 免税アルコール（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 10 環境 労働安全衛生管理 理学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内通知（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 人事課通知（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関からの通知･依頼･照会･回答等文書 理学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 調査（学務）（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 調査（理学部総務） 理学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 13 社会連携 発明等届出書（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 20 2040/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 00 総括 派遣職員（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 勤務割振表･振替休日･代休付与日指定簿（職員）（理学部･機器･宇宙） 理学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 学外勤務届･海外学外勤務届 理学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 勤務時間（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 勤務時間報告書（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働命令簿（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿(教員)(理学部) 理学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿(職員)(理学部) 理学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿（非常勤講師）（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 振替休日･代休付与日指定簿･代休取得理由書 理学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄



令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 年次有給休暇･その他休暇･みなし労働簿(職員)(理学部) 理学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 勤務開始･終了時刻記録簿 理学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 02 出張 旅行命令･依頼伺（寄附金）（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 02 出張 旅行命令･依頼伺（科学研究費補助金）（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 02 出張 旅行命令･依頼伺（受託共同研究費）（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 02 出張 旅行命令･依頼伺（大学運営資金）（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 02 出張 私有車業務上使用 理学部事務長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 03 選考･選挙 過半数代表者選挙（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 04 任免 ＲＡ（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 04 任免 ＴＡ（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 04 任免 採用（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 04 任免 大学院担当資格審査（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 04 任免 任免（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 04 任免 非常勤職員（博士特別研究員）（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 04 任免 非常勤職員（有期雇用職員、パートタイム職員）（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 05 給与 扶養･通勤･住宅･単身赴任･現況届･入試手当 理学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 05 給与 期末･勤勉手当（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 05 給与 謝金実施伺（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 05 給与 退職手当（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 05 給与 大学院調整手当（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 05 給与 賃金業務実施伺（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 05 給与 特別昇給（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 06 服務･表彰 栄典･表彰（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 06 服務･表彰 兼業届（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 07 福利 （健康保険･厚生年金･雇用保険）　標準報酬･健診･取得･喪失･育児･介護休業給付金 理学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 07 福利 共済組合　認定･喪失･給付金･財形貯蓄　傷病、出産育児一時金、掛金免除理学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 07 福利 共済組合保険経理厚生費（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 07 福利 事故処理報告書（危機管理室）、事故報告書（安全衛生係）、労災申請書 理学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 09 能力開発 研修（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 01 予算 設備マスタープラン 理学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 01 予算 予算（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 01 予算 予算振替書（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 会議費（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 契約依頼（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 預り金(後援会)(理学部) 理学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 04 収入 機器分析センター利用料（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 06 動産等 資産管理（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 06 動産等 郵便切手受払簿（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 00 総括 高大連携（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄



令和元年度 E 教育一般 00 総括 総代（入学式、卒業式）（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 00 総括 小学校理科教育推進事業（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 令和2年度一般入試（前期･後期）、推薦、帰国子女、編入学試験入学試験 理学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 令和2年度一般入試（前期･後期）、推薦、私費外国人留学生、帰国子女入試理学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 令和2年度一般入試（前期･後期）、推薦、私費外国人留学生入試合格者出願理学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 令和2年度一般入試実施（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 令和2年度私費外国人入試実施（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 令和2年度推薦入試実施（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 令和2年度大学院学生募集要項（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 15 2035/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 令和2年度大学院入学届･身元保証書･誓書（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 令和2年度大学入試センター試験実施（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 令和元年度転学部･転コース試験実施（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 令和2年度入学試験（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 令和2年度入学試験の基本方針･入学者選抜要項･募集要項（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 15 2035/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 令和2年度入学者選抜方法･実施教科･科目（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 令和2年度博士後期課程入学試験（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 令和2年度博士後期課程入試合格者出願書類（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 令和2年度博士前期課程入学試験（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 令和2年度博士前期課程入試合格者出願書類（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 令和2年度博士前期課程入試不合格者出願書類（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 令和2年度編入学試験合格者出願書類（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 令和2年度編入学試験実施（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 令和2年度編入学試験不合格者出願書類（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 令和2年度編入学試験問題･解答用紙（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 15 2035/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 インターンシップ実習（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 ガイダンス実施（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 サステイナビリティ学教育プログラム修了認定（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 量子線科学プログラム修了認定（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 学外授業実施（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 基盤教育科目講義実施（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 教員免許課程認定変更申請（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 教員免許状一括申請（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 証明書発行（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 成績開示（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 成績原簿（大学院）（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 成績原簿（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 成績報告（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院学生便覧（博士後期課程）（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院履修登録（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院履修要項（博士前期課程）（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄



令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 単位互換授業計画（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 単位認定記録（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 地球科学技術者養成プログラム修了認定（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 令和元年度実施介護等体験（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 令和元年度実施教育実習（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 令和2年度実施介護等体験（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 令和2年度実施教育実習（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 履修指導記録（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 履修登録（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 履修要項（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 03 学位 学位記（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 03 学位 学位記台帳（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 03 学位 学位論文審査（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 04 学籍 学生の出張･研修（大学院）（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 04 学籍 学生の出張･研修（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 04 学籍 学生異動（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 04 学籍 学生名簿（大学院）（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 04 学籍 学生名簿（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿（博士後期課程）（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿（博士前期課程）（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 04 学籍 指導教員届（博士前期課程）（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 04 学籍 修了生台帳（大学院）（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 無期限 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 04 学籍 修了判定資料（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 04 学籍 成績報告票（大学院）（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 04 学籍 誓書（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 04 学籍 卒業判定（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 非正規生（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 06 学生生活 学生の事故等届（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 06 学生生活 厚生補導（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 07 学生支援 障害を理由とする合理的配慮（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 07 学生支援 就職（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 07 学生支援 奨学金（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 07 学生支援 入学料･授業料（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 08 留学生 チューター（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 08 留学生 留学生（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 00 総括 大学連携研究設備ネットワーク（機器分析センター）（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 科学研究費補助金（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 寄附金（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 共同研究･受託研究（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄



令和元年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 研究助成申込承諾の申請（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 02 ライフサイエンス等 遺伝子組み換え実験（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 15 2035/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 02 ライフサイエンス等 動物実験委員会（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 15 2035/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 03 研究者の受入･派遣 日本学術振興会（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 05 国際交流 ＡＩＭＳプログラム（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 05 国際交流 国際交流協定（理学部） 理学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 事務室内書庫 理学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 00 総括 高大連携 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 00 総括 高大連携 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 学務グループ（文書庫3） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 00 総括 高大連携 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 00 総括 高大連携 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 00 総括 公益財団法人高輝度光科学研究センターと茨城大学大学院理工学研究科との研究及び教育の連携に関する覚書 工学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 総務係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 00 総括 高大連携 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 03 会議 教育会議代議員会 工学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 03 会議 教授会 工学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 03 会議 理工学研究科委員会 工学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 03 会議 教育会議代議員会 工学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 03 会議 教授会 工学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 03 会議 理工学研究科委員会 工学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 03 会議 教育会議代議員会 工学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 03 会議 教授会 工学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 03 会議 理工学研究科委員会 工学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 03 会議 教育会議代議員会 工学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 03 会議 教授会 工学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 03 会議 理工学研究科委員会 工学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 教育会議代議員会 工学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 教授会 工学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 理工学研究科委員会 工学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 「教育研究設備の更新予定年次計画作成用調査」及び「設備稼働状況調査」の実施について(回答) 工学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 遺伝子組換え実験安全委員会･動物実験委員会 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 外部評価委員会 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 学外･学内委員会 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 学外会議 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 機器分析センター日立分室運営委員会 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 工学部後援会 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 工学部後援会会報 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 工学部附属教育研究センター運営委員会 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 学生委員会 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 学部長室会議 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 企画立案委員会 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 教育改善委員会 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄



平成27年度 A 管理一般 03 会議 教務委員会 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 国際交流委員会 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 日立事業場安全衛生委員会 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 入学者選抜実施委員会 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 入学者選抜方法検討委員会 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 博士後期課程委員会 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 博士前期課程教務委員会 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 博士前期課程入学者選考委員会 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 模擬授業 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 領域長･専攻長会議 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 教育会議代議員会 工学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 教授会 工学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 理工学研究科委員会 工学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 「教育研究設備の更新予定年次計画作成用調査」及び「設備稼働状況調査」の実施について(回答) 工学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 遺伝子組換え実験安全委員会･動物実験委員会 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 学外･学内委員会 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 学外会議 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 機器分析センター日立分室運営委員会 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 工学部後援会 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 工学部後援会会報 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 工学部生命倫理委員会 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 工学部附属教育研究センター運営委員会 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 学生委員会 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 学務グループ（文書庫3） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 学部長室会議 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 企画立案委員会 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 教育改善委員会 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 学務グループ（文書庫3） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 教務委員会 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 学務グループ（文書庫3） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 国際交流委員会 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 学務グループ（文書庫3） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 日立事業場安全衛生委員会 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 入学者選抜実施委員会 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 学務グループ（文書庫3） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 入学者選抜方法検討委員会 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 学務グループ（文書庫3） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 博士後期課程委員会 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 学務グループ（文書庫3） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 博士前期課程教務委員会 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 学務グループ（文書庫3） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 博士前期課程入学者選考委員会 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 学務グループ（文書庫3） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 模擬授業 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 領域長･専攻長会議 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 教育会議代議員会 工学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 教授会 工学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 理工学研究科委員会 工学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 遺伝子組換え実験安全委員会･動物実験委員会 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄



平成29年度 A 管理一般 03 会議 学外･学内委員会 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 学外会議 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 機器分析センター日立分室運営委員会 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 工学部後援会 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 工学部後援会会報 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 工学部生命倫理委員会 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 工学部附属教育研究センター運営委員会 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 学部長室会議 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 企画立案委員会 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 教育改善委員会 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 教務委員会 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 基礎教育実施部会議 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 日立事業場安全衛生委員会 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 入学者選抜実施委員会 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 入学者選抜方法検討委員会 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 博士後期課程委員会 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 博士前期課程教務委員会 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 博士前期課程入学者選考委員会 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 領域長･専攻長会議 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 学生委員会 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 国際交流委員会 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 教育会議代議員会 工学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 教授会 工学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 理工学研究科委員会 工学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 遺伝子組換え実験安全委員会･動物実験委員会 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 学外･学内委員会 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 学外会議 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 学生委員会 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 企画立案委員会 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 機器分析センター日立分室運営委員会 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 教育改善委員会 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 教務委員会 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 国際交流委員会 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 工学部後援会 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 工学部生命倫理委員会 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 工学部附属教育研究センター運営委員会 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 日立事業場安全衛生委員会 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 入学者選抜実施委員会 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 入学者選抜方法検討委員会 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 博士後期課程委員会 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄



平成30年度 A 管理一般 03 会議 博士前期課程学務委員会 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 博士前期課程入学者選考委員会 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 理工学研究科管理運営調整委員会 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 領域長会議 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 工学部年俸制適用教員評価実施委員会 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 基礎教育実施部会議 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 教育会議代議員会 工学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 総務係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 教授会 工学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 総務係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 理工学研究科委員会 工学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 総務係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 学外･学内委員会 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 総務係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 学外会議 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 総務係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 企画立案委員会 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 総務係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 工学部後援会 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 総務係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 理工学研究科管理運営調整委員会 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 総務係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 領域長会議 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 総務係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 工学部年俸制適用教員評価実施委員会 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 総務係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 日立事業場安全衛生委員会 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 総務係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 遺伝子組換え実験安全委員会･動物実験委員会 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 生命倫理委員会 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 教育改善委員会 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 教務委員会 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 入学者選抜実施委員会 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 入学者選抜方法検討委員会 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 基礎教育実施部会議 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 博士前期課程入学者選考実施委員会 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 学務グループ（文書庫108） 工学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 工学部附属教育研究センター 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 総務係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 機器分析センター日立分室 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 総務係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 学生委員会 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 学務グループ 工学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 国際交流委員会 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 学務グループ 工学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 04 運営 二輪車入構許可証交付申請書 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 04 運営 日立地区研究者交流施設 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 04 運営 学生寮･国際交流会館寄宿料納入方法変更願 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 04 運営 私有車業務上使用許可申請書･記録書 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 04 運営 二輪車入構許可証交付申請書 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 04 運営 日立地区研究者交流施設 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 04 運営 学生寮･国際交流会館寄宿料納入方法変更願 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 学務グループ（文書庫3） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 04 運営 私有車業務上使用許可申請書･記録書 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 二輪車入構許可証交付申請書 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 日立地区研究者交流施設 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 私有車業務上使用許可申請書･記録書 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄



平成29年度 A 管理一般 04 運営 多賀工業会館 工学部事務長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 自動車入構許可申請書 工学部事務長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 平成29年度　業務用自動車運転者名簿 　 工学部事務長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 平成29年度　業務用自動車運転日誌 　 工学部事務長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 平成29年度　高速道路通行券請求書綴 工学部事務長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 二輪車入構許可証交付申請書 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 日立地区研究者交流施設 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 自動車入構許可申請書 工学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 私有車業務上使用許可申請書･記録書 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 多賀工業会館 工学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 日立地区研究者交流施設 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 平成30年度　業務用自動車運転日誌 　 工学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 平成30年度　業務用自動車運転者名簿 　 工学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 平成30年度　高速道路通行券請求書綴 工学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 平成30年度　公用車等運転日誌 工学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 二輪車入構許可証交付申請書 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 総務係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 私有車業務上使用許可申請書･記録書 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 総務係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 日立地区研究者交流施設 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 総務係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 自動車入構許可申請書 工学部事務長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 総務係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 令和元年度　高速道路通行券請求書綴 工学部事務長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 会計係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 令和元年度　業務用自動車運転日誌 　 工学部事務長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 会計係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 令和元年度　業務用自動車運転者名簿 　 工学部事務長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 会計係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 令和元年度　公用車等運転日誌 工学部事務長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 会計係 工学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 06 評価 教育点検 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 06 評価 教育点検 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 学務グループ（文書庫3） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 06 評価 教育点検 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 06 評価 教育点検 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 06 評価 ＪＡＢＥＥ 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 06 評価 ＪＡＢＥＥ 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 総務係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 06 評価 教育点検 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 07 広報 茨城大学概要･工学部案内･学報 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 07 広報 オープンキャンパス 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 07 広報 大学院パンフレット 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 07 広報 茨城大学概要･工学部案内･学報 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 07 広報 オープンキャンパス 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 学務グループ（文書庫3） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 07 広報 大学院パンフレット 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 07 広報 茨城大学概要･工学部案内･学報 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 07 広報 オープンキャンパス 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 07 広報 大学院パンフレット 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 07 広報 模擬授業 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄



平成30年度 A 管理一般 07 広報 オープンキャンパス 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 07 広報 茨城大学概要･工学部案内･学報 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 07 広報 模擬授業 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 07 広報 オープンキャンパス 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 07 広報 茨城大学概要･工学部案内･学報 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 総務係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 07 広報 模擬授業 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 総務係 工学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 08 文書 公印使用簿 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 08 文書 電報発信･収受簿 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 08 文書 特殊郵便物収受簿 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 08 文書 郵便物等発送伝票 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 08 文書 郵便料金計器計示額報告書 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 08 文書 公印使用簿 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 08 文書 公印使用簿 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 08 文書 電報発信･収受簿 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 08 文書 特殊郵便物収受簿 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 08 文書 郵便物等発送伝票 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 08 文書 郵便料金計器計示額報告書 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 08 文書 平成28年度　公印使用簿 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 08 文書 公印使用簿 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 08 文書 電報発信･収受簿 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 08 文書 特殊郵便物収受簿 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 08 文書 郵便物等発送伝票 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 08 文書 郵便料金計器計示額報告書 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 08 文書 平成30年度　公印使用簿 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 08 文書 公印使用簿 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 08 文書 電報発信･収受簿 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 08 文書 特殊郵便物収受簿 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 08 文書 郵便物等発送伝票 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 08 文書 郵便料金計器計示額報告書 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 08 文書 電報発信･収受簿 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 総務係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 08 文書 特殊郵便物収受簿 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 総務係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 08 文書 郵便物等発送伝票 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 総務係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 08 文書 郵便料金計器計示額報告書 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 総務係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 08 文書 令和元年度　公印使用簿 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 会計係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 08 文書 令和元年度　学内からの通知照会依頼 工学部事務長 2020/4/1 1 2021/3/31 紙 会計係 工学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 09 検査･監査 学外監査 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 09 検査･監査 学内監査 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 09 検査･監査 学外監査 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 09 検査･監査 学内監査 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 09 検査･監査 学外監査 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄



平成29年度 A 管理一般 09 検査･監査 学内監査 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 09 検査･監査 学内監査 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 09 検査･監査 学内監査 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 総務係 工学部事務長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 10 環境 人間ドック 工学部事務長 2012/4/1 本人離職後5年 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 10 環境 定期健康診断･特殊健康診断 工学部事務長 2012/4/1 本人離職後5年 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 10 環境 定期健康診断･特殊健康診断結果 工学部事務長 2012/4/1 本人離職後5年 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 10 環境 労働安全衛生法及び関連法令に基づく設置等届出 工学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 10 環境 防災管理者選任(解任)届出書 工学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 10 環境 防災計画 工学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 10 環境 人間ドック 工学部事務長 2013/4/1 本人離職後5年 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 10 環境 定期健康診断･特殊健康診断 工学部事務長 2013/4/1 本人離職後5年 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 10 環境 定期健康診断･特殊健康診断結果 工学部事務長 2013/4/1 本人離職後5年 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 10 環境 労働安全衛生法及び関連法令に基づく設置等届出 工学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 10 環境 防災管理者選任(解任)届出書 工学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 10 環境 防災計画 工学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 10 環境 人間ドック 工学部事務長 2014/4/1 本人離職後5年 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 10 環境 定期健康診断･特殊健康診断 工学部事務長 2014/4/1 本人離職後5年 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 10 環境 定期健康診断･特殊健康診断結果 工学部事務長 2014/4/1 本人離職後5年 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 10 環境 労働安全衛生法及び関連法令に基づく設置等届出 工学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 10 環境 防災計画 工学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 10 環境 定期健康診断･特殊健康診断 工学部事務長 2015/4/1 本人離職後5年 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 10 環境 定期健康診断･特殊健康診断結果 工学部事務長 2015/4/1 本人離職後5年 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 10 環境 人間ドック 工学部事務長 2015/4/1 本人離職後5年 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 10 環境 労働安全衛生法及び関連法令に基づく設置等届出 工学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 10 環境 防災計画 工学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 10 環境 定期健康診断･特殊健康診断 工学部事務長 2016/4/1 本人離職後5年 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 10 環境 定期健康診断･特殊健康診断結果 工学部事務長 2016/4/1 本人離職後5年 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 10 環境 人間ドック 工学部事務長 2016/4/1 本人離職後5年 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 10 環境 労働安全衛生法及び関連法令に基づく設置等届出 工学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 10 環境 防災計画 工学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 10 環境 高圧ガス点検 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 10 環境 資格試験受験 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 10 環境 放射線管理業務 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 10 環境 定期健康診断･特殊健康診断 工学部事務長 2017/4/1 本人離職後5年 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 10 環境 定期健康診断･特殊健康診断結果 工学部事務長 2017/4/1 本人離職後5年 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 10 環境 人間ドック 工学部事務長 2017/4/1 本人離職後5年 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 10 環境 労働安全衛生法及び関連法令に基づく設置等届出 工学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 10 環境 防災計画 工学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 10 環境 高圧ガス点検 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 10 環境 資格試験受験 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄



平成28年度 A 管理一般 10 環境 放射線管理業務 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 10 環境 定期健康診断･特殊健康診断 工学部事務長 2018/4/1 本人離職後5年 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 10 環境 定期健康診断･特殊健康診断結果 工学部事務長 2018/4/1 本人離職後5年 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 10 環境 人間ドック 工学部事務長 2018/4/1 本人離職後5年 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 10 環境 労働安全衛生法及び関連法令に基づく設置等届出 工学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 10 環境 防災計画　 工学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 10 環境 高圧ガス点検 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 10 環境 資格試験受験 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 10 環境 放射線管理業務 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 10 環境 安全衛生教育 工学部事務長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 10 環境 安全衛生教育 工学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 10 環境 高圧ガス点検 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 10 環境 資格試験受験 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 10 環境 定期健康診断･特殊健康診断 工学部事務長 2019/4/1 本人離職後5年 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 10 環境 定期健康診断･特殊健康診断結果 工学部事務長 2019/4/1 本人離職後5年 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 10 環境 人間ドック 工学部事務長 2019/4/1 本人離職後5年 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 10 環境 平成30年度　防災計画 工学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 10 環境 放射線管理業務 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 10 環境 労働安全衛生法及び関連法令に基づく設置等届出 工学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 10 環境 労働安全衛生法及び関連法令に基づく設置等届出 工学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 総務係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 10 環境 令和元年度　防災計画 工学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 会計係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 10 環境 高圧ガス点検 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 総務係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 10 環境 資格試験受験 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 総務係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 10 環境 放射線管理業務 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 総務係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 10 環境 安全衛生教育 工学部事務長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 総務係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 10 環境 定期健康診断･特殊健康診断 工学部事務長 2020/4/1 本人離職後5年 紙 総務係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 10 環境 定期健康診断･特殊健康診断結果 工学部事務長 2020/4/1 本人離職後5年 紙 総務係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 10 環境 人間ドック 工学部事務長 2020/4/1 本人離職後5年 紙 総務係 工学部事務長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 12 統計 学校基本調査 工学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 12 統計 学校基本調査 工学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 12 統計 学校基本調査 工学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 12 統計 学校基本調査 工学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 学校基本調査 工学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 博士前期課程入学試験調査 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 毎月勤労統計調査 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 工学部学生数月例報告 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 他機関からの通知･依頼･照会･回答 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 調査･統計･報告(学務第一係) 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 調査･統計･報告(総務係) 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 学校基本調査 工学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄



平成28年度 A 管理一般 12 統計 博士前期課程入学試験調査 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 学務グループ（文書庫3） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 工学部学生数月例報告 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 学務グループ（文書庫3） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 他機関からの通知･依頼･照会･回答 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 調査･統計･報告(学務第一係) 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 学務グループ（文書庫3） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 調査･統計･報告(総務係) 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 学校基本調査 工学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 博士前期課程入学試験調査 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関からの通知･依頼･照会･回答 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 調査･統計･報告(学務第一係) 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 調査･統計･報告(総務係) 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知･照会 工学部事務長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 在学生数月例報告 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 留学生調査 工学部事務長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 学校基本調査 工学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 学外からの通知･依頼･照会･回答 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 在学生数月例報告 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 調査･統計(総務係) 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 調査･統計･報告(学務第一係) 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 博士前期課程入学試験調査 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内からの通知･依頼･照会･回答 工学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 留学生調査 工学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 在学生数月例報告 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 学務グループ 工学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 学外からの通知･依頼･照会･回答 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 総務係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 調査･統計(総務係) 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 総務係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 調査･統計･報告(学務第一係) 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知･照会･回答･依頼（理工学研究科） 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 学外での通知･照会･回答･依頼（理工学研究科） 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内からの通知･依頼･照会･回答 工学部事務長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 総務係 工学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 00 総括 証明書交付申請 工学部事務長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 00 総括 履歴事項追記変更願 工学部事務長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 00 総括 証明書交付申請 工学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 00 総括 履歴事項追記変更願 工学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 00 総括 証明書交付申請 工学部事務長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 総務係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 00 総括 履歴事項追記変更願 工学部事務長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 総務係 工学部事務長 廃棄

平成26年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿 工学部事務長 2015/4/1 6 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 休日振替･代休日指定簿 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 教員勤務予定表 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 シフト勤務割表 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 労働時間 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 学外勤務承認申請書 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄



平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 休暇･みなし労働簿 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 勤務時間報告書 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外[休日]労働命令簿･報告書 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 年次有給休暇簿 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 休日振替･代休日指定簿 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 教員勤務予定表 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 シフト勤務割表 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 労働時間 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 学外勤務承認申請書 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 休暇･みなし労働簿 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 勤務時間報告書 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外[休日]労働命令簿･報告書 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 年次有給休暇簿 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 休日振替･代休日指定簿 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 教員勤務予定表 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 シフト勤務割表 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 労働時間 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 学外勤務承認申請書 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 休暇･みなし労働簿 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 勤務時間報告書 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外[休日]労働命令簿･報告書 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 年次有給休暇簿 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 学外勤務承認申請書 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 休暇･みなし労働簿 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 休日振替･代休日指定簿 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 教員勤務予定表 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 勤務時間報告書 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外[休日]労働命令簿･報告書 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 シフト勤務割表 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 年次有給休暇簿 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 労働時間 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 学外勤務承認申請書 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 総務係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 休暇･みなし労働簿 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 総務係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 休日振替･代休日指定簿 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 総務係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 教員勤務予定表 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 総務係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 勤務時間報告書 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 総務係 工学部事務長 廃棄



令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外[休日]労働命令簿･報告書 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 総務係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 シフト勤務割表 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 総務係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 総務係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 年次有給休暇簿 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 総務係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 労働時間 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 総務係 工学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 02 出張 学外者派遣依頼･回答 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 02 出張 出張依頼回答 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 02 出張 非常勤講師旅費支給調書 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 02 出張 旅行命令･依頼伺 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 02 出張 学外者派遣依頼･回答 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 02 出張 出張依頼回答 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 02 出張 非常勤講師旅費支給調書 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 02 出張 旅行命令･依頼伺 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 02 出張 学外者派遣依頼･回答 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 02 出張 出張依頼回答 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 02 出張 非常勤講師旅費支給調書 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 02 出張 旅行命令･依頼伺 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 02 出張 学外者派遣依頼･回答 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 02 出張 出張依頼回答 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 02 出張 非常勤講師旅費支給調書 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 02 出張 旅行命令･依頼伺 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 02 出張 出張依頼回答 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 総務係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 02 出張 非常勤講師旅費支給調書 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 総務係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 02 出張 旅行命令･依頼伺 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 総務係 工学部事務長 廃棄

平成23年度 B 教職員 03 選考･選挙 名誉教授称号付与 工学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成24年度 B 教職員 03 選考･選挙 名誉教授称号付与 工学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成25年度 B 教職員 03 選考･選挙 名誉教授称号付与 工学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 B 教職員 03 選考･選挙 名誉教授称号付与 工学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 03 選考･選挙 名誉教授称号付与 工学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 03 選考･選挙 評議員選挙 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 03 選考･選挙 名誉教授称号付与 工学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 03 選考･選挙 評議員選挙 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 03 選考･選挙 名誉教授称号付与 工学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 03 選考･選挙 評議員選挙 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 03 選考･選挙 名誉教授称号付与 工学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 03 選考･選挙 名誉教授称号付与 工学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 総務係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 03 選考･選挙 工学部長候補者の選考 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 総務係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 03 選考･選挙 工学部教育研究評議員候補者の選考 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 総務係 工学部事務長 廃棄

平成23年度 B 教職員 04 任免 旧姓使用 工学部事務長 2012/4/1 無期限 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成23年度 B 教職員 04 任免 RA 工学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄



平成23年度 B 教職員 04 任免 TA 工学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成23年度 B 教職員 04 任免 教員資格審査(採用･昇進) 工学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成23年度 B 教職員 04 任免 教員資格審査(博士後期課程) 工学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成23年度 B 教職員 04 任免 教員資格審査(博士前期課程) 工学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成23年度 B 教職員 04 任免 着任届 工学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成23年度 B 教職員 04 任免 特任教員･特命教員 工学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成23年度 B 教職員 04 任免 任免(教員) 工学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成23年度 B 教職員 04 任免 任免(事務･技術部) 工学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成23年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師 工学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成23年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師(連携大学院) 工学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成23年度 B 教職員 04 任免 非常勤職員(研究員･コーディネーター) 工学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成23年度 B 教職員 04 任免 非常勤職員(有期雇用職員･パートタイム職員) 工学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成23年度 B 教職員 04 任免 博士前期課程入学試験委員 工学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成24年度 B 教職員 04 任免 旧姓使用 工学部事務長 2013/4/1 無期限 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成24年度 B 教職員 04 任免 RA 工学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成24年度 B 教職員 04 任免 ＴＡ 工学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成24年度 B 教職員 04 任免 教員資格審査(採用･昇進) 工学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成24年度 B 教職員 04 任免 教員資格審査(博士後期課程) 工学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成24年度 B 教職員 04 任免 教員資格審査(博士前期課程) 工学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成24年度 B 教職員 04 任免 着任届 工学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成24年度 B 教職員 04 任免 特任教員･特命教員･特命研究員 工学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成24年度 B 教職員 04 任免 任免(教員) 工学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成24年度 B 教職員 04 任免 任免(事務･技術部) 工学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成24年度 B 教職員 04 任免 派遣労働者 工学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成24年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師 工学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成24年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師(連携大学院) 工学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成24年度 B 教職員 04 任免 非常勤職員(研究員･コーディネーター) 工学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成24年度 B 教職員 04 任免 非常勤職員(有期雇用職員･パートタイム職員) 工学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成24年度 B 教職員 04 任免 博士前期課程入学試験委員 工学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成25年度 B 教職員 04 任免 RA 工学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成25年度 B 教職員 04 任免 ＴＡ 工学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成25年度 B 教職員 04 任免 教員資格審査(採用･昇進) 工学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成25年度 B 教職員 04 任免 教員資格審査(博士後期課程) 工学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成25年度 B 教職員 04 任免 教員資格審査(博士前期課程) 工学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成25年度 B 教職員 04 任免 着任届 工学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成25年度 B 教職員 04 任免 特任教員･特命教員･特命研究員 工学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成25年度 B 教職員 04 任免 任免(教員) 工学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成25年度 B 教職員 04 任免 任免(事務･技術部) 工学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成25年度 B 教職員 04 任免 派遣労働者 工学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成25年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師 工学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄



平成25年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師(連携大学院) 工学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成25年度 B 教職員 04 任免 非常勤職員(研究員･コーディネーター) 工学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成25年度 B 教職員 04 任免 非常勤職員(有期雇用職員･パートタイム職員) 工学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成25年度 B 教職員 04 任免 学位論文学外審査協力依頼 工学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成25年度 B 教職員 04 任免 博士前期課程入学試験委員 工学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 B 教職員 04 任免 旧姓使用 工学部事務長 2015/4/1 無期限 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 B 教職員 04 任免 RA 工学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 B 教職員 04 任免 ＴＡ 工学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 B 教職員 04 任免 教員資格審査(採用･昇進) 工学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 B 教職員 04 任免 教員資格審査(博士後期課程) 工学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 B 教職員 04 任免 教員資格審査(博士前期課程) 工学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 B 教職員 04 任免 着任届 工学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 B 教職員 04 任免 特任教員･特命教員･特命研究員 工学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 B 教職員 04 任免 任免(教員) 工学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 B 教職員 04 任免 任免(事務･技術部) 工学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 B 教職員 04 任免 派遣労働者 工学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師(連携大学院) 工学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師 工学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 B 教職員 04 任免 非常勤職員(研究員･コーディネーター) 工学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 B 教職員 04 任免 非常勤職員(有期雇用職員･パートタイム職員) 工学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 B 教職員 04 任免 学位論文学外審査協力依頼 工学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 B 教職員 04 任免 博士前期課程入学試験委員 工学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 04 任免 旧姓使用 工学部事務長 2016/4/1 無期限 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 04 任免 RA 工学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 04 任免 TA 工学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 04 任免 教員資格審査(採用･昇進) 工学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 04 任免 教員資格審査(博士後期課程) 工学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 04 任免 教員資格審査(博士前期課程) 工学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 04 任免 着任届 工学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 04 任免 特任教員･特命教員･特命研究員 工学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 04 任免 任免(教員) 工学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 04 任免 任免(事務･技術部) 工学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 04 任免 派遣労働者 工学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師(連携大学院) 工学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師 工学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 04 任免 非常勤職員(研究員･コーディネーター) 工学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 04 任免 非常勤職員(有期雇用職員･パートタイム職員) 工学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 04 任免 学位論文学外審査協力依頼 工学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 04 任免 博士前期課程入学試験委員 工学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 04 任免 外国人雇用状況報告書 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄



平成28年度 B 教職員 04 任免 旧姓使用 工学部事務長 2017/4/1 無期限 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 04 任免 RA 工学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 04 任免 TA 工学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 04 任免 教員資格審査(採用･昇進) 工学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 04 任免 教員資格審査(博士後期課程) 工学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 04 任免 教員資格審査(博士前期課程) 工学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 04 任免 着任届 工学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 04 任免 特任教員･特命教員･特命研究員 工学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 04 任免 任免(教員) 工学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 04 任免 任免(事務･技術部) 工学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 04 任免 派遣労働者 工学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師(連携大学院) 工学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師 工学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 04 任免 非常勤職員(研究員･コーディネーター) 工学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 04 任免 非常勤職員(有期雇用職員･パートタイム職員) 工学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 04 任免 学位論文学外審査協力依頼 工学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 04 任免 博士前期課程入学試験委員 工学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 学務グループ（文書庫3） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 04 任免 博士前期課程入学試験委員 工学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 学務グループ（文書庫3） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 04 任免 外国人雇用状況報告書 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 04 任免 旧姓使用 工学部事務長 2018/4/1 無期限 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 04 任免 RA 工学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 04 任免 TA 工学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 04 任免 教員資格審査(採用･昇進) 工学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 04 任免 教員資格審査(博士後期課程) 工学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 04 任免 教員資格審査(博士前期課程) 工学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 04 任免 着任届 工学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 04 任免 特任教員･特命教員･特命研究員 工学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 04 任免 任免(教員) 工学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 04 任免 任免(事務･技術部) 工学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 04 任免 派遣労働者 工学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師(連携大学院) 工学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師 工学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 04 任免 非常勤職員(研究員･コーディネーター) 工学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 04 任免 非常勤職員(有期雇用職員･パートタイム職員) 工学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 04 任免 学位論文学外審査協力依頼 工学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 04 任免 博士前期課程入学試験委員 工学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 04 任免 外国人雇用状況報告書 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 04 任免 旧姓使用 工学部事務長 2019/4/1 無期限 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 04 任免 RA 工学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 04 任免 TA 工学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄



平成30年度 B 教職員 04 任免 教員資格審査(採用･昇進) 工学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 04 任免 教員資格審査(博士後期課程) 工学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 04 任免 教員資格審査(博士前期課程) 工学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 04 任免 着任届 工学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 04 任免 特任教員･特命教員･特命研究員 工学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 04 任免 任免(教員) 工学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 04 任免 任免(理工学研究科量子線科学専攻) 工学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 04 任免 任免(事務･技術部) 工学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 04 任免 派遣労働者 工学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師 工学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 04 任免 非常勤職員(研究員･コーディネーター) 工学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 04 任免 非常勤職員(有期雇用職員･パートタイム職員) 工学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師(連携大学院) 工学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 04 任免 学位論文学外審査協力依頼 工学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 04 任免 博士前期課程入学試験委員 工学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 04 任免 外国人雇用状況報告書 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 04 任免 RA 工学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 総務係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 04 任免 TA 工学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 総務係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 04 任免 教員資格審査(採用) 工学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 総務係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 04 任免 教員資格審査(昇進) 工学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 総務係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 04 任免 教員資格審査(博士後期課程) 工学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 総務係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 04 任免 教員資格審査(博士前期課程) 工学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 総務係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 04 任免 着任届 工学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 総務係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 04 任免 特任教員･特命教員 工学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 総務係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 04 任免 任免(教員) 工学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 総務係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 04 任免 任免(理工学研究科量子線科学専攻) 工学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 総務係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 04 任免 任免(事務･技術部) 工学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 総務係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師 工学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 総務係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師(連携大学院) 工学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 総務係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 04 任免 非常勤職員(研究員･コーディネーター･派遣労働者) 工学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 総務係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 04 任免 非常勤職員(有期雇用職員･パートタイム職員) 工学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 総務係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 04 任免 学位論文学外審査協力依頼 工学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 総務係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 04 任免 外国人雇用状況報告書 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 総務係 工学部事務長 廃棄

平成23年度 B 教職員 05 給与 大学院調整手当 工学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成23年度 B 教職員 05 給与 特別昇給 工学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成24年度 B 教職員 05 給与 大学院調整手当 工学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成24年度 B 教職員 05 給与 特別昇給 工学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成25年度 B 教職員 05 給与 大学院調整手当 工学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成25年度 B 教職員 05 給与 特別昇給 工学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 B 教職員 05 給与 大学院調整手当 工学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄



平成26年度 B 教職員 05 給与 特別昇給 工学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 05 給与 大学院調整手当 工学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 05 給与 特別昇給 工学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 05 給与 期末･勤勉手当 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 05 給与 社会保険 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 05 給与 退職手当 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 05 給与 大学院調整手当 工学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 05 給与 特別昇給 工学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 05 給与 期末･勤勉手当 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 05 給与 社会保険 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 05 給与 退職手当 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 05 給与 大学院調整手当 工学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 05 給与 特別昇給 工学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 05 給与 期末･勤勉手当 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 05 給与 社会保険 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 05 給与 退職手当 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 05 給与 大学院調整手当 工学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 05 給与 特別昇給 工学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 05 給与 期末･勤勉手当 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 05 給与 社会保険 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 05 給与 退職手当 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 05 給与 大学院調整手当 工学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 総務係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 05 給与 特別昇給 工学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 総務係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 05 給与 期末･勤勉手当 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 総務係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 05 給与 社会保険 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 総務係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 05 給与 退職手当 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 総務係 工学部事務長 廃棄

平成23年度 B 教職員 06 服務･表彰 永年勤続者表彰[勤続20年･退職者] 工学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成23年度 B 教職員 06 服務･表彰 学長学術表彰 工学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成24年度 B 教職員 06 服務･表彰 永年勤続者表彰[勤続20年･退職者] 工学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成24年度 B 教職員 06 服務･表彰 学長学術表彰 工学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成25年度 B 教職員 06 服務･表彰 永年勤続者表彰[勤続20年･退職者] 工学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成25年度 B 教職員 06 服務･表彰 学長学術表彰 工学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 B 教職員 06 服務･表彰 学長学術表彰 工学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 B 教職員 06 服務･表彰 永年勤続者表彰[勤続20年･退職者] 工学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 06 服務･表彰 学長学術表彰 工学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 06 服務･表彰 永年勤続者表彰[勤続20年･退職者] 工学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 06 服務･表彰 研究成果活用企業役員等兼業 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 06 服務･表彰 兼業届 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 06 服務･表彰 工学部推奨授業 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 06 服務･表彰 学長学術表彰 工学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄



平成28年度 B 教職員 06 服務･表彰 永年勤続者表彰[勤続20年･退職者] 工学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 06 服務･表彰 研究成果活用企業役員等兼業 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 06 服務･表彰 兼業届 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 06 服務･表彰 工学部推奨授業 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 06 服務･表彰 学長学術表彰 工学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 06 服務･表彰 永年勤続者表彰[勤続20年･退職者] 工学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 06 服務･表彰 研究成果活用企業役員等兼業 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 06 服務･表彰 兼業届 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 06 服務･表彰 工学部推奨授業 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 06 服務･表彰 学長学術表彰 工学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 06 服務･表彰 永年勤続者表彰[退職者] 工学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 06 服務･表彰 研究成果活用企業役員等兼業 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 06 服務･表彰 兼業届 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 06 服務･表彰 工学部推奨授業 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 06 服務･表彰 兼業届 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 総務係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 06 服務･表彰 研究成果活用企業役員等兼業 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 総務係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 06 服務･表彰 工学部推奨授業 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成23年度 B 教職員 07 福利 労働災害 工学部事務長 2012/4/1 完結後5年 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成24年度 B 教職員 07 福利 労働災害 工学部事務長 2013/4/1 完結後5年 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成25年度 B 教職員 07 福利 労働災害 工学部事務長 2014/4/1 完結後5年 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 B 教職員 07 福利 労働災害 工学部事務長 2015/4/1 完結後5年 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 07 福利 労働災害 工学部事務長 2016/4/1 完結後5年 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 07 福利 雇用保険 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 07 福利 労働災害 工学部事務長 2017/4/1 完結後5年 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 07 福利 雇用保険 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 07 福利 労働災害 工学部事務長 2018/4/1 完結後5年 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 07 福利 雇用保険 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 07 福利 労働災害 工学部事務長 2019/4/1 完結後5年 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 07 福利 雇用保険 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 07 福利 雇用保険 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 総務係 工学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 08 宿舎 宿舎入居･退去 　 工学部事務長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 08 宿舎 平成30年度　宿舎入居･退去 工学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 08 宿舎 令和元年度　宿舎入居･退去 工学部事務長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 会計係 工学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 09 能力開発 学内･学外研修 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 09 能力開発 学内･学外研修 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 09 能力開発 学内･学外研修 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 09 能力開発 学内･学外研修 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 09 能力開発 サバティカル制度 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 総務係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 09 能力開発 学内･学外研修 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 総務係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 09 能力開発 サバティカル制度 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 総務係 工学部事務長 廃棄



平成25年度 C 財務 00 総括 物品購入･修理修繕依頼書 工学部事務長 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 C 財務 00 総括 物品購入･修理修繕依頼書 工学部事務長 2015/4/1 7 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 00 総括 物品購入･修理修繕依頼書 工学部事務長 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 00 総括 物品購入･修理修繕依頼書 工学部事務長 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 学務グループ（文書庫3） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 00 総括 物品購入･修理修繕依頼書 工学部事務長 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 00 総括 物品購入･修理修繕依頼書 工学部事務長 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 01 予算 予算配分 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 01 予算 予算振替 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 01 予算 予算配分 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 01 予算 予算振替 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 01 予算 予算配分 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 01 予算 予算振替 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 01 予算 平成30年度　予算配分 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 01 予算 平成30年度　予算振替 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 01 予算 令和元年度　予算配分 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 会計係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 01 予算 令和元年度　予算振替 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 会計係 工学部事務長 廃棄

平成25年度 C 財務 02 決算 単価契約No.１～２ 工学部事務長 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成25年度 C 財務 02 決算 入金伝票 工学部事務長 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成25年度 C 財務 02 決算 物品調達契約No.１～６ 工学部事務長 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成25年度 C 財務 02 決算 保守契約No.1～2 工学部事務長 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成25年度 C 財務 02 決算 役務契約No.1～45 工学部事務長 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 C 財務 02 決算 役務契約No,1～No.49 工学部事務長 2015/4/1 7 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 C 財務 02 決算 検査職員の任命について 工学部事務長 2015/4/1 7 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 C 財務 02 決算 国際シンポジウム共催に係る費用の支出について 工学部事務長 2015/4/1 7 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 C 財務 02 決算 施設等利用料予算差引先について 工学部事務長 2015/4/1 7 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 C 財務 02 決算 消費税増税に伴う消費税差額の支払いについて 工学部事務長 2015/4/1 7 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 C 財務 02 決算 租税条約に関する届出書について 工学部事務長 2015/4/1 7 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 C 財務 02 決算 物品調達契約No.1～No.12 工学部事務長 2015/4/1 7 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 C 財務 02 決算 保守契約No.1～No.2 工学部事務長 2015/4/1 7 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 C 財務 02 決算 ４月～３月払未払伝票 工学部事務長 2015/4/1 7 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 C 財務 02 決算 役務契約№５０～５７ 工学部事務長 2015/4/1 7 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 技術者教育プログラム認定審査料について 工学部事務長 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 リバースオークション実施伺綴 工学部事務長 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 麻薬(覚せい剤原料)専用印に関する証明書について 工学部事務長 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 ４月～３月払未払伝票 工学部事務長 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 役務契約№１～４８ 工学部事務長 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 単価契約№１～３ 工学部事務長 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 物品調達契約№１～１６ 工学部事務長 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 物品の検収作業の依頼について(山形大学) 工学部事務長 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 保守契約№１～２ 工学部事務長 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄



平成27年度 C 財務 02 決算 県西県民センター行政財産(建物)使用について 工学部事務長 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 国土地理院国有財産(建物)使用について 工学部事務長 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 守谷市公有財産の使用について 工学部事務長 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 検査職員の任命について 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 会議費･接遇用消耗品 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 学生運営費･学生支援経費･国際交流会館預り金収支報告書 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 さくら寮預り金計算書 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 学生運営費預り金計算書 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 学生支援経費預り金計算書 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 工学部後援会預り金受入計算書 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 工学部後援会預り金収支報告書 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 工学部後援会預り金払出計算書 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 国際交流会館預り金計算書 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 入金伝票 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 ４月～３月払未払伝票 工学部事務長 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 石岡市公有財産の使用について 工学部事務長 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 茨城県県西県民センター行政財産(建物)使用について 工学部事務長 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 技術者教育プログラム認定維持料について 工学部事務長 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 京都大学化学研究所スーパーコンピュータ利用について 工学部事務長 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 実験被験者への謝礼配布について 工学部事務長 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 常陸大宮市公有財産の使用について 工学部事務長 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 平成26年度における環境物品の調達実績の概要等の提出について 工学部事務長 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 平成27年度官公需実績額及び平成27年度官公需契約見込額等の取りまとめについて(回答) 工学部事務長 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 平成27年度における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の締結実績の概要等の作成、公表及び通知について 工学部事務長 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 リバースオークション実施伺綴 工学部事務長 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 料金受取人払いについて 工学部事務長 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 技術者教育プログラム認定審査料について 工学部事務長 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 国際シンポジウム共催に係る費用の支出について 工学部事務長 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 国土地理院国有財産(建物)使用について 工学部事務長 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 守谷市公有財産の使用について 工学部事務長 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 入金伝票 工学部事務長 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 役務契約No.４９～５６ 工学部事務長 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 保守契約No.１ 工学部事務長 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 単価契約No.１～４ 工学部事務長 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 物品調達契約No.１～１６ 工学部事務長 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 役務契約No.１～４９ 工学部事務長 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 会議費･接遇用消耗品 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 検査職員の任命について 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 学生運営費･学生支援経費･国際交流会館預り金収支報告書 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 学務グループ（文書庫3） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 さくら寮預り金計算書 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 学務グループ（文書庫3） 工学部事務長 廃棄



平成28年度 C 財務 02 決算 学生運営費預り金計算書 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 学務グループ（文書庫3） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 学生支援経費預り金計算書 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 学務グループ（文書庫3） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 工学部後援会預り金受入計算書 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 工学部後援会預り金収支報告書 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 工学部後援会預り金払出計算書 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 国際交流会館預り金計算書 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 学務グループ（文書庫3） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 茨城県県西県民センター行政財産（建物）使用について 工学部事務長 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 平成28年度官公需実績額及び平成29度官公需契約見込額等の取りまとめについて（回答） 工学部事務長 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 平成28年度における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の締結実績の概要等の作成、公表及び通知について 工学部事務長 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 平成28年度における環境物品の調達実績の概要等の提出について 工学部事務長 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 平成29～32年度　ガソリン法人カードの申し込みについて 工学部事務長 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 平成29年度　４月～３月払　未払伝票 工学部事務長 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 平成29年度　京都大学化学研究所スーパーコンピュータ利用について 工学部事務長 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 平成29年度　実験被験者への謝礼配布について 工学部事務長 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 平成29年度　常陸大宮市公有財産の使用について 工学部事務長 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 平成29年度　プログラム著作物等の利用許諾契約（栃木県･西野） 工学部事務長 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 平成29年度　ホームセンター山新東海店への法人カードの申し込みについて 工学部事務長 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 平成29年度　保守契約　No.１ 工学部事務長 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 平成29年度　リバースオークション実施伺綴 工学部事務長 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 平成29年度　技術者教育プログラム認定審査料について 工学部事務長 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 平成29年度　守谷市公有財産の使用について 工学部事務長 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 平成29年度　単価契約　No.１～３ 工学部事務長 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 平成29年度　物品調達契約　No.１～９ 工学部事務長 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 平成29年度　役務契約　No.１～６８ 工学部事務長 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 平成30年度　石岡市公有財産の使用について 工学部事務長 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 国土地理院国有財産（建物）使用について 工学部事務長 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 入金伝票 工学部事務長 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 平成29年度　会議費･接遇用消耗品 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 平成29年度　検査職員の任命について 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 学生寮運営費･学生支援経費･国際交流会館預り金収支報告書 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 さくら寮預り金計算書 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 学生寮運営費預り金計算書 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 学生支援経費預り金計算書 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 工学部後援会預り金受入計算書 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 工学部後援会預り金収支報告書 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 工学部後援会預り金払出計算書 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 国際交流会館預り金計算書 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 平成30年度　４月～３月払　未払伝票 工学部事務長 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 平成30年度　役務契約　No.１～５７ 工学部事務長 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 平成30年度　ガソリン法人カード車両退会及び追加申し込みについて 工学部事務長 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄



平成30年度 C 財務 02 決算 平成30年度　勘定残高確認について（回答） 工学部事務長 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 平成30年度　誤払いについて 工学部事務長 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 平成30年度　実験被験者への謝礼配布について 工学部事務長 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 平成30年度　収入契約決議書（光熱水料） 工学部事務長 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 平成30年度　請求書発行依頼 工学部事務長 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 平成30年度　単価契約　No.１～７ 工学部事務長 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 平成30年度　入金伝票 工学部事務長 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 平成30年度　派遣受入期間制限抵触日の延長について（通知） 工学部事務長 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 平成30年度　物品調達契約　No.１～４ 工学部事務長 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 平成30年度　リバースオークション実施伺綴 工学部事務長 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 学生支援経費預り金計算書 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 学生寮運営費預り金計算書 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 学生寮運営費･学生支援経費･国際交流会館預り金収支報告書 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 国際交流会館預り金計算書 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 さくら寮預り金計算書 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 平成30年度　会議費･接遇用消耗品 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 平成30年度　検査職員の任命について 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 平成30年度　工学部後援会預り金受入計算書 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 平成30年度　工学部後援会預り金収支報告書 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 平成30年度　工学部後援会預り金払出計算書 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 令和元年度　入金伝票 工学部事務長 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 会計係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 令和元年度　物品調達契約　No.１～5 工学部事務長 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 会計係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 令和元年度　単価契約　No.１～5 工学部事務長 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 会計係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 令和元年度　役務契約　No.１～58 工学部事務長 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 会計係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 令和元年度　４月～３月払　未払伝票 工学部事務長 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 会計係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 令和元年度　勘定残高確認について（回答） 工学部事務長 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 会計係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 令和元年度　誤払いについて 工学部事務長 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 会計係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 令和元年度　実験被験者への謝礼配布について 工学部事務長 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 会計係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 令和元年度　リバースオークション実施伺綴 工学部事務長 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 会計係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 令和元年度　収入契約決議書（光熱水料） 工学部事務長 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 会計係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 令和元年度　料金受取人払郵便について（申請） 工学部事務長 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 会計係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 令和元年度　工学部後援会預り金受入計算書 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 会計係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 令和元年度　工学部後援会預り金収支報告書 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 会計係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 令和元年度　工学部後援会預り金払出計算書 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 会計係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 令和元年度　会議費･接遇用消耗品 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 会計係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 令和元年度　検査職員の任命について 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 会計係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 令和元年度　訂正仕訳依頼 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 会計係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 学生支援経費預り金計算書 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 学務グループ 工学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 学生寮運営費預り金計算書 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 学務グループ 工学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 学生寮運営費･学生支援経費･国際交流会館預り金収支報告書 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 学務グループ 工学部事務長 廃棄



令和元年度 C 財務 02 決算 国際交流会館預り金計算書 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 学務グループ 工学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 さくら寮預り金計算書 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 学務グループ 工学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 令和元年度　「工学部発注の手引き」について 工学部事務長 2020/4/1 1 2021/3/31 紙 会計係 工学部事務長 廃棄

平成23年度 C 財務 04 収入 現金出納簿 工学部事務長 2012/4/1 15 2027/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成24年度 C 財務 04 収入 現金出納簿 工学部事務長 2013/4/1 15 2028/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成25年度 C 財務 04 収入 現金出納簿 工学部事務長 2014/4/1 15 2029/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成25年度 C 財務 04 収入 領収書(控) 工学部事務長 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 C 財務 04 収入 領収書(控) 工学部事務長 2015/4/1 15 2030/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 C 財務 04 収入 現金出納簿 工学部事務長 2015/4/1 15 2030/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 04 収入 領収書(控) 工学部事務長 2016/4/1 15 2031/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 04 収入 現金出納簿 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 04 収入 領収証書受払簿 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 04 収入 現金出納簿 工学部事務長 2017/4/1 15 2032/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 04 収入 領収書(控) 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 04 収入 領収証書受払簿 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 04 収入 現金出納簿 工学部事務長 2018/4/1 15 2033/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 04 収入 領収書（控） 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 04 収入 領収証書受払簿 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 04 収入 平成30年度　現金出納簿 工学部事務長 2019/4/1 15 2034/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 04 収入 平成30年度　領収証書受払簿 工学部事務長 2019/4/1 15 2034/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 04 収入 平成30年度　領収書（控） 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 04 収入 令和元年度　現金出納簿 工学部事務長 2020/4/1 15 2035/3/31 紙 会計係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 04 収入 令和元年度　領収証書受払簿 工学部事務長 2020/4/1 15 2035/3/31 紙 会計係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 04 収入 令和元年度　領収書（控） 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 会計係 工学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 05 支払 誤払について(日本塑性加工学会-伊藤吾朗) 工学部事務長 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 05 支払 誤払について(㈱アドバンスドテクノロジー) 工学部事務長 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 05 支払 未払伝票 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 05 支払 未払伝票 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 05 支払 未払伝票 工学部事務長 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 05 支払 未払伝票 工学部事務長 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 06 動産等 資産管理 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 06 動産等 不二ライトメタルとの秘密保持契約 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 06 動産等 名入れ封筒受払簿 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 06 動産等 メディア通信工学科アンケート謝礼品受払簿 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 06 動産等 郵便切手受払簿 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 06 動産等 ソフトウェアライセンス移管について 工学部事務長 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 06 動産等 資産管理 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 06 動産等 名入れ封筒受払簿 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 06 動産等 平成29年度　資産管理 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 06 動産等 平成29年度　名入れ封筒受払簿 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄



平成30年度 C 財務 06 動産等 平成30年度　資産登録伝票 工学部事務長 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 06 動産等 平成30年度　資産管理 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 06 動産等 平成30年度　名入れ封筒受払簿 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 06 動産等 令和元年度　資産登録伝票 工学部事務長 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 会計係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 06 動産等 令和元年度　資産管理 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 会計係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 06 動産等 令和元年度　名入れ封筒受払簿 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 会計係 工学部事務長 廃棄

平成23年度 C 財務 08 警備 構内警備報告書 工学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成24年度 C 財務 08 警備 構内警備報告書 工学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成25年度 C 財務 08 警備 構内警備報告書 工学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 C 財務 08 警備 構内警備報告書 工学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 08 警備 構内警備報告書 工学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 08 警備 構内警備報告書 工学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 08 警備 構内警備報告書 　 工学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 08 警備 平成30年度　構内警備報告書 工学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 08 警備 令和元年度　構内警備報告書 工学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 会計係 工学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 00 総括 修了生･企業アンケート 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 00 総括 修了生･企業アンケート 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 学務グループ（文書庫3） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 00 総括 修了生･企業アンケート 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 00 総括 修了生･企業アンケート 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 00 総括 修了生･企業アンケート 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 01 入試 入学試験の基本方針 工学部事務長 2012/4/1 15 2027/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 01 入試 入学試験問題･解答用紙 工学部事務長 2012/4/1 15 2027/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 01 入試 博士前期課程入学試験問題･解答用紙 工学部事務長 2012/4/1 15 2027/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 01 入試 博士前期課程募集要項 工学部事務長 2012/4/1 15 2027/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 01 入試 出願書類 工学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 01 入試 出願書類(博士後期課程第一回) 工学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 01 入試 出願書類(博士後期課程第二回) 工学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 01 入試 入学試験(平成23年度博士後期課程第一回) 工学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 01 入試 入学試験(平成23年度博士後期課程第二回) 工学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 01 入試 博士後期課程入学手続 工学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 01 入試 博士前期課程願書受付簿･志願者名簿 工学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 01 入試 博士前期課程出願書類 工学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 01 入試 博士前期課程入学試験実施計画 工学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 01 入試 博士前期課程入学手続 工学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 01 入試 入学試験の基本方針 工学部事務長 2013/4/1 15 2028/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 01 入試 入学試験問題･解答用紙 工学部事務長 2013/4/1 15 2028/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 01 入試 博士前期課程入学試験問題･解答用紙 工学部事務長 2013/4/1 15 2028/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 01 入試 博士前期課程募集要項 工学部事務長 2013/4/1 15 2028/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 01 入試 出願書類 工学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 01 入試 出願書類(博士後期課程第一回) 工学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄



平成24年度 E 教育一般 01 入試 出願書類(博士後期課程第三回) 工学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 01 入試 出願書類(博士後期課程第二回) 工学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 01 入試 入学試験(博士後期課程第一回) 工学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 01 入試 入学試験(博士後期課程第三回) 工学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 01 入試 入学試験(博士後期課程第二回) 工学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 01 入試 博士後期課程入学手続 工学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 01 入試 博士前期課程願書受付簿･志願者名簿 工学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 01 入試 博士前期課程出願書類 工学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 01 入試 博士前期課程入学試験実施計画 工学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 01 入試 博士前期課程入学手続 工学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 01 入試 入学試験の基本方針 工学部事務長 2014/4/1 15 2029/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 01 入試 入学試験問題･解答用紙 工学部事務長 2014/4/1 15 2029/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 01 入試 博士前期課程入学試験問題･解答用紙 工学部事務長 2014/4/1 15 2029/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 01 入試 博士前期課程募集要項 工学部事務長 2014/4/1 15 2029/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 01 入試 出願書類 工学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 01 入試 出願書類(博士後期課程第一回) 工学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 01 入試 出願書類(博士後期課程第三回) 工学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 01 入試 出願書類(博士後期課程第二回) 工学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 01 入試 入学試験(博士後期課程第一回) 工学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 01 入試 入学試験(博士後期課程第三回) 工学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 01 入試 入学試験(博士後期課程第二回) 工学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 01 入試 博士後期課程入学手続 工学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 01 入試 博士前期課程願書受付簿･志願者名簿 工学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 01 入試 博士前期課程出願書類 工学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 01 入試 博士前期課程入学試験実施計画 工学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 01 入試 博士前期課程入学手続 工学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 01 入試 入学試験の基本方針 工学部事務長 2015/4/1 15 2030/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 01 入試 入学試験問題･解答用紙 工学部事務長 2015/4/1 15 2030/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 01 入試 博士前期課程入学試験問題･解答用紙 工学部事務長 2015/4/1 15 2030/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 01 入試 博士前期課程募集要項 工学部事務長 2015/4/1 15 2030/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 01 入試 博士前期課程願書受付簿･志願者名簿 工学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 01 入試 出願書類 工学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 01 入試 出願書類(博士後期課程第三回) 工学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 01 入試 出願書類(博士後期課程第一回) 工学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 01 入試 出願書類(博士後期課程第二回) 工学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 01 入試 入学試験(博士後期課程第三回) 工学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 01 入試 入学試験(博士後期課程第一回) 工学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 01 入試 入学試験(博士後期課程第二回) 工学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 01 入試 博士後期課程入学手続 工学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 01 入試 博士前期課程出願書類 工学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄



平成26年度 E 教育一般 01 入試 博士前期課程入学試験実施計画 工学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 01 入試 博士前期課程入学手続 工学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 入学試験の基本方針 工学部事務長 2016/4/1 15 2031/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 入学試験問題･解答用紙 工学部事務長 2016/4/1 15 2031/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 博士前期課程入学試験問題･解答用紙 工学部事務長 2016/4/1 15 2031/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 博士前期課程募集要項 工学部事務長 2016/4/1 15 2031/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 博士前期課程願書受付簿･志願者名簿 工学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 出願書類 工学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 出願書類(博士後期課程第三回) 工学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 出願書類(博士後期課程第一回) 工学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 出願書類(博士後期課程第二回) 工学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 入学試験(博士後期課程第三回) 工学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 入学試験(博士後期課程第一回) 工学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 入学試験(博士後期課程第二回) 工学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 博士後期課程入学手続 工学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 博士前期課程出願書類 工学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 博士前期課程入学試験実施計画 工学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 博士前期課程入学手続 工学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 ３年次編入学試験 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 一般入試 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 私費外国人留学生入試 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 推薦入試(社会人･帰国子女入試含む) 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 大学入試センター試験 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 入学センターからの通知･依頼･照会･回答 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 博士前期課程入学試験答案 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 合格者判定資料 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 転学部･転学科 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 入学試験答案 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 博士前期課程合格者判定資料 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 募集要項(博士後期課程) 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 入学試験の基本方針 工学部事務長 2017/4/1 15 2032/3/31 紙 学務グループ（文書庫9） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 入学試験問題･解答用紙 工学部事務長 2017/4/1 15 2032/3/31 紙 学務グループ（文書庫23） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 博士前期課程入学試験問題･解答用紙 工学部事務長 2017/4/1 15 2032/3/31 紙 学務グループ（文書庫28） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 博士前期課程募集要項 工学部事務長 2017/4/1 15 2032/3/31 紙 学務グループ（文書庫30） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 博士前期課程願書受付簿･志願者名簿 工学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 学務グループ（文書庫12） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 出願書類 工学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 学務グループ（文書庫14） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 出願書類(博士後期課程第三回) 工学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 学務グループ（文書庫17） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 出願書類(博士後期課程第一回) 工学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 学務グループ（文書庫15） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 出願書類(博士後期課程第二回) 工学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 学務グループ（文書庫16） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 入学試験(博士後期課程第三回) 工学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 学務グループ（文書庫21） 工学部事務長 廃棄



平成28年度 E 教育一般 01 入試 入学試験(博士後期課程第一回) 工学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 学務グループ（文書庫19） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 入学試験(博士後期課程第二回) 工学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 学務グループ（文書庫20） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 博士後期課程入学手続 工学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 学務グループ（文書庫24） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 博士前期課程出願書類 工学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 学務グループ（文書庫26） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 博士前期課程入学試験実施計画 工学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 学務グループ（文書庫27） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 博士前期課程入学手続 工学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 学務グループ（文書庫29） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 ３年次編入学試験 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 学務グループ（文書庫4） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 一般入試 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 学務グループ（文書庫5） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 私費外国人留学生入試 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 学務グループ（文書庫6） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 推薦入試(社会人･帰国子女入試含む) 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 学務グループ（文書庫7） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 大学入試センター試験 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 学務グループ（文書庫8） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 入学センターからの通知･依頼･照会･回答 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 学務グループ（文書庫10） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 博士前期課程入学試験答案 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 学務グループ（文書庫11） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 合格者判定資料 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 学務グループ（文書庫13） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 転学部･転学科 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 学務グループ（文書庫18） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 入学試験答案 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 学務グループ（文書庫22） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 博士前期課程合格者判定資料 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 学務グループ（文書庫25） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 募集要項(博士後期課程) 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 学務グループ（文書庫31） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 入学試験の基本方針 工学部事務長 2018/4/1 15 2033/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 入学試験問題･解答用紙 工学部事務長 2018/4/1 15 2033/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 博士前期課程入学試験問題･解答用紙 工学部事務長 2018/4/1 15 2033/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 博士前期課程募集要項 工学部事務長 2018/4/1 15 2033/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 博士前期課程願書受付簿･志願者名簿 工学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 出願書類 工学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 出願書類(博士後期課程第三回) 工学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 出願書類(博士後期課程第一回) 工学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 出願書類(博士後期課程第二回) 工学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 入学試験(博士後期課程第三回) 工学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 入学試験(博士後期課程第一回) 工学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 入学試験(博士後期課程第二回) 工学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 博士後期課程入学手続 工学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 博士前期課程出願書類 工学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 博士前期課程入学試験実施計画 工学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 博士前期課程入学手続 工学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 ３年次編入学試験 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 一般入試 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 私費外国人留学生入試 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 推薦入試(社会人･帰国子女入試含む) 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 ＡＯ入試 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 大学入試センター試験 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄



平成29年度 E 教育一般 01 入試 入学センターからの通知･依頼･照会･回答 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 博士前期課程入学試験答案 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 合格者判定資料 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 転学部･転学科 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 入学試験答案 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 博士前期課程合格者判定資料 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 募集要項(博士後期課程) 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 入学試験の基本方針 工学部事務長 2019/4/1 15 2034/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 入学試験問題･解答用紙 工学部事務長 2019/4/1 15 2034/3/31 紙 学務グループ（学務資料準備室109） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 博士前期課程入学試験問題･解答用紙 工学部事務長 2019/4/1 15 2034/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 博士前期課程募集要項 工学部事務長 2019/4/1 15 2034/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 出願書類 工学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 出願書類(博士後期課程第一回) 工学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 出願書類(博士後期課程第二回) 工学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 出願書類(博士後期課程第三回) 工学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 入学試験(博士後期課程第一回) 工学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 入学試験(博士後期課程第二回) 工学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 入学試験(博士後期課程第三回) 工学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 博士後期課程入学手続 工学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 博士前期課程願書受付簿･志願者名簿 工学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 博士前期課程出願書類 工学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 博士前期課程入学試験実施計画 工学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 博士前期課程入学手続 工学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 ３年次編入学試験 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 アドミッションセンターからの通知･依頼･照会･回答 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 一般入試 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 合格者判定資料 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 私費外国人留学生入試 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 推薦入試(社会人･帰国子女入試含む) 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 大学入試センター試験 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 転学部･転学科 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 入学試験答案 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 学務グループ（文書庫108） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 博士前期課程合格者判定資料 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 博士前期課程入学試験答案 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 学務グループ（文書庫108） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 募集要項(博士後期課程) 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 学務グループ（学務資料準備室１１０） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 ＡＯ入試 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 入学試験の基本方針 工学部事務長 2020/4/1 15 2035/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 博士前期課程学生募集要項 工学部事務長 2020/4/1 15 2035/3/31 紙 学務グループ（文書庫108） 工学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 博士前期課程入学試験問題 工学部事務長 2020/4/1 15 2035/3/31 紙 学務グループ（文書庫108） 工学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 出願書類 工学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄



令和元年度 E 教育一般 01 入試 博士前期課程入学試験 工学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 学務グループ（文書庫108） 工学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 博士前期課程出願書類 工学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 学務グループ（文書庫108） 工学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 博士前期課程願書受付簿･志願者名簿 工学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 学務グループ（文書庫108） 工学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 博士後期課程入学試験 工学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 学務グループ（文書庫108） 工学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 博士後期課程出願書類 工学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 学務グループ（文書庫108） 工学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 ３年次編入学試験 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 一般入試 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 私費外国人留学生入試 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 推薦入試(社会人･帰国子女入試含む) 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 大学入試センター試験 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 ＡＯ入試 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 アドミッションセンターからの通知･依頼･照会･回答 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 合格者判定資料 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 転学部･転学科 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 入学試験答案 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 学務グループ（文書庫108） 工学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 02 教育課程 シラバス 工学部事務長 2012/4/1 無期限 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 02 教育課程 工学部履修案内 工学部事務長 2012/4/1 無期限 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 02 教育課程 成績原簿 工学部事務長 2012/4/1 無期限 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院学生便覧(博士後期課程) 工学部事務長 2012/4/1 無期限 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 02 教育課程 博士後期課程成績原簿 工学部事務長 2012/4/1 無期限 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 02 教育課程 博士前期課程成績原簿 工学部事務長 2012/4/1 無期限 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 02 教育課程 博士前期課程履修要項 工学部事務長 2012/4/1 無期限 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 02 教育課程 履修案内･シラバス作成 工学部事務長 2012/4/1 無期限 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 02 教育課程 教育職員免許状申請 工学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 02 教育課程 単位互換 工学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 02 教育課程 単位認定 工学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 02 教育課程 インターンシップ 工学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 02 教育課程 欠席届 工学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 02 教育課程 シラバス 工学部事務長 2013/4/1 無期限 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 02 教育課程 工学部履修案内 工学部事務長 2013/4/1 無期限 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 02 教育課程 成績原簿 工学部事務長 2013/4/1 無期限 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院学生便覧(博士後期課程) 工学部事務長 2013/4/1 無期限 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 02 教育課程 博士後期課程成績原簿 工学部事務長 2013/4/1 無期限 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 02 教育課程 博士前期課程成績原簿 工学部事務長 2013/4/1 無期限 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 02 教育課程 博士前期課程履修要項 工学部事務長 2013/4/1 無期限 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 02 教育課程 教育職員免許状申請 工学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 02 教育課程 単位互換 工学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 02 教育課程 単位認定 工学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 02 教育課程 単位認定(博士前期課程) 工学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 02 教育課程 インターンシップ 工学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄



平成24年度 E 教育一般 02 教育課程 欠席届 工学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 02 教育課程 シラバス 工学部事務長 2014/4/1 無期限 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 02 教育課程 工学部履修案内 工学部事務長 2014/4/1 無期限 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 02 教育課程 成績原簿 工学部事務長 2014/4/1 無期限 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院学生便覧(博士後期課程) 工学部事務長 2014/4/1 無期限 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 02 教育課程 博士後期課程成績原簿 工学部事務長 2014/4/1 無期限 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 02 教育課程 博士前期課程成績原簿 工学部事務長 2014/4/1 無期限 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 02 教育課程 博士前期課程履修要項 工学部事務長 2014/4/1 無期限 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 02 教育課程 教育職員免許状申請 工学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 02 教育課程 単位互換 工学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 02 教育課程 単位認定 工学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 02 教育課程 インターンシップ 工学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 02 教育課程 欠席届 工学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 02 教育課程 工学部履修案内 工学部事務長 2015/4/1 無期限 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 02 教育課程 シラバス 工学部事務長 2015/4/1 無期限 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 02 教育課程 成績原簿 工学部事務長 2015/4/1 無期限 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院学生便覧(博士後期課程) 工学部事務長 2015/4/1 無期限 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 02 教育課程 博士後期課程成績原簿 工学部事務長 2015/4/1 無期限 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 02 教育課程 博士前期課程成績原簿 工学部事務長 2015/4/1 無期限 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 02 教育課程 博士前期課程履修要項 工学部事務長 2015/4/1 無期限 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 02 教育課程 教育職員免許状申請 工学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 02 教育課程 単位互換 工学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 02 教育課程 単位認定 工学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 02 教育課程 インターンシップ 工学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 02 教育課程 欠席届 工学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 工学部履修案内 工学部事務長 2016/4/1 無期限 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 シラバス 工学部事務長 2016/4/1 無期限 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 成績原簿 工学部事務長 2016/4/1 無期限 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院学生便覧(博士後期課程) 工学部事務長 2016/4/1 無期限 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 博士後期課程成績原簿 工学部事務長 2016/4/1 無期限 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 博士前期課程成績原簿 工学部事務長 2016/4/1 無期限 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 博士前期課程履修要項 工学部事務長 2016/4/1 無期限 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 教育職員免許状申請 工学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 単位互換 工学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 単位認定 工学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 インターンシップ 工学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 欠席届 工学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 集中講義 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 成績開示 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 成績提供申請書 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄



平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 他学科専門科目履修願 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 追加(削除)履修登録申請書 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 博士前期課程履修申告表 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 履修案内･シラバス作成 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 履修ガイダンス 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 施設見学届･学外授業実施伺(工学部･大学院) 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 諸証明書発行依頼 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 諸証明書発行台帳 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 成績修正 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 成績報告書 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 定期試験･追試験 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 博士前期課程成績修正 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 工学部履修案内 工学部事務長 2017/4/1 無期限 紙 学務グループ（文書庫58） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 シラバス 工学部事務長 2017/4/1 無期限 紙 学務グループ（文書庫36） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 成績原簿 工学部事務長 2017/4/1 無期限 紙 学務グループ（文書庫47） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院学生便覧(博士後期課程) 工学部事務長 2017/4/1 無期限 紙 学務グループ（文書庫50） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 博士後期課程成績原簿 工学部事務長 2017/4/1 無期限 紙 学務グループ（文書庫54） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 博士前期課程成績原簿 工学部事務長 2017/4/1 無期限 紙 学務グループ（文書庫55） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 博士前期課程履修要項 工学部事務長 2017/4/1 無期限 紙 学務グループ（文書庫57） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 教育職員免許状申請 工学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 学務グループ（文書庫43） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 単位互換 工学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 学務グループ（文書庫51） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 単位認定 工学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 学務グループ（文書庫52） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 インターンシップ 工学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 学務グループ（文書庫34） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 欠席届 工学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 学務グループ（文書庫35） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 集中講義 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 学務グループ（文書庫33） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 成績開示 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 学務グループ（文書庫37） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 成績提供申請書 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 学務グループ（文書庫38） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 他学科専門科目履修願 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 学務グループ（文書庫39） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 追加(削除)履修登録申請書 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 学務グループ（文書庫40） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 博士前期課程履修申告表 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 学務グループ（文書庫41） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 履修案内･シラバス作成 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 学務グループ（文書庫32） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 履修ガイダンス 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 学務グループ（文書庫42） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 施設見学届･学外授業実施伺(工学部･大学院) 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 学務グループ（文書庫44） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 諸証明書発行依頼 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 学務グループ（文書庫45） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 諸証明書発行台帳 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 学務グループ（文書庫46） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 成績修正 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 学務グループ（文書庫48） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 成績報告書 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 学務グループ（文書庫49） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 定期試験･追試験 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 学務グループ（文書庫53） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 博士前期課程成績修正 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 学務グループ（文書庫56） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 工学部履修案内 工学部事務長 2018/4/1 無期限 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄



平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 シラバス 工学部事務長 2018/4/1 無期限 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 成績原簿 工学部事務長 2018/4/1 無期限 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院学生便覧(博士後期課程) 工学部事務長 2018/4/1 無期限 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 博士後期課程成績原簿 工学部事務長 2018/4/1 無期限 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 博士前期課程成績原簿 工学部事務長 2018/4/1 無期限 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 博士前期課程履修要項 工学部事務長 2018/4/1 無期限 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 教育職員免許状申請 工学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 単位互換 工学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 単位認定 工学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 インターンシップ 工学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 欠席届 工学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 集中講義 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 成績開示 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 成績提供申請書 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 他学科専門科目履修願 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 追加(削除)履修登録申請書 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 博士前期課程履修申告表 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 履修案内･シラバス作成 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 履修ガイダンス 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 施設見学届･学外授業実施伺(工学部･大学院) 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 諸証明書発行依頼 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 諸証明書発行台帳 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 成績修正 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 成績報告書 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 定期試験･追試験 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 博士前期課程成績修正 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 工学部履修案内 工学部事務長 2019/4/1 無期限 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 シラバス 工学部事務長 2019/4/1 無期限 紙 学務グループ（学務資料準備室109） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 成績原簿 工学部事務長 2019/4/1 無期限 紙 学務グループ（文書庫108） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院学生便覧(博士後期課程) 工学部事務長 2019/4/1 無期限 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 博士後期課程成績原簿 工学部事務長 2019/4/1 無期限 紙 学務グループ（文書庫108） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 博士前期課程成績原簿 工学部事務長 2019/4/1 無期限 紙 学務グループ（文書庫108） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 博士前期課程履修要項 工学部事務長 2019/4/1 無期限 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 教育職員免許状申請 工学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 単位互換 工学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 単位認定 工学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 インターンシップ 工学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 欠席届 工学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 施設見学届･学外授業実施伺(工学部･大学院) 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 諸証明書発行依頼 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄



平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 諸証明書発行台帳 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 集中講義 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 成績開示 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 成績修正 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 学務グループ（文書庫108） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 成績提供申請書 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 成績報告書 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 学務グループ（文書庫108） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 他学科専門科目履修願 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 追加(削除)履修登録申請書 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 定期試験･追試験 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 博士前期課程成績修正 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 学務グループ（文書庫108） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 博士前期課程履修申告表 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 履修案内･シラバス作成 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 履修ガイダンス 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 博士後期課程成績原簿（退学･除籍） 工学部事務長 2019/4/1 無期限 紙 学務グループ（文書庫108） 工学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 博士前期課程成績原簿（退学･除籍） 工学部事務長 2019/4/1 無期限 紙 学務グループ（文書庫108） 工学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 JABEE修了証書 工学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 インターンシップ 工学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 履修案内･シラバス作成 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 集中講義 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 成績開示 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 成績提供申請書 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 他学科専門科目履修願 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 追加(削除)履修登録申請書 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 履修ガイダンス 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 施設見学届･学外授業実施伺(工学部･大学院) 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 諸証明書発行依頼 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 諸証明書発行台帳 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 成績修正 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 学務グループ（文書庫108） 工学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 成績報告書 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 学務グループ（文書庫108） 工学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 定期試験･追試験 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 単位互換 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 研究指導計画書 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 早期履修 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 理工学研究科博士前期課程　時間割･修了者･履修要項 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 03 学位 学位記台帳(学士) 工学部事務長 2012/4/1 無期限 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 03 学位 学位記台帳(修士) 工学部事務長 2012/4/1 無期限 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 03 学位 学位記台帳(博士) 工学部事務長 2012/4/1 無期限 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 03 学位 修士学位論文 工学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 03 学位 学位授与審査(３月期) 工学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 03 学位 学位授与審査(９月期) 工学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄



平成24年度 E 教育一般 03 学位 学位記台帳(学士) 工学部事務長 2013/4/1 無期限 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 03 学位 学位記台帳(修士) 工学部事務長 2013/4/1 無期限 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 03 学位 学位記台帳(博士) 工学部事務長 2013/4/1 無期限 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 03 学位 修士学位論文 工学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 03 学位 学位授与審査(３月期) 工学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 03 学位 学位授与審査(９月期) 工学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 03 学位 学位記台帳(学士) 工学部事務長 2014/4/1 無期限 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 03 学位 学位記台帳(修士) 工学部事務長 2014/4/1 無期限 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 03 学位 学位記台帳(博士) 工学部事務長 2014/4/1 無期限 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 03 学位 修士学位論文 工学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 03 学位 学位授与審査(３月期) 工学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 03 学位 学位授与審査(９月期) 工学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 03 学位 学位記台帳(学士) 工学部事務長 2015/4/1 無期限 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 03 学位 学位記台帳(修士) 工学部事務長 2015/4/1 無期限 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 03 学位 学位記台帳(博士) 工学部事務長 2015/4/1 無期限 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 03 学位 修士学位論文 工学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 03 学位 学位授与審査(３月期) 工学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 03 学位 学位授与審査(９月期) 工学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 03 学位 学位記台帳(学士) 工学部事務長 2016/4/1 無期限 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 03 学位 学位記台帳(修士) 工学部事務長 2016/4/1 無期限 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 03 学位 学位記台帳(博士) 工学部事務長 2016/4/1 無期限 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 03 学位 修士学位論文 工学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 03 学位 学位授与審査(３月期) 工学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 03 学位 学位授与審査(９月期) 工学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 03 学位 卒業･学位記 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 03 学位 学位記台帳(学士) 工学部事務長 2017/4/1 無期限 紙 学務グループ（文書庫61） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 03 学位 学位記台帳(修士) 工学部事務長 2017/4/1 無期限 紙 学務グループ（文書庫62） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 03 学位 学位記台帳(博士) 工学部事務長 2017/4/1 無期限 紙 学務グループ（文書庫63） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 03 学位 修士学位論文 工学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 学務グループ（文書庫59） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 03 学位 学位授与審査(３月期) 工学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 学務グループ（文書庫64） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 03 学位 学位授与審査(９月期) 工学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 学務グループ（文書庫65） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 03 学位 卒業･学位記 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 学務グループ（文書庫60） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 03 学位 学位記台帳(学士) 工学部事務長 2018/4/1 無期限 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 03 学位 学位記台帳(修士) 工学部事務長 2018/4/1 無期限 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 03 学位 学位記台帳(博士) 工学部事務長 2018/4/1 無期限 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 03 学位 修士学位論文 工学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 03 学位 学位授与審査(３月期) 工学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 03 学位 学位授与審査(９月期) 工学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 03 学位 卒業･学位記 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 03 学位 学位記台帳(学士) 工学部事務長 2019/4/1 無期限 紙 学務グループ（文書庫108） 工学部事務長 廃棄



平成30年度 E 教育一般 03 学位 学位記台帳(修士) 工学部事務長 2019/4/1 無期限 紙 学務グループ（文書庫108） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 03 学位 学位記台帳(博士) 工学部事務長 2019/4/1 無期限 紙 学務グループ（文書庫108） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 03 学位 修士学位論文 工学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 03 学位 修了判定資料 工学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 03 学位 卒業判定資料 工学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 03 学位 学位授与審査(３月期) 工学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 03 学位 学位授与審査(９月期) 工学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 03 学位 卒業･学位記 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 03 学位 卒業･学位記 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 03 学位 博士の学位授与申請　6月期 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 03 学位 博士の学位授与申請　9月期 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 03 学位 博士の学位授与申請　12月期 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 03 学位 博士の学位授与申請　3月期 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿 工学部事務長 2012/4/1 無期限 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 04 学籍 修了判定資料 工学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 04 学籍 卒業判定資料 工学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 04 学籍 海外渡航届 工学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 04 学籍 休学･復学･退学･除籍 工学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 04 学籍 現住所届 工学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 04 学籍 身元保証書･誓書等 工学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿 工学部事務長 2013/4/1 無期限 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 04 学籍 修了判定資料 工学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 04 学籍 卒業判定資料 工学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 04 学籍 海外渡航届 工学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 04 学籍 休学･復学･退学･除籍 工学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 04 学籍 現住所届 工学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 04 学籍 身元保証書･誓書等 工学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿 工学部事務長 2014/4/1 無期限 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 04 学籍 修了判定資料 工学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 04 学籍 卒業判定資料 工学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 04 学籍 海外渡航届 工学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 04 学籍 休学･復学･退学･除籍 工学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 04 学籍 現住所届 工学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 04 学籍 身元保証書･誓書等 工学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿 工学部事務長 2015/4/1 無期限 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 04 学籍 修了判定資料 工学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 04 学籍 卒業判定資料 工学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 04 学籍 海外渡航届 工学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 04 学籍 休学･復学･退学･除籍 工学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 04 学籍 身元保証書･誓書等 工学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄



平成27年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿 工学部事務長 2016/4/1 無期限 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 04 学籍 修了判定資料 工学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 04 学籍 卒業判定資料 工学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 04 学籍 海外渡航届 工学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 04 学籍 休学･復学･退学･除籍 工学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 04 学籍 身元保証書･誓書等 工学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿 工学部事務長 2017/4/1 無期限 紙 学務グループ（文書庫70） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 04 学籍 修了判定資料 工学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 学務グループ（文書庫66） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 04 学籍 卒業判定資料 工学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 学務グループ（文書庫67） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 04 学籍 海外渡航届 工学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 学務グループ（文書庫68） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 04 学籍 休学･復学･退学･除籍 工学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 学務グループ（文書庫71） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 04 学籍 身元保証書･誓書等 工学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 学務グループ（文書庫72） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿（17ND） 工学部事務長 2018/4/1 無期限 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿（17NM） 工学部事務長 2018/4/1 無期限 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿（17T） 工学部事務長 2018/4/1 無期限 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 04 学籍 修了判定資料 工学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 04 学籍 卒業判定資料 工学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 04 学籍 海外渡航届 工学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 04 学籍 休学･復学･退学･除籍（工学部） 工学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 04 学籍 休学･復学･退学･除籍（理工学研究科） 工学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 04 学籍 身元保証書･誓書等 工学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 04 学籍 学生証再発行 工学部事務長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿（18ND） 工学部事務長 2019/4/1 無期限 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿（18NM） 工学部事務長 2019/4/1 無期限 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿（18T） 工学部事務長 2019/4/1 無期限 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 04 学籍 海外渡航届 工学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 04 学籍 休学･復学･退学･除籍（工学部） 工学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 04 学籍 休学･復学･退学･除籍（理工学研究科） 工学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 04 学籍 身元保証書･誓書等 工学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 04 学籍 学生証再発行 工学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿（19ND） 工学部事務長 2019/4/1 無期限 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿（19NM） 工学部事務長 2019/4/1 無期限 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿（19T） 工学部事務長 2019/4/1 無期限 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 04 学籍 海外渡航届 工学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 学務グループ 工学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 04 学籍 休学･復学･退学･除籍（工学部） 工学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 学務グループ 工学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 04 学籍 休学･復学･退学･除籍（理工学研究科） 工学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 学務グループ 工学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 04 学籍 身元保証書･誓書等 工学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 学務グループ 工学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 04 学籍 学生証再発行 工学部事務長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 学務グループ 工学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 学籍簿(研究生) 工学部事務長 2012/4/1 無期限 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 成績原簿(科目等履修生) 工学部事務長 2012/4/1 無期限 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄



平成23年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 科目等履修生 工学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 研究生 工学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 特別研究委託学生･特別研究学生 工学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 特別聴講学生 工学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 特別聴講学生忠北･武漢 工学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 学籍簿(研究生) 工学部事務長 2013/4/1 無期限 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 科目等履修生 工学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 研究生 工学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 成績原簿(科目等履修生) 工学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 長期履修学生 工学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 特別研究委託学生･特別研究学生 工学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 特別聴講学生 工学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 特別聴講学生忠北･武漢 工学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 学籍簿(研究生) 工学部事務長 2014/4/1 無期限 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 科目等履修生 工学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 研究生 工学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 成績原簿(科目等履修生) 工学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 長期履修学生 工学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 特別研究委託学生･特別研究学生 工学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 特別聴講学生 工学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 特別聴講学生忠北･武漢 工学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 学籍簿(研究生) 工学部事務長 2015/4/1 無期限 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 科目等履修生 工学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 研究生 工学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 成績原簿(科目等履修生) 工学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 長期履修学生 工学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 特別研究委託学生･特別研究学生 工学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 特別聴講学生 工学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 特別聴講学生忠北･武漢 工学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 学籍簿(研究生) 工学部事務長 2016/4/1 無期限 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 科目等履修生 工学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 研究生 工学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 成績原簿(科目等履修生) 工学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 長期履修学生 工学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 特別研究委託学生･特別研究学生 工学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 特別聴講学生 工学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 特別聴講学生忠北･武漢 工学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 学籍簿(研究生) 工学部事務長 2017/4/1 無期限 紙 学務グループ（文書庫73） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 科目等履修生 工学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 学務グループ（文書庫74） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 研究生 工学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 学務グループ（文書庫75） 工学部事務長 廃棄



平成28年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 成績原簿(科目等履修生) 工学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 学務グループ（文書庫77） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 長期履修学生 工学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 学務グループ（文書庫76） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 特別研究委託学生･特別研究学生 工学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 学務グループ（文書庫78） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 特別聴講学生 工学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 学務グループ（文書庫79） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 特別聴講学生忠北･武漢 工学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 学務グループ（文書庫80） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 学籍簿(研究生) 工学部事務長 2018/4/1 無期限 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 科目等履修生 工学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 研究生 工学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 成績原簿(科目等履修生) 工学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 長期履修学生 工学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 特別研究委託学生･特別研究学生 工学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 特別聴講学生 工学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 特別聴講学生忠北･武漢 工学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 学籍簿(研究生) 工学部事務長 2019/4/1 無期限 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 科目等履修生 工学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 研究生 工学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 成績原簿(科目等履修生) 工学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 長期履修学生 工学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 特別研究委託学生･特別研究学生 工学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 特別聴講学生 工学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 特別聴講学生忠北･武漢 工学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 06 学生生活 学生健康診断データファイル 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 06 学生生活 学生特別健康診断 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 06 学生生活 学生団体･課外活動共用施設 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 06 学生生活 学生健康診断データファイル 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 学務グループ（文書庫82） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 06 学生生活 学生団体･課外活動共用施設 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 学務グループ（文書庫81） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 06 学生生活 学生健康診断データファイル 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 06 学生生活 学生の事故報告書･事故届 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 06 学生生活 学生団体･課外活動共用施設 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 06 学生生活 こうがく祭 工学部事務長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 06 学生生活 車両入構申請 工学部事務長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 06 学生生活 証明書 工学部事務長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 06 学生生活 学生健康診断データファイル 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 06 学生生活 学生団体･課外活動共用施設 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 06 学生生活 学生の事故報告書･事故届 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 06 学生生活 こうがく祭 工学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 06 学生生活 車両入構申請 工学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 06 学生生活 証明書 工学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 07 学生支援 博士後期課程経済支援 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 電子（CD-ROM） 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 07 学生支援 学研災加入者名簿 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄



平成27年度 E 教育一般 07 学生支援 学生相談 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 07 学生支援 学生寮募集要項(入･退去) 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 07 学生支援 学寮在籍 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 07 学生支援 授業料･入学料 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 07 学生支援 奨学金 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 07 学生支援 吼洋寮説明会 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 07 学生支援 博士後期課程経済支援 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 電子（CD-ROM） 学務グループ（文書庫83） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 07 学生支援 学研災加入者名簿 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 学務グループ（文書庫85） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 07 学生支援 学生相談 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 学務グループ（文書庫86） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 07 学生支援 学生寮募集要項(入･退去) 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 学務グループ（文書庫87） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 07 学生支援 学寮在籍 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 学務グループ（文書庫88） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 07 学生支援 授業料･入学料 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 学務グループ（文書庫89） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 07 学生支援 奨学金 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 学務グループ（文書庫91） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 07 学生支援 吼洋寮説明会 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 学務グループ（文書庫94） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 07 学生支援 学生表彰 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 07 学生支援 奨学金 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 07 学生支援 アパート･下宿 工学部事務長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 07 学生支援 短期･長期留学推進支援制度 工学部事務長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 07 学生支援 博士後期課程経済支援 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 電子（CD-ROM） 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 07 学生支援 学研災加入者名簿 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 07 学生支援 学生相談 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 07 学生支援 学生寮募集要項(入･退去) 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 07 学生支援 学寮在籍 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 07 学生支援 授業料･入学料 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 07 学生支援 インターンシップ 工学部事務長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 07 学生支援 就職ガイダンス 工学部事務長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 07 学生支援 就職支援 工学部事務長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 07 学生支援 進路届 工学部事務長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 07 学生支援 短期･長期留学推進支援制度 工学部事務長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 07 学生支援 English Lab. H29 工学部事務長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 07 学生支援 学研災加入者名簿 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 07 学生支援 学生相談 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 07 学生支援 学生表彰 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 07 学生支援 学生寮募集要項(入･退去) 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 07 学生支援 学寮在籍 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 07 学生支援 授業料･入学料 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 07 学生支援 奨学金 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 07 学生支援 博士後期課程経済支援 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 電子（CD-ROM） 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 07 学生支援 English Lab. H30 工学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 07 学生支援 アパート･下宿 工学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄



平成30年度 E 教育一般 07 学生支援 インターンシップ 工学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 07 学生支援 就職ガイダンス 工学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 07 学生支援 就職支援 工学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 07 学生支援 短期･長期留学推進支援制度 工学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 07 学生支援 工学部BYOD対応PC貸出申請書 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 07 学生支援 学研災加入者名簿 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 学務グループ 工学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 07 学生支援 学生相談 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 学務グループ 工学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 07 学生支援 学生表彰 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 学務グループ 工学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 07 学生支援 学生寮募集要項(入･退去) 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 学務グループ 工学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 07 学生支援 学寮在籍 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 学務グループ 工学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 07 学生支援 工学部BYOD対応PC貸出申請書 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 07 学生支援 授業料･入学料 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 学務グループ 工学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 07 学生支援 奨学金 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 学務グループ 工学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 07 学生支援 博士後期課程経済支援 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 07 学生支援 English Lab. R01 工学部事務長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 学務グループ 工学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 07 学生支援 アパート･下宿 工学部事務長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 学務グループ 工学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 07 学生支援 インターンシップ 工学部事務長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 学務グループ 工学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 07 学生支援 就職ガイダンス 工学部事務長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 学務グループ 工学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 07 学生支援 就職支援 工学部事務長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 学務グループ 工学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 07 学生支援 短期･長期留学推進支援制度 工学部事務長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 学務グループ 工学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 08 留学生 マレーシア政府派遣留学生 工学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 08 留学生 一時出国･長期国内旅行届 工学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 08 留学生 国費留学生 工学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 08 留学生 在留資格変更･ビザ 工学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 08 留学生 マレーシア政府派遣留学生 工学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 08 留学生 一時出国･長期国内旅行届 工学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 08 留学生 国費留学生 工学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 08 留学生 在留資格変更･ビザ 工学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 08 留学生 マレーシア政府派遣留学生 工学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 08 留学生 一時出国･長期国内旅行届 工学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 08 留学生 国費留学生 工学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 08 留学生 在留資格変更･ビザ 工学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 08 留学生 マレーシア政府派遣留学生 工学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 08 留学生 一時出国･長期国内旅行届 工学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 08 留学生 国費留学生 工学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 08 留学生 在留資格変更･ビザ 工学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 08 留学生 マレーシア政府派遣留学生 工学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 08 留学生 一時出国･長期国内旅行届 工学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 08 留学生 国費留学生 工学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 08 留学生 在留資格変更･ビザ 工学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄



平成27年度 E 教育一般 08 留学生 チューター･ホームヴィジット 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 08 留学生 チューター懇談会 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 08 留学生 マレーシア政府派遣留学生 工学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 学務グループ（文書庫97） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 08 留学生 一時出国･長期国内旅行届 工学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 学務グループ（文書庫98） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 08 留学生 国費留学生 工学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 学務グループ（文書庫102） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 08 留学生 在留資格変更･ビザ 工学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 学務グループ（文書庫103） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 08 留学生 チューター･ホームヴィジット 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 学務グループ（文書庫95） 工学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 08 留学生 チューター懇談会 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 学務グループ（文書庫96） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 08 留学生 マレーシア政府派遣留学生 工学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 08 留学生 一時出国･長期国内旅行届 工学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 08 留学生 国費留学生 工学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 08 留学生 在留資格変更･ビザ 工学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 08 留学生 外国人留学生地域団体交流･懇談会 工学部事務長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 08 留学生 工学部国際交流会館 工学部事務長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 08 留学生 チューター･ホームヴィジット 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 08 留学生 留学生行事等 工学部事務長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 08 留学生 留学生住宅総合補償 工学部事務長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 08 留学生 留学生奨学金 工学部事務長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 08 留学生 サマーセミナー H29 工学部事務長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 08 留学生 マレーシア政府派遣留学生 工学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 08 留学生 一時出国･長期国内旅行届 工学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 08 留学生 国費留学生 工学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 08 留学生 在留資格変更･ビザ 工学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 08 留学生 チューター･ホームヴィジット 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 08 留学生 サマーセミナー H30 工学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 08 留学生 外国人留学生地域団体交流･懇談会 工学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 08 留学生 工学部国際交流会館 工学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 08 留学生 留学生行事等 工学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 08 留学生 留学生住宅総合補償 工学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 08 留学生 留学生奨学金 工学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 学務グループ（文書庫107） 工学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 08 留学生 マレーシア政府派遣留学生 工学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 学務グループ 工学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 08 留学生 一時出国･長期国内旅行届 工学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 学務グループ 工学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 08 留学生 国費留学生 工学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 学務グループ 工学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 08 留学生 在留資格変更･ビザ 工学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 学務グループ 工学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 08 留学生 チューター･ホームヴィジット 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 学務グループ 工学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 08 留学生 サマーセミナー R01 工学部事務長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 学務グループ 工学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 08 留学生 外国人留学生地域団体交流･懇談会 工学部事務長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 学務グループ 工学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 08 留学生 工学部国際交流会館 工学部事務長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 学務グループ 工学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 08 留学生 留学生行事等 工学部事務長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 学務グループ 工学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 08 留学生 留学生住宅総合補償 工学部事務長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 学務グループ 工学部事務長 廃棄



令和元年度 E 教育一般 08 留学生 留学生奨学金 工学部事務長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 学務グループ 工学部事務長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 00 総括 アイセンティケイト 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 00 総括 アイセンティケイト 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 総務係 工学部事務長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 科学研究費 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 研究助成 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 補助金 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 科学研究費 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 研究助成 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 補助金 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 科学研究費 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 研究助成 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 補助金 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 科学研究費 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 科学研究費 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 総務係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 補助金･受託事業 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 総務係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 研究助成 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 総務係 工学部事務長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 02 外部資金 社会公開セミナー 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 02 外部資金 受託研究申請(変更等)申請書 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 02 外部資金 受託研究申請(変更等)申請書 工学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 02 外部資金 受託研究申請（変更等）申請書 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 02 外部資金 無償貸付申請書の提出について（提出） 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 02 外部資金 平成30年度　受託研究申請（変更等）申請書 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 02 外部資金 平成30年度　無償貸付申請書の提出について 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書庫（309） 工学部事務長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 02 外部資金 令和元年度　受託研究申請（変更等）申請書 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 会計係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 02 外部資金 令和元年度　無償貸付申請書の提出について 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 会計係 工学部事務長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 04 研究集会等 工学部研究室訪問交流会 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 04 研究集会等 工学部研究室訪問交流会 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 総務係 工学部事務長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 05 国際交流 学部間協定 工学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 総務係 工学部事務長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 05 研究者の受入 外国人研究者受入 工学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 05 研究者の受入 外国人研究者受入 工学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 05 研究者の受入 外国人研究者受入 工学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 05 研究者の受入 外国人研究者 工学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成23年度 F 研究一般 08 国際交流 学部間協定 工学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成24年度 F 研究一般 08 国際交流 学部間協定 工学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成25年度 F 研究一般 08 国際交流 学部間協定 工学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成26年度 F 研究一般 08 国際交流 学部間協定 工学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 08 国際交流 学部間協定 工学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 文書保管庫 工学部事務長 廃棄

1971/4/1 工学部 会計第一係 国有財産関係 国有財産台帳 工学部経理係 60 2031/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2010/4/1 工学部 会計第一係 概算要求関係 歳出概算要求書(平成22年度) 工学部会計第一係 10 2021/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1971/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(昭和46年度) 工学部教務係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄



1972/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(昭和47年度) 工学部教務係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1973/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(昭和48年度) 工学部教務係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1974/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(昭和49年度) 工学部教務係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1975/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(昭和50年度) 工学部教務係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1976/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(昭和51年度) 工学部教務係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1977/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(昭和52年度) 工学部教務係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1977/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(昭和54年度) 工学部教務係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1978/4/1 工学部 学務第一係 卒業･修了関係 修了生台帳(昭和53年度) 工学部教務係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1978/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(昭和53年度) 工学部教務係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1979/4/1 工学部 学務第一係 卒業･修了関係 修了生台帳(昭和54年度) 工学部教務係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1979/4/1 工学部 学務第一係 卒業･修了関係 卒業生台帳(昭和54年度) 工学部教務係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1980/4/1 工学部 学務第一係 卒業･修了関係 修了生台帳(昭和55年度) 工学部教務係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1980/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(昭和55年度) 工学部教務係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1980/4/1 工学部 学務第一係 卒業･修了関係 卒業生台帳(昭和55年度) 工学部教務係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1981/4/1 工学部 学務第一係 卒業･修了関係 修了生台帳(昭和56年度) 工学部教務係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1981/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(昭和56年度) 工学部教務係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1981/4/1 工学部 学務第一係 卒業･修了関係 卒業生台帳(昭和56年度) 工学部教務係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1982/4/1 工学部 学務第一係 卒業･修了関係 修了生台帳(昭和57年度) 工学部教務係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1982/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(昭和57年度) 工学部教務係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1982/4/1 工学部 学務第一係 卒業･修了関係 卒業生台帳(昭和57年度) 工学部教務係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1983/4/1 工学部 学務第一係 卒業･修了関係 修了生台帳(昭和58年度) 工学部教務係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1983/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(昭和58年度) 工学部教務係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1983/4/1 工学部 学務第一係 卒業･修了関係 卒業生台帳(昭和58年度) 工学部教務係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1983/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 履修要項(昭和58年度) 工学部教務係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1983/4/1 工学部 学務第一係 学位授与関係 学位論文(昭和58年度) 工学部教務係 60 2044/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1983/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 講義要目(昭和58年度) 工学部教務係 60 2044/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1984/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 学生便覧(昭和59年度) 工学部教務係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1984/4/1 工学部 学務第一係 卒業･修了関係 修了生台帳(昭和59年度) 工学部教務係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1984/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(昭和59年度) 工学部教務係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1984/4/1 工学部 学務第一係 卒業･修了関係 卒業生台帳(昭和59年度) 工学部教務係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1984/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 履修要項(昭和59年度) 工学部教務係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1985/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 学生便覧(昭和60年度) 工学部教務係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1985/4/1 工学部 学務第一係 卒業･修了関係 修了生台帳(昭和60年度) 工学部教務係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1985/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(昭和60年度) 工学部教務係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1985/4/1 工学部 学務第一係 卒業･修了関係 卒業生台帳(昭和60年度) 工学部教務係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1985/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 履修要項(昭和60年度) 工学部教務係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1986/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 学生便覧(昭和61年度) 工学部教務係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1986/4/1 工学部 学務第一係 卒業･修了関係 修了生台帳(昭和61年度) 工学部教務係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1986/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(昭和61年度) 工学部教務係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1986/4/1 工学部 学務第一係 卒業･修了関係 卒業生台帳(昭和61年度) 工学部教務係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄



1986/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 履修要項(昭和61年度) 工学部教務係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1987/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 学生便覧(昭和62年度) 工学部教務係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1987/4/1 工学部 学務第一係 卒業･修了関係 修了生台帳(昭和62年度) 工学部教務係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1987/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(昭和62年度) 工学部教務係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1987/4/1 工学部 学務第一係 卒業･修了関係 卒業生台帳(昭和62年度) 工学部教務係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1987/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 履修要項(昭和62年度) 工学部教務係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1988/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 学生便覧(昭和63年度) 工学部教務係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1988/4/1 工学部 学務第一係 卒業･修了関係 修了生台帳(昭和63年度) 工学部教務係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1988/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(昭和63年度) 工学部教務係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1988/4/1 工学部 学務第一係 卒業･修了関係 卒業生台帳(昭和63年度) 工学部教務係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1988/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 履修要項(昭和63年度) 工学部教務係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1989/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 学生便覧(平成元年度) 工学部教務係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1989/4/1 工学部 学務第一係 卒業･修了関係 修了生台帳(平成元年度) 工学部教務係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1989/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(平成元年度) 工学部教務係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1989/4/1 工学部 学務第一係 卒業･修了関係 卒業生台帳(平成元年度) 工学部教務係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1989/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 履修要項(平成元年度) 工学部教務係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1990/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 学生便覧(平成2年度) 工学部教務係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1990/4/1 工学部 学務第一係 卒業･修了関係 修了生台帳(平成2年度) 工学部教務係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1990/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(平成2年度) 工学部教務係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1990/4/1 工学部 学務第一係 卒業･修了関係 卒業生台帳(平成2年度) 工学部教務係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1990/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 履修要項(平成2年度) 工学部教務係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1990/4/1 工学部 学務第一係 学位授与関係 学位論文(平成2年度) 工学部教務係 30 2021/3/31 紙 事務室 工学部 廃棄

1990/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 講義要目(平成2年度) 工学部教務係 30 2021/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1990/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 授業時間割(平成2年度) 工学部教務係 30 2021/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1990/4/1 工学部 学務第一係 入試業務関係 入学試験合格者(平成2年度) 工学部教務係 30 2021/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1990/4/1 工学部 学務第一係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙(平成2年度) 工学部教務係 30 2021/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1990/4/1 工学部 学務第一係 入試募集関係 募集要項(平成2年度) 工学部教務係 30 2021/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1991/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 学生便覧(平成3年度) 工学部教務係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1991/4/1 工学部 学務第一係 卒業･修了関係 修了生台帳(平成3年度) 工学部教務係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1991/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(平成3年度) 工学部教務係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1991/4/1 工学部 学務第一係 卒業･修了関係 卒業生台帳(平成3年度) 工学部教務係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1991/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 履修要項(平成3年度) 工学部教務係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1991/4/1 工学部 学務第一係 学位授与関係 学位論文(平成3年度) 工学部教務係 30 2022/3/31 紙 事務室 工学部 廃棄

1991/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 講義要目(平成3年度) 工学部教務係 30 2022/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1991/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 授業時間割(平成3年度) 工学部教務係 30 2022/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1991/4/1 工学部 学務第一係 入試業務関係 入学試験合格者(平成3年度) 工学部教務係 30 2022/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1991/4/1 工学部 学務第一係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙(平成3年度) 工学部教務係 30 2022/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1991/4/1 工学部 学務第一係 入試募集関係 募集要項(平成3年度) 工学部教務係 30 2022/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1992/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 学生便覧(平成4年度) 工学部教務係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1992/4/1 工学部 学務第一係 卒業･修了関係 修了生台帳(平成4年度) 工学部教務係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄



1992/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(平成4年度) 工学部教務係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1992/4/1 工学部 学務第一係 卒業･修了関係 卒業生台帳(平成4年度) 工学部教務係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1992/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 履修要項(平成4年度) 工学部教務係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1992/4/1 工学部 学務第一係 学位授与関係 学位論文(平成4年度) 工学部教務係 30 2023/3/31 紙 事務室 工学部 廃棄

1992/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 講義要目(平成4年度) 工学部教務係 30 2023/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1992/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 授業時間割(平成4年度) 工学部教務係 30 2023/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1992/4/1 工学部 学務第一係 入試業務関係 入学試験合格者(平成4年度) 工学部教務係 30 2023/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1992/4/1 工学部 学務第一係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙(平成4年度) 工学部教務係 30 2023/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1992/4/1 工学部 学務第一係 入試募集関係 募集要項(平成4年度) 工学部教務係 30 2023/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1993/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 学生便覧(平成5年度) 工学部教務係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1993/4/1 工学部 学務第一係 卒業･修了関係 修了生台帳(平成5年度) 工学部教務係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1993/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(平成5年度) 工学部教務係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1993/4/1 工学部 学務第一係 卒業･修了関係 卒業生台帳(平成5年度) 工学部教務係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1993/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 履修要項(平成5年度) 工学部教務係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1993/4/1 工学部 学務第一係 学位授与関係 学位論文(平成5年度) 工学部教務係 30 2024/3/31 紙 事務室 工学部 廃棄

1993/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 講義要目(平成5年度) 工学部教務係 30 2024/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1993/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 授業時間割(平成5年度) 工学部教務係 30 2024/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1993/4/1 工学部 学務第一係 入試業務関係 入学試験合格者(平成5年度) 工学部教務係 30 2024/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1993/4/1 工学部 学務第一係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙(平成5年度) 工学部教務係 30 2024/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1993/4/1 工学部 学務第一係 入試募集関係 募集要項(平成5年度) 工学部教務係 30 2024/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1994/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 学生便覧(平成6年度) 工学部教務係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1994/4/1 工学部 学務第一係 卒業･修了関係 修了生台帳(平成6年度) 工学部教務係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1994/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(平成6年度) 工学部教務係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1994/4/1 工学部 学務第一係 卒業･修了関係 卒業生台帳(平成6年度) 工学部教務係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1994/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 履修要項(平成6年度) 工学部教務係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1994/4/1 工学部 学務第一係 学位授与関係 学位論文(平成6年度) 工学部教務係 30 2025/3/31 紙 事務室 工学部 廃棄

1994/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 講義要目(平成6年度) 工学部教務係 30 2025/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1994/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 授業時間割(平成6年度) 工学部教務係 30 2025/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1994/4/1 工学部 学務第一係 入試業務関係 入学試験合格者(平成6年度) 工学部教務係 30 2025/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1994/4/1 工学部 学務第一係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙(平成6年度) 工学部教務係 30 2025/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1994/4/1 工学部 学務第一係 入試募集関係 募集要項(平成6年度) 工学部教務係 30 2025/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1995/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 学生便覧(平成7年度) 工学部教務係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1995/4/1 工学部 学務第一係 卒業･修了関係 修了生台帳(平成7年度) 工学部教務係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1995/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(平成7年度) 工学部教務係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1995/4/1 工学部 学務第一係 卒業･修了関係 卒業生台帳(平成7年度) 工学部教務係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1995/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 履修要項(平成7年度) 工学部教務係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1995/4/1 工学部 学務第一係 学位授与関係 学位論文(平成7年度) 工学部教務係 30 2026/3/31 紙 事務室 工学部 廃棄

1995/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 講義要目(平成7年度) 工学部教務係 30 2026/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1995/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 授業時間割(平成7年度) 工学部教務係 30 2026/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1995/4/1 工学部 学務第一係 入試業務関係 入学試験合格者(平成7年度) 工学部教務係 30 2026/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄



1995/4/1 工学部 学務第一係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙(平成7年度) 工学部教務係 30 2026/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1995/4/1 工学部 学務第一係 入試募集関係 募集要項(平成7年度) 工学部教務係 30 2026/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1996/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 学生便覧(平成8年度) 工学部教務係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1996/4/1 工学部 学務第一係 卒業･修了関係 修了生台帳(平成8年度) 工学部教務係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1996/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(平成8年度) 工学部教務係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1996/4/1 工学部 学務第一係 卒業･修了関係 卒業生台帳(平成8年度) 工学部教務係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1996/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 履修要項(平成8年度) 工学部教務係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1996/4/1 工学部 学務第一係 学位授与関係 学位論文(平成8年度) 工学部教務係 30 2027/3/31 紙 事務室 工学部 廃棄

1996/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 講義要目(平成8年度) 工学部教務係 30 2027/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1996/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 授業時間割(平成8年度) 工学部教務係 30 2027/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1996/4/1 工学部 学務第一係 入試業務関係 入学試験合格者(平成8年度) 工学部教務係 30 2027/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1996/4/1 工学部 学務第一係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙(平成8年度) 工学部教務係 30 2027/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1996/4/1 工学部 学務第一係 入試募集関係 募集要項(平成8年度) 工学部教務係 30 2027/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1997/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 学生便覧(平成9年度) 工学部学務第一係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1997/4/1 工学部 学務第一係 卒業･修了関係 修了生台帳(平成9年度) 工学部学務第一係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1997/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(平成9年度) 工学部学務第一係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1997/4/1 工学部 学務第一係 卒業･修了関係 卒業生台帳(平成9年度) 工学部学務第一係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1997/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 履修要項(平成9年度) 工学部学務第一係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1997/4/1 工学部 学務第一係 学位授与関係 学位論文(平成9年度) 工学部学務第一係 30 2028/3/31 紙 事務室 工学部 廃棄

1997/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 講義要目(平成9年度) 工学部学務第一係 30 2028/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1997/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 授業時間割(平成9年度) 工学部学務第一係 30 2028/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1997/4/1 工学部 学務第一係 入試業務関係 入学試験合格者(平成9年度) 工学部学務第一係 30 2028/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1997/4/1 工学部 学務第一係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙(平成9年度) 工学部学務第一係 30 2028/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1997/4/1 工学部 学務第一係 入試募集関係 募集要項(平成9年度) 工学部学務第一係 30 2028/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1998/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 学生便覧(平成10年度) 工学部学務第一係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1998/4/1 工学部 学務第一係 卒業･修了関係 修了生台帳(平成10年度) 工学部学務第一係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1998/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(平成10年度) 工学部学務第一係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1998/4/1 工学部 学務第一係 卒業･修了関係 卒業生台帳(平成10年度) 工学部学務第一係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1998/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 履修要項(平成10年度) 工学部学務第一係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1998/4/1 工学部 学務第一係 学位授与関係 学位論文(平成10年度) 工学部学務第一係 30 2029/3/31 紙 事務室 工学部 廃棄

1998/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 講義要目(平成10年度) 工学部学務第一係 30 2029/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1998/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 授業時間割(平成10年度) 工学部学務第一係 30 2029/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1998/4/1 工学部 学務第一係 入試業務関係 入学試験合格者(平成10年度) 工学部学務第一係 30 2029/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1998/4/1 工学部 学務第一係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙(平成10年度) 工学部学務第一係 30 2029/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1998/4/1 工学部 学務第一係 入試募集関係 募集要項(平成10年度) 工学部学務第一係 30 2029/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1999/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 学生便覧(平成11年度) 工学部学務第一係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1999/4/1 工学部 学務第一係 卒業･修了関係 修了生台帳(平成11年度) 工学部学務第一係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1999/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(平成11年度) 工学部学務第一係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1999/4/1 工学部 学務第一係 卒業･修了関係 卒業生台帳(平成11年度) 工学部学務第一係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

1999/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 履修要項(平成11年度) 工学部学務第一係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄



1999/4/1 工学部 学務第一係 学位授与関係 学位論文(平成11年度) 工学部学務第一係 30 2030/3/31 紙 事務室 工学部 廃棄

1999/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 講義要目(平成11年度) 工学部学務第一係 30 2030/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1999/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 授業時間割(平成11年度) 工学部学務第一係 30 2030/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1999/4/1 工学部 学務第一係 入試業務関係 入学試験合格者(平成11年度) 工学部学務第一係 30 2030/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1999/4/1 工学部 学務第一係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙(平成11年度) 工学部学務第一係 30 2030/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1999/4/1 工学部 学務第一係 入試募集関係 募集要項(平成11年度) 工学部学務第一係 30 2030/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2000/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 学生便覧(平成12年度) 工学部学務第一係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

2000/4/1 工学部 学務第一係 卒業･修了関係 修了生台帳(平成12年度) 工学部学務第一係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

2000/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(平成12年度) 工学部学務第一係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

2000/4/1 工学部 学務第一係 卒業･修了関係 卒業生台帳(平成12年度) 工学部学務第一係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

2000/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 履修要項(平成12年度) 工学部学務第一係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

2000/4/1 工学部 学務第一係 学位授与関係 学位論文(平成12年度) 工学部学務第一係 30 2031/3/31 紙 事務室 工学部 廃棄

2000/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 講義要目(平成12年度) 工学部学務第一係 30 2031/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2000/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 授業時間割(平成12年度) 工学部学務第一係 30 2031/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2000/4/1 工学部 学務第一係 入試業務関係 入学試験合格者(平成12年度) 工学部学務第一係 30 2031/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2000/4/1 工学部 学務第一係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙(平成12年度) 工学部学務第一係 30 2031/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2000/4/1 工学部 学務第一係 入試募集関係 募集要項(平成12年度) 工学部学務第一係 30 2031/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2001/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 学生便覧(平成13年度) 工学部学務第一係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

2001/4/1 工学部 学務第一係 卒業･修了関係 修了生台帳(平成13年度) 工学部学務第一係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

2001/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(平成13年度) 工学部学務第一係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

2001/4/1 工学部 学務第一係 卒業･修了関係 卒業生台帳(平成13年度) 工学部学務第一係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

2001/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 履修要項(平成13年度) 工学部学務第一係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

2001/4/1 工学部 学務第一係 学位授与関係 学位論文(平成13年度) 工学部学務第一係 30 2032/3/31 紙 事務室 工学部 廃棄

2001/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 講義要目(平成13年度) 工学部学務第一係 30 2032/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2001/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 授業時間割(平成13年度) 工学部学務第一係 30 2032/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2001/4/1 工学部 学務第一係 入試業務関係 入学試験合格者(平成13年度) 工学部学務第一係 30 2032/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2001/4/1 工学部 学務第一係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙(平成13年度) 工学部学務第一係 30 2032/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2001/4/1 工学部 学務第一係 入試募集関係 募集要項(平成13年度) 工学部学務第一係 30 2032/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2002/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 学生便覧(平成14年度) 工学部学務第一係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

2002/4/1 工学部 学務第一係 卒業･修了関係 修了生台帳(平成14年度) 工学部学務第一係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

2002/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(平成14年度) 工学部学務第一係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

2002/4/1 工学部 学務第一係 卒業･修了関係 卒業生台帳(平成14年度) 工学部学務第一係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

2002/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 履修要項(平成14年度) 工学部学務第一係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

2002/4/1 工学部 学務第一係 学位授与関係 学位論文(平成14年度) 工学部学務第一係 30 2033/3/31 紙 事務室 工学部 廃棄

2002/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 講義要目(平成14年度) 工学部学務第一係 30 2033/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2002/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 授業時間割(平成14年度) 工学部学務第一係 30 2033/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2002/4/1 工学部 学務第一係 入試業務関係 入学試験合格者(平成14年度) 工学部学務第一係 30 2033/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2002/4/1 工学部 学務第一係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙(平成14年度) 工学部学務第一係 30 2033/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2002/4/1 工学部 学務第一係 入試募集関係 募集要項(平成14年度) 工学部学務第一係 30 2033/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2003/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 学生便覧(平成15年度) 工学部学務第一係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄



2003/4/1 工学部 学務第一係 卒業･修了関係 修了生台帳(平成15年度) 工学部学務第一係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

2003/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(平成15年度) 工学部学務第一係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

2003/4/1 工学部 学務第一係 卒業･修了関係 卒業生台帳(平成15年度) 工学部学務第一係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

2003/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 履修要項(平成15年度) 工学部学務第一係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

2003/4/1 工学部 学務第一係 学位授与関係 学位論文(平成15年度) 工学部学務第一係 30 2034/3/31 紙 事務室 工学部 廃棄

2003/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 講義要目(平成15年度) 工学部学務第一係 30 2034/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2003/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 授業時間割(平成15年度) 工学部学務第一係 30 2034/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2003/4/1 工学部 学務第一係 入試業務関係 入学試験合格者(平成15年度) 工学部学務第一係 30 2034/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2003/4/1 工学部 学務第一係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙(平成15年度) 工学部学務第一係 30 2034/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2003/4/1 工学部 学務第一係 入試募集関係 募集要項(平成15年度) 工学部学務第一係 30 2034/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2004/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 学生便覧(平成16年度) 工学部学務第一係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

2004/4/1 工学部 学務第一係 卒業･修了関係 修了生台帳(平成16年度) 工学部学務第一係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

2004/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(平成16年度) 工学部学務第一係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

2004/4/1 工学部 学務第一係 卒業･修了関係 卒業生台帳(平成16年度) 工学部学務第一係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

2004/4/1 工学部 学務第一係 学位授与関係 学位論文(平成16年度) 工学部学務第一係 30 2035/3/31 紙 事務室 工学部 廃棄

2004/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 講義要目(平成16年度) 工学部学務第一係 30 2035/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2004/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 授業時間割(平成16年度) 工学部学務第一係 30 2035/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2004/4/1 工学部 学務第一係 入試業務関係 入学試験合格者(平成16年度) 工学部学務第一係 30 2035/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2004/4/1 工学部 学務第一係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙(平成16年度) 工学部学務第一係 30 2035/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2004/4/1 工学部 学務第一係 入試募集関係 募集要項(平成16年度) 工学部学務第一係 30 2035/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2005/4/1 工学部 学務第一係 卒業･修了関係 学位記台帳(平成17年度学士) 工学部学務第一係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

2005/4/1 工学部 学務第一係 卒業･修了関係 学位記台帳(平成17年度修士) 工学部学務第一係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

2005/4/1 工学部 学務第一係 卒業･修了関係 学位記台帳(平成17年度博士) 工学部学務第一係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

2005/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 学生便覧(平成17年度) 工学部学務第一係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

2005/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 工学部シラバス(平成17年度) 工学部学務第一係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

2005/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 成績原簿(非正規学生含む)(平成17年度) 工学部学務第一係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

2005/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 履修要項(平成17年度) 工学部学務第一係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

2005/4/1 工学部 学務第一係 学位授与関係 学位論文(平成17年度) 工学部学務第一係 30 2036/3/31 紙 事務室 工学部 廃棄

2005/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 授業時間割(平成17年度) 工学部学務第一係 30 2036/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2005/4/1 工学部 学務第一係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙(平成17年度) 工学部学務第一係 30 2036/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2005/4/1 工学部 学務第一係 入試募集関係 募集要項(平成17年度) 工学部学務第一係 30 2036/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2006/4/1 工学部 学務第一係 卒業･修了関係 学位記台帳(平成18年度学士) 工学部学務第一係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

2006/4/1 工学部 学務第一係 卒業･修了関係 学位記台帳(平成18年度修士) 工学部学務第一係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

2006/4/1 工学部 学務第一係 卒業･修了関係 学位記台帳(平成18年度博士) 工学部学務第一係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

2006/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 工学部シラバス(平成18年度) 工学部学務第一係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

2006/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 成績原簿(平成18年度) 工学部学務第一係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

2006/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 大学院学生便覧(博士後期課程)(平成18年度) 工学部学務第一係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

2006/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 履修要項(平成18年度) 工学部学務第一係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

2006/4/1 工学部 学務第一係 学位授与関係 学位論文(平成18年度) 工学部学務第一係 30 2037/3/31 紙 事務室 工学部 廃棄

2006/4/1 工学部 学務第一係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙(平成18年度) 工学部学務第一係 30 2037/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄



2006/4/1 工学部 学務第一係 入試募集関係 募集要項(平成18年度) 工学部学務第一係 30 2037/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2007/4/1 工学部 学務第一係 卒業･修了関係 学位記台帳(平成19年度学士) 工学部学務第一係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

2007/4/1 工学部 学務第一係 卒業･修了関係 学位記台帳(平成19年度修士) 工学部学務第一係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

2007/4/1 工学部 学務第一係 卒業･修了関係 学位記台帳(平成19年度博士) 工学部学務第一係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

2007/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 工学部シラバス(平成19年度) 工学部学務第一係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

2007/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 成績原簿(平成19年度) 工学部学務第一係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

2007/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 大学院学生便覧(博士後期課程)(平成１９年度) 工学部学務第一係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

2007/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 履修要項(平成19年度) 工学部学務第一係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

2007/4/1 工学部 学務第一係 学位授与関係 学位論文(平成19年度) 工学部学務第一係 30 2038/3/31 紙 事務室 工学部 廃棄

2007/4/1 工学部 学務第一係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙(平成19年度) 工学部学務第一係 30 2038/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2007/4/1 工学部 学務第一係 入試募集関係 募集要項(平成19年度) 工学部学務第一係 30 2038/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2008/4/1 工学部 学務第一係 卒業･修了関係 学位記台帳(平成20年度学士) 工学部学務第一係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

2008/4/1 工学部 学務第一係 卒業･修了関係 学位記台帳(平成20年度修士) 工学部学務第一係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

2008/4/1 工学部 学務第一係 卒業･修了関係 学位記台帳(平成20年度博士) 工学部学務第一係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

2008/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 工学部シラバス(平成20年度) 工学部学務第一係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

2008/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 成績原簿(平成20年度) 工学部学務第一係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

2008/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 大学院学生便覧(博士後期課程)(平成20年度) 工学部学務第一係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

2008/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 履修要項(平成20年度) 工学部学務第一係 無期限 紙 書庫 工学部 廃棄

2008/4/1 工学部 学務第一係 学位授与関係 学位論文(平成20年度) 工学部学務第一係 30 2039/3/31 紙 事務室 工学部 廃棄

2008/4/1 工学部 学務第一係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙(平成20年度) 工学部学務第一係 30 2039/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2008/4/1 工学部 学務第一係 入試募集関係 募集要項(平成20年度) 工学部学務第一係 30 2039/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2009/4/1 工学部 学務第一係 卒業･修了関係 学位記台帳(平成21年度修士) 工学部学務第一係 無期限 紙 事務室 工学部 廃棄

2009/4/1 工学部 学務第一係 卒業･修了関係 学位記台帳(平成21年度博士) 工学部学務第一係 無期限 紙 事務室 工学部 廃棄

2009/4/1 工学部 学務第一係 卒業･修了関係 学位記台帳(平成21年度学士) 工学部学務第一係 無期限 紙 事務室 工学部 廃棄

2009/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 工学部シラバス(平成21年度) 工学部学務第一係 無期限 紙 事務室 工学部 廃棄

2009/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 成績原簿(平成21年度) 工学部学務第一係 無期限 紙 事務室 工学部 廃棄

2009/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 大学院学生便覧(博士後期課程･平成21年度) 工学部学務第一係 無期限 紙 事務室 工学部 廃棄

2009/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 履修要項(平成21年度) 工学部学務第一係 無期限 紙 事務室 工学部 廃棄

2009/4/1 工学部 学務第一係 学位授与関係 学位論文(平成21年度) 工学部学務第一係 30 2040/3/31 紙 事務室 工学部 廃棄

2009/4/1 工学部 学務第一係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙(平成21年度) 工学部学務第一係 30 2040/3/31 紙 事務室 工学部 廃棄

2009/4/1 工学部 学務第一係 入試募集関係 募集要項(平成21年度) 工学部学務第一係 30 2040/3/31 紙 事務室 工学部 廃棄

2010/4/1 工学部 学務第一係 卒業･修了関係 学位記台帳(平成22年度修士) 工学部学務第一係 無期限 紙 事務室 工学部 廃棄

2010/4/1 工学部 学務第一係 卒業･修了関係 学位記台帳(平成22年度博士) 工学部学務第一係 無期限 紙 事務室 工学部 廃棄

2010/4/1 工学部 学務第一係 卒業･修了関係 学位記台帳(平成22年度学士) 工学部学務第一係 無期限 紙 事務室 工学部 廃棄

2010/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 工学部シラバス(平成22年度) 工学部学務第一係 無期限 紙 事務室 工学部 廃棄

2010/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 成績原簿(平成22年度) 工学部学務第一係 無期限 紙 事務室 工学部 廃棄

2010/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 大学院学生便覧(博士後期課程･平成22年度) 工学部学務第一係 無期限 紙 事務室 工学部 廃棄

2010/4/1 工学部 学務第一係 履修関係 履修要項(平成22年度) 工学部学務第一係 無期限 紙 事務室 工学部 廃棄

2010/4/1 工学部 学務第一係 学位授与関係 学位論文(平成22年度) 工学部学務第一係 30 2041/3/31 紙 事務室 工学部 廃棄

2010/4/1 工学部 学務第一係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙(平成22年度) 工学部学務第一係 30 2041/3/31 紙 事務室 工学部 廃棄



2010/4/1 工学部 学務第一係 入試募集関係 募集要項(平成22年度) 工学部学務第一係 30 2041/3/31 紙 事務室 工学部 廃棄

2010/4/1 工学部 学務第一係 非正規学生関係 研究生申請(平成22年度) 工学部学務第一係 10 2021/3/31 紙 事務室 工学部 廃棄

2010/4/1 工学部 学務第一係 非正規学生関係 特別聴講学生申請(平成22年度) 工学部学務第一係 10 2021/3/31 紙 事務室 工学部 廃棄

1984/4/1 工学部 学務第二係 履修関係 学籍簿(昭和59年度) 工学部学生係 無期限 紙 事務室 工学部 廃棄

1985/4/1 工学部 学務第二係 履修関係 学籍簿(昭和60年度) 工学部学生係 無期限 紙 事務室 工学部 廃棄

1986/4/1 工学部 学務第二係 履修関係 学籍簿(昭和61年度) 工学部学生係 無期限 紙 事務室 工学部 廃棄

1987/4/1 工学部 学務第二係 履修関係 学籍簿(昭和62年度) 工学部学生係 無期限 紙 事務室 工学部 廃棄

1988/4/1 工学部 学務第二係 履修関係 学籍簿(昭和63年度) 工学部学生係 無期限 紙 事務室 工学部 廃棄

1989/4/1 工学部 学務第二係 履修関係 学籍簿(平成元年度) 工学部学生係 無期限 紙 事務室 工学部 廃棄

1990/4/1 工学部 学務第二係 履修関係 学籍簿(平成2年度) 工学部学生係 無期限 紙 事務室 工学部 廃棄

1990/4/1 工学部 学務第二係 厚生補導関係 学生賞罰(平成2年度) 工学部学生係 30 2021/3/31 紙 事務室 工学部 廃棄

1991/4/1 工学部 学務第二係 履修関係 学籍簿(平成3年度) 工学部学生係 無期限 紙 事務室 工学部 廃棄

1991/4/1 工学部 学務第二係 厚生補導関係 学生賞罰(平成3年度) 工学部学生係 30 2022/3/31 紙 事務室 工学部 廃棄

1992/4/1 工学部 学務第二係 履修関係 学籍簿(平成4年度) 工学部学生係 無期限 紙 事務室 工学部 廃棄

1992/4/1 工学部 学務第二係 厚生補導関係 学生賞罰(平成4年度) 工学部学生係 30 2023/3/31 紙 事務室 工学部 廃棄

1993/4/1 工学部 学務第二係 履修関係 学籍簿(平成5年度) 工学部学生係 無期限 紙 事務室 工学部 廃棄

1993/4/1 工学部 学務第二係 厚生補導関係 学生賞罰(平成5年度) 工学部学生係 30 2024/3/31 紙 事務室 工学部 廃棄

1994/4/1 工学部 学務第二係 履修関係 学籍簿(平成6年度) 工学部学生係 無期限 紙 事務室 工学部 廃棄

1994/4/1 工学部 学務第二係 厚生補導関係 学生賞罰(平成6年度) 工学部学生係 30 2025/3/31 紙 事務室 工学部 廃棄

1995/4/1 工学部 学務第二係 履修関係 学籍簿(平成7年度) 工学部学生係 無期限 紙 事務室 工学部 廃棄

1995/4/1 工学部 学務第二係 厚生補導関係 学生賞罰(平成7年度) 工学部学生係 30 2026/3/31 紙 事務室 工学部 廃棄

1996/4/1 工学部 学務第二係 履修関係 学籍簿(平成8年度) 工学部学生係 無期限 紙 事務室 工学部 廃棄

1996/4/1 工学部 学務第二係 厚生補導関係 学生賞罰(平成8年度) 工学部学生係 30 2027/3/31 紙 事務室 工学部 廃棄

1997/4/1 工学部 学務第二係 履修関係 学籍簿(平成9年度) 工学部学務第二係 無期限 紙 事務室 工学部 廃棄

1997/4/1 工学部 学務第二係 厚生補導関係 学生賞罰(平成9年度) 工学部学務第二係 30 2028/3/31 紙 事務室 工学部 廃棄

1998/4/1 工学部 学務第二係 履修関係 学籍簿(平成10年度) 工学部学務第二係 無期限 紙 事務室 工学部 廃棄

1998/4/1 工学部 学務第二係 厚生補導関係 学生賞罰(平成10年度) 工学部学務第二係 30 2029/3/31 紙 事務室 工学部 廃棄

1999/4/1 工学部 学務第二係 履修関係 学籍簿(平成11年度) 工学部学務第二係 無期限 紙 事務室 工学部 廃棄

1999/4/1 工学部 学務第二係 厚生補導関係 学生賞罰(平成11年度) 工学部学務第二係 30 2030/3/31 紙 事務室 工学部 廃棄

2000/4/1 工学部 学務第二係 履修関係 学籍簿(平成12年度) 工学部学務第二係 無期限 紙 事務室 工学部 廃棄

2000/4/1 工学部 学務第二係 厚生補導関係 学生賞罰(平成12年度) 工学部学務第二係 30 2031/3/31 紙 事務室 工学部 廃棄

2001/4/1 工学部 学務第二係 履修関係 学籍簿(平成13年度) 工学部学務第二係 無期限 紙 事務室 工学部 廃棄

2001/4/1 工学部 学務第二係 厚生補導関係 学生賞罰(平成13年度) 工学部学務第二係 30 2032/3/31 紙 事務室 工学部 廃棄

2002/4/1 工学部 学務第二係 履修関係 学籍簿(平成14年度) 工学部学務第二係 無期限 紙 事務室 工学部 廃棄

2002/4/1 工学部 学務第二係 厚生補導関係 学生賞罰(平成14年度) 工学部学務第二係 30 2033/3/31 紙 事務室 工学部 廃棄

2003/4/1 工学部 学務第二係 履修関係 学籍簿(平成15年度) 工学部学務第二係 無期限 紙 事務室 工学部 廃棄

2003/4/1 工学部 学務第二係 厚生補導関係 学生賞罰(平成15年度) 工学部学務第二係 30 2034/3/31 紙 事務室 工学部 廃棄

2004/4/1 工学部 学務第二係 履修関係 学籍簿(平成16年度) 工学部学務第二係 無期限 紙 事務室 工学部 廃棄

2004/4/1 工学部 学務第二係 厚生補導関係 学生賞罰(平成16年度) 工学部学務第二係 30 2035/3/31 紙 事務室 工学部 廃棄

2005/4/1 工学部 学務第二係 履修関係 学籍簿(平成17年度) 工学部学務第二係 無期限 紙 事務室 工学部 廃棄



2005/4/1 工学部 学務第二係 厚生補導関係 学生賞罰(平成17年度) 工学部学務第二係 30 2036/3/31 紙 事務室 工学部 廃棄

2006/4/1 工学部 学務第二係 履修関係 学籍簿(平成18年度) 工学部学務第二係 無期限 紙 事務室 工学部 廃棄

2006/4/1 工学部 学務第二係 厚生補導関係 学生賞罰(平成18年度) 工学部学務第二係 30 2037/3/31 紙 事務室 工学部 廃棄

2007/4/1 工学部 学務第二係 履修関係 学籍簿(平成19年度) 工学部学務第二係 無期限 紙 事務室 工学部 廃棄

2007/4/1 工学部 学務第二係 厚生補導関係 学生賞罰(平成19年度) 工学部学務第二係 30 2038/3/31 紙 事務室 工学部 廃棄

2008/4/1 工学部 学務第二係 履修関係 学籍簿(平成20年度) 工学部学務第二係 無期限 紙 事務室 工学部 廃棄

2008/4/1 工学部 学務第二係 厚生補導関係 学生賞罰(平成20年度) 工学部学務第二係 30 2036/3/31 紙 事務室 工学部 廃棄

2009/4/1 工学部 学務第二係 履修関係 学籍簿(平成21年度) 工学部学務第二係 無期限 紙 事務室 工学部 廃棄

2010/4/1 工学部 学務第二係 履修関係 学籍簿(平成22年度) 工学部学務第二係 無期限 紙 事務室 工学部 廃棄

2010/4/1 工学部 学務第二係 学生身分異動関係 休学･復学･退学･除籍(平成22年度) 工学部学務第二係 10 2021/3/31 紙 事務室 工学部 廃棄

2010/4/1 工学部 学務第二係 学生諸届出書類関係 身元保証書･改姓届･現住所届･誓書等(平成22年度) 工学部学務第二係 10 2021/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1992/4/1 工学部 専門員（研究協力） 広報関係 共同研究開発センター年報(平成4年度) 工学部専門職員（研究企画） 30 2023/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1993/4/1 工学部 専門員（研究協力） 広報関係 技術相談分野一覧(平成5年度) 工学部専門職員（研究企画） 30 2024/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1993/4/1 工学部 専門員（研究協力） 広報関係 共同研究開発センター年報(平成5年度) 工学部専門職員（研究企画） 30 2024/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1994/4/1 工学部 専門員（研究協力） 広報関係 技術相談分野一覧(平成6年度) 工学部専門職員（研究企画） 30 2025/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1994/4/1 工学部 専門員（研究協力） 広報関係 共同研究開発センター年報(平成6年度) 工学部専門職員（研究企画） 30 2025/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1995/4/1 工学部 専門員（研究協力） 広報関係 技術相談分野一覧(平成7年度) 工学部専門職員（研究企画） 30 2026/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1995/4/1 工学部 専門員（研究協力） 広報関係 共同研究開発センター年報(平成7年度) 工学部専門職員（研究企画） 30 2026/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1996/4/1 工学部 専門員（研究協力） 広報関係 技術相談分野一覧(平成8年度) 工学部専門職員（研究企画） 30 2027/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1996/4/1 工学部 専門員（研究協力） 広報関係 共同研究開発センター年報(平成8年度) 工学部専門職員（研究企画） 30 2027/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1997/4/1 工学部 専門員（研究協力） 広報関係 技術相談分野一覧(平成9年度) 工学部専門職員（研究企画） 30 2028/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1997/4/1 工学部 専門員（研究協力） 広報関係 共同研究開発センター概要(平成9年度) 工学部専門職員（研究企画） 30 2028/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1997/4/1 工学部 専門員（研究協力） 広報関係 共同研究開発センター年報(平成9年度) 工学部専門職員（研究企画） 30 2028/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1998/4/1 工学部 専門員（研究協力） 広報関係 技術相談分野一覧(平成10年度) 工学部専門職員（研究企画） 30 2029/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1998/4/1 工学部 専門員（研究協力） 広報関係 共同研究開発センター年報(平成10年度) 工学部専門職員（研究企画） 30 2029/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1999/4/1 工学部 専門員（研究協力） 広報関係 技術シーズ集(平成11年度) 工学部専門職員（研究企画） 30 2030/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1999/4/1 工学部 専門員（研究協力） 広報関係 技術相談分野一覧(平成11年度) 工学部専門職員（研究企画） 30 2030/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1999/4/1 工学部 専門員（研究協力） 広報関係 共同研究開発センター年報(平成11年度) 工学部専門職員（研究企画） 30 2030/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2000/4/1 工学部 専門員（研究協力） 広報関係 技術シーズ集(平成12年度) 工学部専門職員（研究企画） 30 2031/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2000/4/1 工学部 専門員（研究協力） 広報関係 技術相談分野一覧(平成12年度) 工学部専門職員（研究企画） 30 2031/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2000/4/1 工学部 専門員（研究協力） 広報関係 共同研究開発センター概要(平成12年度) 工学部専門職員（研究企画） 30 2031/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2000/4/1 工学部 専門員（研究協力） 広報関係 共同研究開発センター年報(平成12年度) 工学部専門職員（研究企画） 30 2031/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2001/4/1 工学部 専門員（研究協力） 広報関係 技術シーズ集(平成13年度) 工学部専門職員（研究企画） 30 2032/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2001/4/1 工学部 専門員（研究協力） 広報関係 技術相談分野一覧(平成13年度) 工学部専門職員（研究企画） 30 2032/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2001/4/1 工学部 専門員（研究協力） 広報関係 共同研究開発センター概要(平成13年度) 工学部専門職員（研究企画） 30 2032/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2001/4/1 工学部 専門員（研究協力） 広報関係 共同研究開発センター年報(平成13年度) 工学部専門職員（研究企画） 30 2032/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2002/4/1 工学部 専門員（研究協力） 広報関係 技術･ビジネス相談分野一覧(平成14年度) 工学部専門職員（研究企画） 30 2033/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2002/4/1 工学部 専門員（研究協力） 広報関係 技術シーズ集(平成14年度) 工学部専門職員（研究企画） 30 2033/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2002/4/1 工学部 専門員（研究協力） 広報関係 共同研究開発センター概要(平成14年度) 工学部専門職員（研究企画） 30 2033/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2002/4/1 工学部 専門員（研究協力） 広報関係 共同研究開発センター年報(平成14年度) 工学部専門職員（研究企画） 30 2033/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄



2003/4/1 工学部 専門員（研究協力） 広報関係 技術･ビジネス相談分野一覧(平成15年度) 工学部専門職員（研究企画） 30 2034/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2003/4/1 工学部 専門員（研究協力） 広報関係 共同研究開発センター概要(平成15年度) 工学部専門職員（研究企画） 30 2034/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2003/4/1 工学部 専門員（研究協力） 広報関係 共同研究開発センター年報(平成15年度) 工学部専門職員（研究企画） 30 2034/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2003/4/1 工学部 専門員（研究協力） 広報関係 研究情報集(平成15年度) 工学部専門職員（研究企画） 30 2034/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2004/4/1 工学部 専門員（研究協力） 広報関係 技術･ビジネス相談分野一覧(平成16年度) 工学部専門員（研究協力） 30 2035/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2004/4/1 工学部 専門員（研究協力） 広報関係 共同研究開発センター年報(平成16年度) 工学部専門員（研究協力） 30 2035/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2004/4/1 工学部 専門員（研究協力） 広報関係 研究情報集(平成16年度) 工学部専門員（研究協力） 30 2035/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2005/4/1 工学部 専門員（研究協力） 広報関係 技術･ビジネス相談分野一覧(平成17年度) 工学部専門員（研究協力） 30 2036/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2005/4/1 工学部 専門員（研究協力） 広報関係 共同研究開発センター年報(平成17年度) 工学部専門員（研究協力） 30 2036/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2005/4/1 工学部 専門員（研究協力） 広報関係 研究情報集(平成17年度) 工学部専門員（研究協力） 30 2036/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2006/4/1 工学部 専門員（研究協力） 広報関係 技術･ビジネス相談分野一覧(平成18年度) 工学部専門員（研究協力） 30 2037/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2006/4/1 工学部 専門員（研究協力） 広報関係 共同研究開発センター年報(平成18年度) 工学部専門員（研究協力） 30 2037/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2006/4/1 工学部 専門員（研究協力） 広報関係 研究情報集(平成18年度) 工学部専門員（研究協力） 30 2037/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2007/4/1 工学部 専門員（研究協力） 広報関係 技術･ビジネス相談分野一覧(平成19年度) 工学部専門員（研究協力） 30 2038/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2007/4/1 工学部 専門員（研究協力） 広報関係 共同研究開発センター年報(平成19年度) 工学部専門員（研究協力） 30 2038/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2007/4/1 工学部 専門員（研究協力） 広報関係 研究情報集(平成19年度) 工学部専門員（研究協力） 30 2038/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2008/4/1 工学部 専門員（研究協力） 広報関係 技術･ビジネス相談分野一覧(平成20年度) 工学部専門員（研究協力） 30 2039/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2008/4/1 工学部 専門員（研究協力） 広報関係 共同研究開発センター年報(平成20年度) 工学部専門員（研究協力） 30 2039/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2008/4/1 工学部 専門員（研究協力） 広報関係 研究情報集(平成20年度) 工学部専門員（研究協力） 30 2039/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1990/4/1 工学部 総務係 会議（学内）関係 教授会(平成2年度) 工学部庶務係 30 2021/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1991/4/1 工学部 総務係 会議（学内）関係 教授会(平成3年度) 工学部庶務係 30 2022/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1991/4/1 工学部 総務係 放射性同位元素関係 放射線管理業務(平成3年度) 工学部庶務係 30 2022/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1992/4/1 工学部 総務係 会議（学内）関係 教授会(平成4年度) 工学部庶務係 30 2023/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1992/4/1 工学部 総務係 放射性同位元素関係 放射線管理業務(平成4年度) 工学部庶務係 30 2023/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1993/4/1 工学部 総務係 会議（学内）関係 教授会(平成5年度) 工学部庶務係 30 2024/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1993/4/1 工学部 総務係 放射性同位元素関係 放射線管理業務(平成5年度) 工学部庶務係 30 2024/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1994/4/1 工学部 総務係 会議（学内）関係 教授会(平成6年度) 工学部庶務係 30 2025/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1994/4/1 工学部 総務係 放射性同位元素関係 放射線管理業務(平成6年度) 工学部庶務係 30 2025/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1995/4/1 工学部 総務係 会議（学内）関係 教授会(平成7年度) 工学部庶務係 30 2026/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1995/4/1 工学部 総務係 放射性同位元素関係 放射線管理業務(平成7年度) 工学部庶務係 30 2026/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1995/4/1 工学部 総務係 会議（学内）関係 理工学研究科委員会(平成7年度) 工学部庶務係 30 2026/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1995/4/1 工学部 総務係 会議（学内）関係 理工学研究科日立地区委員会(平成7年度) 工学部庶務係 30 2026/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1996/4/1 工学部 総務係 会議（学内）関係 教授会(平成8年度) 工学部庶務係 30 2027/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1996/4/1 工学部 総務係 広報関係 工学部案内(平成8年度) 工学部庶務係 30 2027/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1996/4/1 工学部 総務係 放射性同位元素関係 放射線管理業務(平成8年度) 工学部庶務係 30 2027/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1996/4/1 工学部 総務係 会議（学内）関係 理工学研究科委員会(平成8年度) 工学部庶務係 30 2027/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1996/4/1 工学部 総務係 会議（学内）関係 理工学研究科日立地区委員会(平成8年度) 工学部庶務係 30 2027/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1997/4/1 工学部 総務係 会議（学内）関係 教授会(平成9年度) 工学部総務係 30 2028/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1997/4/1 工学部 総務係 広報関係 工学部案内(平成9年度) 工学部庶務係 30 2028/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1997/4/1 工学部 総務係 放射性同位元素関係 放射線管理業務(平成9年度) 工学部総務係 30 2028/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄



1997/4/1 工学部 総務係 会議（学内）関係 理工学研究科委員会(平成9年度) 工学部総務係 30 2028/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1997/4/1 工学部 総務係 会議（学内）関係 理工学研究科日立地区委員会(平成9年度) 工学部総務係 30 2028/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1998/4/1 工学部 総務係 会議（学内）関係 教授会(平成10年度) 工学部総務係 30 2029/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1998/4/1 工学部 総務係 広報関係 工学部案内(平成10年度) 工学部庶務係 30 2029/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1998/4/1 工学部 総務係 放射性同位元素関係 放射線管理業務(平成10年度) 工学部総務係 30 2029/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1998/4/1 工学部 総務係 広報関係 理工学研究科案内(平成10年度) 工学部総務係 30 2029/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1998/4/1 工学部 総務係 会議（学内）関係 理工学研究科委員会(平成10年度) 工学部総務係 30 2029/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1998/4/1 工学部 総務係 会議（学内）関係 理工学研究科日立地区委員会(平成10年度) 工学部総務係 30 2029/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1999/4/1 工学部 総務係 会議（学内）関係 教授会(平成11年度) 工学部総務係 30 2030/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1999/4/1 工学部 総務係 広報関係 工学部案内(平成11年度) 工学部庶務係 30 2030/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1999/4/1 工学部 総務係 放射性同位元素関係 放射線管理業務(平成11年度) 工学部総務係 30 2030/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1999/4/1 工学部 総務係 広報関係 理工学研究科案内(平成11年度) 工学部総務係 30 2030/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1999/4/1 工学部 総務係 会議（学内）関係 理工学研究科委員会(平成11年度) 工学部総務係 30 2030/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1999/4/1 工学部 総務係 会議（学内）関係 理工学研究科日立地区委員会(平成11年度) 工学部総務係 30 2030/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2000/4/1 工学部 総務係 会議（学内）関係 教授会(平成12年度) 工学部総務係 30 2031/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2000/4/1 工学部 総務係 広報関係 工学部案内(平成12年度) 工学部総務係 30 2031/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2000/4/1 工学部 総務係 放射性同位元素関係 放射線管理業務(平成12年度) 工学部総務係 30 2031/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2000/4/1 工学部 総務係 広報関係 理工学研究科案内(平成12年度) 工学部総務係 30 2031/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2000/4/1 工学部 総務係 会議（学内）関係 理工学研究科委員会(平成12年度) 工学部総務係 30 2031/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2000/4/1 工学部 総務係 会議（学内）関係 理工学研究科日立地区委員会(平成12年度) 工学部総務係 30 2031/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2001/4/1 工学部 総務係 会議（学内）関係 教授会(平成13年度) 工学部総務係 30 2032/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2001/4/1 工学部 総務係 広報関係 工学部案内(平成13年度) 工学部総務係 30 2032/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2001/4/1 工学部 総務係 放射性同位元素関係 放射線管理業務(平成13年度) 工学部総務係 30 2032/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2001/4/1 工学部 総務係 広報関係 理工学研究科案内(平成13年度) 工学部総務係 30 2032/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2001/4/1 工学部 総務係 会議（学内）関係 理工学研究科委員会(平成13年度) 工学部総務係 30 2032/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2001/4/1 工学部 総務係 会議（学内）関係 理工学研究科日立地区委員会(平成13年度) 工学部総務係 30 2032/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2002/4/1 工学部 総務係 会議（学内）関係 教授会(平成14年度) 工学部総務係 30 2033/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2002/4/1 工学部 総務係 広報関係 工学部案内(平成14年度) 工学部総務係 30 2033/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2002/4/1 工学部 総務係 放射性同位元素関係 放射線管理業務(平成14年度) 工学部総務係 30 2033/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2002/4/1 工学部 総務係 広報関係 理工学研究科案内(平成14年度) 工学部総務係 30 2033/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2002/4/1 工学部 総務係 会議（学内）関係 理工学研究科委員会(平成14年度) 工学部総務係 30 2033/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2002/4/1 工学部 総務係 会議（学内）関係 理工学研究科日立地区委員会(平成14年度) 工学部総務係 30 2033/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2003/4/1 工学部 総務係 会議（学内）関係 教授会(平成15年度) 工学部総務係 30 2034/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2003/4/1 工学部 総務係 広報関係 工学部案内(平成15年度) 工学部総務係 30 2034/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2003/4/1 工学部 総務係 放射性同位元素関係 放射線管理業務(平成15年度) 工学部総務係 30 2034/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2003/4/1 工学部 総務係 広報関係 理工学研究科案内(平成15年度) 工学部総務係 30 2034/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2003/4/1 工学部 総務係 会議（学内）関係 理工学研究科委員会(平成15年度) 工学部総務係 30 2034/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2003/4/1 工学部 総務係 会議（学内）関係 理工学研究科日立地区委員会(平成15年度) 工学部総務係 30 2034/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2004/4/1 工学部 総務係 会議（学内）関係 教授会(平成16年度) 工学部総務係 30 2035/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2004/4/1 工学部 総務係 広報関係 工学部案内(平成16年度) 工学部総務係 30 2035/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄



2004/4/1 工学部 総務係 放射性同位元素関係 放射線管理業務(平成16年度) 工学部総務係 30 2035/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2004/4/1 工学部 総務係 会議（学内）関係 理工学研究科委員会(平成16年度) 工学部総務係 30 2035/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2004/4/1 工学部 総務係 会議（学内）関係 理工学研究科日立地区委員会(平成16年度) 工学部総務係 30 2035/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2005/4/1 工学部 総務係 会議（学内）関係 教育会議代議員会議(平成17年度) 工学部総務係 30 2036/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2005/4/1 工学部 総務係 会議（学内）関係 教授会(平成17年度) 工学部総務係 30 2036/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2005/4/1 工学部 総務係 会議（学内）関係 教授会代議員会議(平成17年度) 工学部総務係 30 2036/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2005/4/1 工学部 総務係 広報関係 工学部案内(平成17年度) 工学部総務係 30 2036/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2005/4/1 工学部 総務係 放射性同位元素関係 放射線管理業務(平成17年度) 工学部総務係 30 2036/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2005/4/1 工学部 総務係 会議（学内）関係 理工学研究科委員会(平成17年度) 工学部総務係 30 2036/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2005/4/1 工学部 総務係 会議（学内）関係 理工学研究科日立地区委員会代議員会(平成17年度) 工学部総務係 30 2036/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2006/4/1 工学部 総務係 会議（学内）関係 教育会議代議員会議(平成18年度) 工学部総務係 30 2037/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2006/4/1 工学部 総務係 会議（学内）関係 教授会(平成18年度) 工学部総務係 30 2037/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2006/4/1 工学部 総務係 会議（学内）関係 教授会代議員会議(平成18年度) 工学部総務係 30 2037/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2006/4/1 工学部 総務係 広報関係 工学部案内(平成18年度) 工学部総務係 30 2037/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2006/4/1 工学部 総務係 放射性同位元素関係 放射線管理業務(平成18年度) 工学部総務係 30 2037/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2006/4/1 工学部 総務係 会議（学内）関係 理工学研究科委員会(平成18年度) 工学部総務係 30 2037/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2006/4/1 工学部 総務係 会議（学内）関係 理工学研究科日立地区委員会代議員会(平成18年度) 工学部総務係 30 2037/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2007/4/1 工学部 総務係 会議（学内）関係 教育会議代議員会議(平成19年度) 工学部総務係 30 2038/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2007/4/1 工学部 総務係 会議（学内）関係 教授会(平成19年度) 工学部総務係 30 2038/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2007/4/1 工学部 総務係 会議（学内）関係 教授会代議員会議(平成19年度) 工学部総務係 30 2038/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2007/4/1 工学部 総務係 広報関係 工学部案内(平成19年度) 工学部総務係 30 2038/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2007/4/1 工学部 総務係 放射性同位元素関係 放射線管理業務(平成19年度) 工学部総務係 30 2038/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2007/4/1 工学部 総務係 会議（学内）関係 理工学研究科委員会(平成19年度) 工学部総務係 30 2038/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2007/4/1 工学部 総務係 会議（学内）関係 理工学研究科日立地区委員会代議員会(平成19年度) 工学部総務係 30 2038/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2008/4/1 工学部 総務係 会議（学内）関係 教育会議代議員会議(平成20年度) 工学部総務係 30 2038/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2008/4/1 工学部 総務係 会議（学内）関係 教授会(平成20年度) 工学部総務係 30 2038/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2008/4/1 工学部 総務係 広報関係 工学部案内(平成20年度) 工学部総務係 30 2039/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2008/4/1 工学部 総務係 放射性同位元素関係 放射線管理業務(平成20年度) 工学部総務係 30 2039/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2008/4/1 工学部 総務係 会議（学内）関係 理工学研究科委員会(平成20年度) 工学部総務係 30 2038/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2008/4/1 工学部 総務係 会議（学内）関係 理工学研究科日立地区委員会代議員会(平成20年度) 工学部総務係 30 2038/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2009/4/1 工学部 総務係 会議（学内）関係 教育会議代議員会議(平成21年度) 工学部総務係 30 2040/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2009/4/1 工学部 総務係 会議（学内）関係 教授会(平成21年度) 工学部総務係 30 2040/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2009/4/1 工学部 総務係 広報関係 工学部案内(平成21年度) 工学部総務係 30 2040/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2009/4/1 工学部 総務係 放射性同位元素関係 放射線管理業務(平成21年度) 工学部総務係 30 2040/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2009/4/1 工学部 総務係 会議（学内）関係 理工学研究科委員会(平成21年度) 工学部総務係 30 2040/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2009/4/1 工学部 総務係 会議（学内）関係 理工学研究科日立地区委員会代議員会(平成21年度) 工学部総務係 30 2040/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2010/4/1 工学部 総務係 会議（学内）関係 教育会議代議員会議(平成22年度) 工学部総務係 30 2041/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2010/4/1 工学部 総務係 会議（学内）関係 教授会(平成22年度) 工学部総務係 30 2041/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2010/4/1 工学部 総務係 広報関係 工学部案内(平成22年度) 工学部総務係 30 2041/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2010/4/1 工学部 総務係 放射性同位元素関係 放射線管理業務(平成22年度) 工学部総務係 30 2041/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄



2010/4/1 工学部 総務係 会議（学内）関係 理工学研究科委員会(平成22年度) 工学部総務係 30 2041/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

2010/4/1 工学部 総務係 会議（学内）関係 理工学研究科日立地区委員会代議員会(平成22年度) 工学部総務係 30 2041/3/31 紙 書庫 工学部 廃棄

1971/4/1 農学部 学務係 履修関係 学籍簿（昭和46年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1971/4/1 農学部 学務係 履修関係 授業時間割（昭和46年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1971/4/1 農学部 学務係 卒業･修了関係 修了生台帳（昭和46年度） 農学部教務係 無期限 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

1971/4/1 農学部 総務係 健康･安全管理関係 職員健康診断 農学部総務係 本人離職後5年 紙 文書庫 農学部事務長 廃棄

1971/4/1 農学部 学務係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（昭和46年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1971/4/1 農学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳（昭和46年度） 農学部教務係 無期限 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

1971/4/1 農学部 学務係 履修関係 履修の手引き（昭和46年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1972/4/1 農学部 学務係 履修関係 学籍簿（昭和47年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1972/4/1 農学部 学務係 履修関係 授業時間割（昭和47年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1972/4/1 農学部 学務係 卒業･修了関係 修了生台帳（昭和47年度） 農学部教務係 無期限 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

1972/4/1 農学部 学務係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（昭和47年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1972/4/1 農学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳（昭和47年度） 農学部教務係 無期限 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

1972/4/1 農学部 学務係 履修関係 履修の手引き（昭和47年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1973/4/1 農学部 学務係 履修関係 学籍簿（昭和48年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1973/4/1 農学部 学務係 履修関係 授業時間割（昭和48年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1973/4/1 農学部 学務係 卒業･修了関係 修了生台帳（昭和48年度） 農学部教務係 無期限 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

1973/4/1 農学部 学務係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（昭和48年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1973/4/1 農学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳（昭和48年度） 農学部教務係 無期限 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

1973/4/1 農学部 学務係 履修関係 履修の手引き（昭和48年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1974/4/1 農学部 学務係 履修関係 学籍簿（昭和49年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1974/4/1 農学部 学務係 履修関係 授業時間割（昭和49年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1974/4/1 農学部 学務係 卒業･修了関係 修了生台帳（昭和49年度） 農学部教務係 無期限 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

1974/4/1 農学部 学務係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（昭和49年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1974/4/1 農学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳（昭和49年度） 農学部教務係 無期限 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

1974/4/1 農学部 学務係 履修関係 履修の手引き（昭和49年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1975/4/1 農学部 学務係 履修関係 学籍簿（昭和50年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1975/4/1 農学部 学務係 履修関係 授業時間割（昭和50年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1975/4/1 農学部 学務係 卒業･修了関係 修了生台帳（昭和50年度） 農学部教務係 無期限 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

1975/4/1 農学部 学務係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（昭和50年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1975/4/1 農学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳（昭和50年度） 農学部教務係 無期限 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

1975/4/1 農学部 学務係 履修関係 履修の手引き（昭和50年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1976/4/1 農学部 学務係 履修関係 学籍簿（昭和51年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1976/4/1 農学部 学務係 履修関係 授業時間割（昭和51年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1976/4/1 農学部 学務係 卒業･修了関係 修了生台帳（昭和51年度） 農学部教務係 無期限 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

1976/4/1 農学部 学務係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（昭和51年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1976/4/1 農学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳（昭和51年度） 農学部教務係 無期限 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

1976/4/1 農学部 学務係 履修関係 履修の手引き（昭和51年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1977/4/1 農学部 学務係 履修関係 学籍簿（昭和52年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄



1977/4/1 農学部 学務係 履修関係 授業時間割（昭和52年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1977/4/1 農学部 学務係 卒業･修了関係 修了生台帳（昭和52年度） 農学部教務係 無期限 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

1977/4/1 農学部 学務係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（昭和52年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1977/4/1 農学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳（昭和52年度） 農学部教務係 無期限 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

1977/4/1 農学部 学務係 履修関係 履修の手引き（昭和52年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1978/4/1 農学部 学務係 履修関係 学生便覧（昭和53年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1978/4/1 農学部 学務係 履修関係 学籍簿（昭和53年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1978/4/1 農学部 学務係 履修関係 授業時間割（昭和53年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1978/4/1 農学部 学務係 卒業･修了関係 修了生台帳（昭和53年度） 農学部教務係 無期限 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

1978/4/1 農学部 学務係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（昭和53年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1978/4/1 農学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳（昭和53年度） 農学部教務係 無期限 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

1978/4/1 農学部 学務係 履修関係 履修の手引き（昭和53年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1979/4/1 農学部 学務係 履修関係 学籍簿（昭和54年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1979/4/1 農学部 学務係 履修関係 授業時間割（昭和54年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1979/4/1 農学部 学務係 卒業･修了関係 修了生台帳（昭和54年度） 農学部教務係 無期限 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

1979/4/1 農学部 学務係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（昭和54年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1979/4/1 農学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳（昭和54年度） 農学部教務係 無期限 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

1979/4/1 農学部 学務係 履修関係 履修の手引き（昭和54年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1980/4/1 農学部 学務係 履修関係 学生便覧（昭和55年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1980/4/1 農学部 学務係 履修関係 学籍簿（昭和55年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1980/4/1 農学部 学務係 履修関係 授業時間割（昭和55年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1980/4/1 農学部 学務係 卒業･修了関係 修了生台帳（昭和55年度） 農学部教務係 無期限 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

1980/4/1 農学部 学務係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（昭和55年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1980/4/1 農学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳（昭和55年度） 農学部教務係 無期限 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

1980/4/1 農学部 ＲＩ施設 放射性同位元素関係 放射性同位元素取扱施設従事者健康診断等記録（昭和55年度） ＲＩ　技術職員 無期限 紙 ＲＩ事務室 農学部事務長 廃棄

1980/4/1 農学部 学務係 履修関係 履修の手引き（昭和55年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1980/4/1 農学部 学務係 履修関係 履修要項（昭和55年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1981/4/1 農学部 学務係 履修関係 学生便覧（昭和56年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1981/4/1 農学部 学務係 履修関係 学籍簿（昭和56年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1981/4/1 農学部 学務係 履修関係 授業時間割（昭和56年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1981/4/1 農学部 学務係 卒業･修了関係 修了生台帳（昭和56年度） 農学部教務係 無期限 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

1981/4/1 農学部 学務係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（昭和56年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1981/4/1 農学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳（昭和56年度） 農学部教務係 無期限 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

1981/4/1 農学部 ＲＩ施設 放射性同位元素関係 放射性同位元素取扱施設従事者健康診断等記録（昭和56年度） ＲＩ　技術職員 無期限 紙 ＲＩ事務室 農学部事務長 廃棄

1981/4/1 農学部 学務係 履修関係 履修の手引き（昭和56年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1981/4/1 農学部 学務係 履修関係 履修要項（昭和56年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1982/4/1 農学部 学務係 履修関係 学籍簿（昭和57年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1982/4/1 農学部 学務係 卒業･修了関係 修了生台帳（昭和57年度） 農学部教務係 無期限 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

1982/4/1 農学部 学務係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（昭和57年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1982/4/1 農学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳（昭和57年度） 農学部教務係 無期限 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄



1982/4/1 農学部 ＲＩ施設 放射性同位元素関係 放射性同位元素取扱施設従事者健康診断等記録（昭和57年度） ＲＩ　技術職員 無期限 紙 ＲＩ事務室 農学部事務長 廃棄

1982/4/1 農学部 学務係 履修関係 履修の手引き（昭和57年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1982/4/1 農学部 学務係 履修関係 履修要項（昭和57年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1983/4/1 農学部 学務係 履修関係 学籍簿（昭和58年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1983/4/1 農学部 総務係 会議（学内）関係 教授会（昭和58年度） 農学部庶務係 60 2044/3/31 紙 文書庫 農学部事務長 廃棄

1983/4/1 農学部 総務係 会議（学内）関係 研究科委員会（昭和58年度） 農学部庶務係 60 2044/3/31 紙 文書庫 農学部事務長 廃棄

1983/4/1 農学部 学務係 卒業･修了関係 修了生台帳（昭和58年度） 農学部教務係 無期限 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

1983/4/1 農学部 学務係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（昭和58年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1983/4/1 農学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳（昭和58年度） 農学部教務係 無期限 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

1983/4/1 農学部 ＲＩ施設 放射性同位元素関係 放射性同位元素取扱施設従事者健康診断等記録（昭和58年度） ＲＩ　技術職員 無期限 紙 ＲＩ事務室 農学部事務長 廃棄

1983/4/1 農学部 学務係 履修関係 履修の手引き（昭和58年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1983/4/1 農学部 学務係 履修関係 履修要項（昭和58年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1984/4/1 農学部 学務係 履修関係 学籍簿（昭和59年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1984/4/1 農学部 総務係 会議（学内）関係 教授会（昭和59年度） 農学部庶務係 60 2045/3/31 紙 文書庫 農学部事務長 廃棄

1984/4/1 農学部 総務係 会議（学内）関係 研究科委員会（昭和59年度） 農学部庶務係 60 2045/3/31 紙 文書庫 農学部事務長 廃棄

1984/4/1 農学部 学務係 履修関係 授業時間割（昭和59年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1984/4/1 農学部 学務係 卒業･修了関係 修了生台帳（昭和59年度） 農学部教務係 無期限 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

1984/4/1 農学部 学務係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（昭和59年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1984/4/1 農学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳（昭和59年度） 農学部教務係 無期限 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

1984/4/1 農学部 ＲＩ施設 放射性同位元素関係 放射性同位元素取扱施設従事者健康診断等記録（昭和59年度） ＲＩ　技術職員 無期限 紙 ＲＩ事務室 農学部事務長 廃棄

1984/4/1 農学部 学務係 履修関係 履修の手引き（昭和59年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1984/4/1 農学部 学務係 履修関係 履修要項（昭和59年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1985/4/1 農学部 学務係 履修関係 学籍簿（昭和60年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1985/4/1 農学部 総務係 会議（学内）関係 教授会（昭和60年度） 農学部庶務係 60 2046/3/31 紙 文書庫 農学部事務長 廃棄

1985/4/1 農学部 総務係 会議（学内）関係 研究科委員会（昭和60年度） 農学部庶務係 60 2046/3/31 紙 文書庫 農学部事務長 廃棄

1985/4/1 農学部 学務係 履修関係 授業時間割（昭和60年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1985/4/1 農学部 学務係 卒業･修了関係 修了生台帳（昭和60年度） 農学部教務係 無期限 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

1985/4/1 農学部 学務係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（昭和60年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1985/4/1 農学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳（昭和60年度） 農学部教務係 無期限 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

1985/4/1 農学部 ＲＩ施設 放射性同位元素関係 放射性同位元素取扱施設従事者健康診断等記録（昭和60年度） ＲＩ　技術職員 無期限 紙 ＲＩ事務室 農学部事務長 廃棄

1985/4/1 農学部 学務係 履修関係 履修の手引き（昭和60年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1985/4/1 農学部 学務係 履修関係 履修要項（昭和60年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1986/4/1 農学部 学務係 履修関係 学籍簿（昭和61年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1986/4/1 農学部 総務係 会議（学内）関係 教授会（昭和61年度） 農学部庶務係 30 2047/3/31 紙 文書庫 農学部事務長 廃棄

1986/4/1 農学部 総務係 会議（学内）関係 研究科委員会（昭和61年度） 農学部庶務係 30 2047/3/31 紙 文書庫 農学部事務長 廃棄

1986/4/1 農学部 学務係 履修関係 授業時間割（昭和61年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1986/4/1 農学部 学務係 卒業･修了関係 修了生台帳（昭和61年度） 農学部教務係 無期限 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

1986/4/1 農学部 学務係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（昭和61年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1986/4/1 農学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳（昭和61年度） 農学部教務係 無期限 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

1986/4/1 農学部 ＲＩ施設 放射性同位元素関係 放射性同位元素取扱施設従事者健康診断等記録（昭和61年度） ＲＩ　技術職員 無期限 紙 ＲＩ事務室 農学部事務長 廃棄



1986/4/1 農学部 学務係 履修関係 履修の手引き（昭和61年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1986/4/1 農学部 学務係 履修関係 履修要項（昭和61年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1987/4/1 農学部 学務係 履修関係 学籍簿（昭和62年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1987/4/1 農学部 学務係 履修関係 授業時間割（昭和62年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1987/4/1 農学部 学務係 卒業･修了関係 修了生台帳（昭和62年度） 農学部教務係 無期限 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

1987/4/1 農学部 学務係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（昭和62年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1987/4/1 農学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳（昭和62年度） 農学部教務係 無期限 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

1987/4/1 農学部 ＲＩ施設 放射性同位元素関係 放射性同位元素取扱施設従事者健康診断等記録（昭和62年度） ＲＩ　技術職員 無期限 紙 ＲＩ事務室 農学部事務長 廃棄

1987/4/1 農学部 学務係 履修関係 履修の手引き（昭和62年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1987/4/1 農学部 学務係 履修関係 履修要項（昭和62年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1988/4/1 農学部 学務係 履修関係 学籍簿（昭和63年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1988/4/1 農学部 学務係 履修関係 授業時間割（昭和63年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1988/4/1 農学部 学務係 卒業･修了関係 修了生台帳（昭和63年度） 農学部教務係 無期限 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

1988/4/1 農学部 学務係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（昭和63年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1988/4/1 農学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳（昭和63年度） 農学部教務係 無期限 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

1988/4/1 農学部 ＲＩ施設 放射性同位元素関係 放射性同位元素取扱施設従事者健康診断等記録（昭和63年度） ＲＩ　技術職員 無期限 紙 ＲＩ事務室 農学部事務長 廃棄

1988/4/1 農学部 学務係 履修関係 履修の手引き（昭和63年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1988/4/1 農学部 学務係 履修関係 履修要項（昭和63年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1989/4/1 農学部 学務係 履修関係 学籍簿（平成元年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1989/4/1 農学部 学務係 履修関係 授業時間割（平成元年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1989/4/1 農学部 学務係 卒業･修了関係 修了生台帳（平成元年度） 農学部教務係 無期限 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

1989/4/1 農学部 学務係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（平成元年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1989/4/1 農学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳（平成元年度） 農学部教務係 無期限 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

1989/4/1 農学部 ＲＩ施設 放射性同位元素関係 放射性同位元素取扱施設従事者健康診断等記録（平成元年度） ＲＩ　技術職員 無期限 紙 ＲＩ事務室 農学部事務長 廃棄

1989/4/1 農学部 学務係 履修関係 履修の手引き（平成元年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1989/4/1 農学部 学務係 履修関係 履修要項（平成元年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1990/4/1 農学部 学務係 学位授与関係 学位論文（平成2年度） 農学部教務係 30 2021/3/31 紙 農学部図書分館 農学部事務長 廃棄

1990/4/1 農学部 学務係 履修関係 学籍簿（平成2年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1990/4/1 農学部 総務係 会議（学内）関係 教授会（平成2年度） 農学部庶務係 30 2021/3/31 紙 文書庫 農学部事務長 廃棄

1990/4/1 農学部 総務係 会議（学内）関係 研究科委員会（平成2年度） 農学部庶務係 30 2021/3/31 紙 文書庫 農学部事務長 廃棄

1990/4/1 農学部 学務係 履修関係 授業時間割（平成2年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1990/4/1 農学部 学務係 卒業･修了関係 修了生台帳（平成2年度） 農学部教務係 無期限 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

1990/4/1 農学部 学務係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（平成2年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1990/4/1 農学部 専門職員（施設管理） 固定資産関係 測量計算書簿（平成2年度） 農学部専門職員（施設管理） 30 2021/3/31 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1990/4/1 農学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳（平成2年度） 農学部教務係 無期限 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

1990/4/1 農学部 学務係 履修関係 大学院学生便覧（平成2年度） 農学部教務係 30 2021/3/31 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1990/4/1 農学部 専門職員（施設管理） 固定資産関係 登記公図（平成2年度） 農学部専門職員（施設管理） 30 2021/3/31 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

1990/4/1 農学部 専門職員（施設管理） 固定資産関係 登記簿謄本（平成2年度） 農学部専門職員（施設管理） 30 2021/3/31 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

1990/4/1 農学部 専門職員（施設管理） 固定資産関係 土地評価（平成2年度） 農学部専門職員（施設管理） 30 2021/3/31 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1990/4/1 農学部 専門職員（施設管理） 固定資産関係 道路境界確認書（平成2年度） 農学部専門職員（施設管理） 30 2021/3/31 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄



1990/4/1 農学部 学務係 入試業務関係 入学試験合格者（平成2年度） 農学部教務係 30 2021/3/31 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

1990/4/1 農学部 学務係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙（平成2年度） 農学部教務係 30 2021/3/31 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1990/4/1 農学部 学務係 広報関係 農学部案内パンフレット（平成2年度） 農学部教務係 30 2021/3/31 紙 書庫 農学部事務長 廃棄

1990/4/1 農学部 総務係 広報関係 農学部概要（平成2年度） 農学部庶務係 30 2021/3/31 紙 文書庫 農学部事務長 廃棄

1990/4/1 農学部 農場管理係 調査･統計･報告関係 農場報告（平成2年度） 農学部農場管理係 30 2021/3/31 紙 農場図書室 農学部事務長 廃棄

1990/4/1 農学部 学務係 入試募集関係 募集要項（平成2年度） 農学部教務係 30 2021/3/31 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1990/4/1 農学部 ＲＩ施設 放射性同位元素関係 放射性同位元素取扱施設従事者健康診断等記録（平成2年度） ＲＩ　技術職員 無期限 紙 ＲＩ事務室 農学部事務長 廃棄

1990/4/1 農学部 学務係 履修関係 履修の手引き（平成2年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1990/4/1 農学部 学務係 履修関係 履修要項（平成2年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1991/4/1 農学部 学務係 学位授与関係 学位論文（平成3年度） 農学部教務係 30 2022/3/31 紙 農学部図書分館 農学部事務長 廃棄

1991/4/1 農学部 学務係 履修関係 学籍簿（平成3年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1991/4/1 農学部 総務係 会議（学内）関係 教授会（平成3年度） 農学部庶務係 30 2022/3/31 紙 文書庫 農学部事務長 廃棄

1991/4/1 農学部 総務係 会議（学内）関係 研究科委員会（平成3年度） 農学部庶務係 30 2022/3/31 紙 文書庫 農学部事務長 廃棄

1991/4/1 農学部 学務係 履修関係 授業時間割（平成3年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1991/4/1 農学部 学務係 卒業･修了関係 修了生台帳（平成3年度） 農学部教務係 無期限 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

1991/4/1 農学部 学務係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（平成3年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1991/4/1 農学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳（平成3年度） 農学部教務係 無期限 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

1991/4/1 農学部 学務係 履修関係 大学院学生便覧（平成3年度） 農学部教務係 30 2022/3/31 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1991/4/1 農学部 専門職員（施設管理） 固定資産関係 土地評価（平成3年度） 農学部専門職員（施設管理） 30 2022/3/31 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1991/4/1 農学部 学務係 入試業務関係 入学試験合格者（平成3年度） 農学部教務係 30 2022/3/31 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

1991/4/1 農学部 学務係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙（平成3年度） 農学部教務係 30 2022/3/31 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1991/4/1 農学部 学務係 広報関係 農学部案内パンフレット（平成3年度） 農学部教務係 30 2022/3/31 紙 書庫 農学部事務長 廃棄

1991/4/1 農学部 総務係 広報関係 農学部概要（平成3年度） 農学部庶務係 30 2022/3/31 紙 文書庫 農学部事務長 廃棄

1991/4/1 農学部 農場管理係 調査･統計･報告関係 農場報告（平成3年度） 農学部農場管理係 30 2022/3/31 紙 農場図書室 農学部事務長 廃棄

1991/4/1 農学部 学務係 入試募集関係 募集要項（平成3年度） 農学部教務係 30 2022/3/31 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1991/4/1 農学部 ＲＩ施設 放射性同位元素関係 放射性同位元素取扱施設従事者健康診断等記録（平成3年度） ＲＩ　技術職員 無期限 紙 ＲＩ事務室 農学部事務長 廃棄

1991/4/1 農学部 学務係 履修関係 履修の手引き（平成3年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1991/4/1 農学部 学務係 履修関係 履修要項（平成3年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1992/4/1 農学部 学務係 学位授与関係 学位論文（平成4年度） 農学部教務係 30 2023/3/31 紙 農学部図書分館 農学部事務長 廃棄

1992/4/1 農学部 学務係 履修関係 学籍簿（平成4年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1992/4/1 農学部 総務係 会議（学内）関係 教授会（平成4年度） 農学部庶務係 30 2023/3/31 紙 文書庫 農学部事務長 廃棄

1992/4/1 農学部 総務係 会議（学内）関係 研究科委員会（平成4年度） 農学部庶務係 30 2023/3/31 紙 文書庫 農学部事務長 廃棄

1992/4/1 農学部 学務係 履修関係 授業時間割（平成4年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1992/4/1 農学部 学務係 卒業･修了関係 修了生台帳（平成4年度） 農学部教務係 無期限 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

1992/4/1 農学部 学務係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（平成4年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1992/4/1 農学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳（平成4年度） 農学部教務係 無期限 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

1992/4/1 農学部 学務係 履修関係 大学院学生便覧（平成4年度） 農学部教務係 30 2023/3/31 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1992/4/1 農学部 専門職員（施設管理） 固定資産関係 土地評価（平成4年度） 農学部専門職員（施設管理） 30 2023/3/31 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1992/4/1 農学部 学務係 入試業務関係 入学試験合格者（平成4年度） 農学部教務係 30 2023/3/31 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

1992/4/1 農学部 学務係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙（平成4年度） 農学部教務係 30 2023/3/31 紙 事務室 農学部事務長 廃棄



1992/4/1 農学部 学務係 広報関係 農学部案内パンフレット（平成4年度） 農学部教務係 30 2023/3/31 紙 書庫 農学部事務長 廃棄

1992/4/1 農学部 総務係 広報関係 農学部概要（平成4年度） 農学部庶務係 30 2023/3/31 紙 文書庫 農学部事務長 廃棄

1992/4/1 農学部 農場管理係 調査･統計･報告関係 農場報告（平成4年度） 農学部農場管理係 30 2023/3/31 紙 農場図書室 農学部事務長 廃棄

1992/4/1 農学部 学務係 入試募集関係 募集要項（平成4年度） 農学部教務係 30 2023/3/31 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1992/4/1 農学部 ＲＩ施設 放射性同位元素関係 放射性同位元素取扱施設従事者健康診断等記録（平成4年度） ＲＩ　技術職員 無期限 紙 ＲＩ事務室 農学部事務長 廃棄

1992/4/1 農学部 学務係 履修関係 履修の手引き（平成4年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1992/4/1 農学部 学務係 履修関係 履修要項（平成4年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1993/4/1 農学部 学務係 学位授与関係 学位論文（平成5年度） 農学部教務係 30 2024/3/31 紙 農学部図書分館 農学部事務長 廃棄

1993/4/1 農学部 学務係 履修関係 学生便覧（平成5年度） 農学部教務係 30 2024/3/31 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1993/4/1 農学部 学務係 履修関係 学籍簿（平成5年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1993/4/1 農学部 総務係 会議（学内）関係 教授会（平成5年度） 農学部庶務係 30 2024/3/31 紙 文書庫 農学部事務長 廃棄

1993/4/1 農学部 総務係 会議（学内）関係 研究科委員会（平成5年度） 農学部庶務係 30 2024/3/31 紙 文書庫 農学部事務長 廃棄

1993/4/1 農学部 学務係 履修関係 授業時間割（平成5年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1993/4/1 農学部 学務係 卒業･修了関係 修了生台帳（平成5年度） 農学部教務係 無期限 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

1993/4/1 農学部 学務係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（平成5年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1993/4/1 農学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳（平成5年度） 農学部教務係 無期限 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

1993/4/1 農学部 専門職員（施設管理） 固定資産関係 土地評価（平成5年度） 農学部専門職員（施設管理） 30 2024/3/31 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1993/4/1 農学部 専門職員（施設管理） 各種届出書関係 特定施設･除外施設届出書（平成5年度） 農学部専門職員（施設管理） 30 2024/3/31 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

1993/4/1 農学部 学務係 入試業務関係 入学試験合格者（平成5年度） 農学部教務係 30 2024/3/31 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

1993/4/1 農学部 学務係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙（平成5年度） 農学部教務係 30 2024/3/31 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1993/4/1 農学部 学務係 広報関係 農学部案内パンフレット（平成5年度） 農学部教務係 30 2024/3/31 紙 書庫 農学部事務長 廃棄

1993/4/1 農学部 総務係 広報関係 農学部概要（平成5年度） 農学部庶務係 30 2024/3/31 紙 文書庫 農学部事務長 廃棄

1993/4/1 農学部 農場管理係 広報関係 農場案内（平成5年度） 農学部農場管理係 30 2024/3/31 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1993/4/1 農学部 農場管理係 調査･統計･報告関係 農場報告（平成5年度） 農学部農場管理係 30 2024/3/31 紙 農場図書室 農学部事務長 廃棄

1993/4/1 農学部 学務係 入試募集関係 募集要項（平成5年度） 農学部教務係 30 2024/3/31 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1993/4/1 農学部 ＲＩ施設 放射性同位元素関係 放射性同位元素取扱施設従事者健康診断等記録（平成5年度） ＲＩ　技術職員 無期限 紙 ＲＩ事務室 農学部事務長 廃棄

1993/4/1 農学部 学務係 履修関係 履修の手引き（平成5年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1993/4/1 農学部 学務係 履修関係 履修要項（平成5年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1994/4/1 農学部 専門職員（施設管理） 各種届出書関係 エレベータ設置届（平成6年度） 農学部専門職員（施設管理） 30 2025/3/31 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

1994/4/1 農学部 専門職員（施設管理） 各種届出書関係 火気使用設備設置届出書（平成6年度） 農学部専門職員（施設管理） 30 2025/3/31 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

1994/4/1 農学部 学務係 学位授与関係 学位論文（平成6年度） 農学部教務係 30 2025/3/31 紙 農学部図書分館 農学部事務長 廃棄

1994/4/1 農学部 学務係 履修関係 学生便覧（平成6年度） 農学部教務係 30 2025/3/31 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1994/4/1 農学部 学務係 履修関係 学籍簿（平成6年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1994/4/1 農学部 総務係 会議（学内）関係 教授会（平成6年度） 農学部庶務係 30 2025/3/31 紙 文書庫 農学部事務長 廃棄

1994/4/1 農学部 総務係 会議（学内）関係 研究科委員会（平成6年度） 農学部庶務係 30 2025/3/31 紙 文書庫 農学部事務長 廃棄

1994/4/1 農学部 学務係 履修関係 授業時間割（平成6年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1994/4/1 農学部 学務係 卒業･修了関係 修了生台帳（平成6年度） 農学部教務係 無期限 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

1994/4/1 農学部 学務係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（平成6年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1994/4/1 農学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳（平成6年度） 農学部教務係 無期限 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

1994/4/1 農学部 専門職員（施設管理） 固定資産関係 土地評価（平成6年度） 農学部専門職員（施設管理） 30 2025/3/31 紙 事務室 農学部事務長 廃棄



1994/4/1 農学部 学務係 入試業務関係 入学試験合格者（平成6年度） 農学部教務係 30 2025/3/31 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

1994/4/1 農学部 学務係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙（平成6年度） 農学部教務係 30 2025/3/31 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1994/4/1 農学部 学務係 広報関係 農学部案内パンフレット（平成6年度） 農学部教務係 30 2025/3/31 紙 書庫 農学部事務長 廃棄

1994/4/1 農学部 総務係 広報関係 農学部概要（平成6年度） 農学部庶務係 30 2025/3/31 紙 文書庫 農学部事務長 廃棄

1994/4/1 農学部 農場管理係 広報関係 農場案内（平成6年度） 農学部農場管理係 30 2025/3/31 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1994/4/1 農学部 農場管理係 調査･統計･報告関係 農場報告（平成6年度） 農学部農場管理係 30 2025/3/31 紙 農場図書室 農学部事務長 廃棄

1994/4/1 農学部 専門職員（施設管理） 各種届出書関係 変電設備設置届出書（平成6年度） 農学部専門職員（施設管理） 30 2025/3/31 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

1994/4/1 農学部 学務係 入試募集関係 募集要項（平成6年度） 農学部教務係 30 2025/3/31 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1994/4/1 農学部 ＲＩ施設 放射性同位元素関係 放射性同位元素取扱施設従事者健康診断等記録（平成6年度） ＲＩ　技術職員 無期限 紙 ＲＩ事務室 農学部事務長 廃棄

1994/4/1 農学部 学務係 履修関係 履修の手引き（平成6年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1994/4/1 農学部 学務係 履修関係 履修要項（平成6年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1995/4/1 農学部 学務係 学位授与関係 学位論文（平成7年度） 農学部教務係 30 2026/3/31 紙 農学部図書分館 農学部事務長 廃棄

1995/4/1 農学部 学務係 履修関係 学生便覧（平成7年度） 農学部教務係 30 2026/3/31 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1995/4/1 農学部 学務係 履修関係 学籍簿（平成7年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1995/4/1 農学部 総務係 会議（学内）関係 教授会（平成7年度） 農学部庶務係 30 2026/3/31 紙 文書庫 農学部事務長 廃棄

1995/4/1 農学部 総務係 会議（学内）関係 研究科委員会（平成7年度） 農学部庶務係 30 2026/3/31 紙 文書庫 農学部事務長 廃棄

1995/4/1 農学部 学務係 履修関係 授業時間割（平成7年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1995/4/1 農学部 学務係 卒業･修了関係 修了生台帳（平成7年度） 農学部教務係 無期限 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

1995/4/1 農学部 専門職員（施設管理） 各種届出書関係 少量危険物貯蔵届出書（平成7年度） 農学部専門職員（施設管理） 30 2026/3/31 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

1995/4/1 農学部 学務係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（平成7年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1995/4/1 農学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳（平成7年度） 農学部教務係 無期限 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

1995/4/1 農学部 専門職員（施設管理） 固定資産関係 土地評価（平成7年度） 農学部専門職員（施設管理） 30 2026/3/31 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1995/4/1 農学部 学務係 入試業務関係 入学試験合格者（平成7年度） 農学部教務係 30 2026/3/31 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

1995/4/1 農学部 学務係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙（平成7年度） 農学部教務係 30 2026/3/31 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1995/4/1 農学部 学務係 広報関係 農学部案内パンフレット（平成7年度） 農学部教務係 30 2026/3/31 紙 書庫 農学部事務長 廃棄

1995/4/1 農学部 総務係 広報関係 農学部概要（平成7年度） 農学部庶務係 30 2026/3/31 紙 文書庫 農学部事務長 廃棄

1995/4/1 農学部 農場管理係 広報関係 農場案内（平成7年度） 農学部農場管理係 30 2026/3/31 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1995/4/1 農学部 農場管理係 調査･統計･報告関係 農場報告（平成7年度） 農学部農場管理係 30 2026/3/31 紙 農場図書室 農学部事務長 廃棄

1995/4/1 農学部 学務係 入試募集関係 募集要項（平成7年度） 農学部教務係 30 2026/3/31 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1995/4/1 農学部 ＲＩ施設 放射性同位元素関係 放射性同位元素取扱施設従事者健康診断等記録（平成7年度） ＲＩ　技術職員 無期限 紙 ＲＩ事務室 農学部事務長 廃棄

1995/4/1 農学部 専門職員（施設管理） 固定資産関係 用途廃止（平成7年度） 農学部専門職員（施設管理） 30 2026/3/31 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

1995/4/1 農学部 学務係 履修関係 履修の手引き（平成7年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1995/4/1 農学部 学務係 履修関係 履修要項（平成7年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1996/4/1 農学部 学務係 学位授与関係 学位論文（平成8年度） 農学部教務係 30 2027/3/31 紙 農学部図書分館 農学部事務長 廃棄

1996/4/1 農学部 学務係 履修関係 学生便覧（平成8年度） 農学部教務係 30 2027/3/31 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1996/4/1 農学部 学務係 履修関係 学籍簿（平成8年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1996/4/1 農学部 総務係 会議（学内）関係 教授会（平成8年度） 農学部庶務係 30 2027/3/31 紙 文書庫 農学部事務長 廃棄

1996/4/1 農学部 総務係 会議（学内）関係 研究科委員会（平成8年度） 農学部庶務係 30 2027/3/31 紙 文書庫 農学部事務長 廃棄

1996/4/1 農学部 学務係 履修関係 授業時間割（平成8年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1996/4/1 農学部 学務係 卒業･修了関係 修了生台帳（平成8年度） 農学部教務係 無期限 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄



1996/4/1 農学部 専門職員（施設管理） 各種届出書関係 消防設備等設置届出書（平成8年度） 農学部専門職員（施設管理） 30 2027/3/31 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

1996/4/1 農学部 専門職員（施設管理） 各種届出書関係 消防設備等着工届出書（平成8年度） 農学部専門職員（施設管理） 30 2027/3/31 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

1996/4/1 農学部 学務係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（平成8年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1996/4/1 農学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳（平成8年度） 農学部教務係 無期限 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

1996/4/1 農学部 専門職員（施設管理） 固定資産関係 登記公図（平成8年度） 農学部専門職員（施設管理） 30 2027/3/31 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

1996/4/1 農学部 専門職員（施設管理） 固定資産関係 登記簿謄本（平成8年度） 農学部専門職員（施設管理） 30 2027/3/31 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

1996/4/1 農学部 専門職員（施設管理） 固定資産関係 土地評価（平成8年度） 農学部専門職員（施設管理） 30 2027/3/31 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1996/4/1 農学部 学務係 入試業務関係 入学試験合格者（平成8年度） 農学部教務係 30 2027/3/31 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

1996/4/1 農学部 学務係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙（平成8年度） 農学部教務係 30 2027/3/31 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1996/4/1 農学部 学務係 広報関係 農学部案内パンフレット（平成8年度） 農学部教務係 30 2027/3/31 紙 書庫 農学部事務長 廃棄

1996/4/1 農学部 総務係 広報関係 農学部概要（平成8年度） 農学部庶務係 30 2027/3/31 紙 文書庫 農学部事務長 廃棄

1996/4/1 農学部 農場管理係 広報関係 農場案内（平成8年度） 農学部農場管理係 30 2027/3/31 紙 保存庫 農学部事務長 廃棄

1996/4/1 農学部 農場管理係 調査･統計･報告関係 農場報告（平成8年度） 農学部農場管理係 30 2027/3/31 紙 農場図書室 農学部事務長 廃棄

1996/4/1 農学部 学務係 入試募集関係 募集要項（平成8年度） 農学部教務係 30 2027/3/31 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1996/4/1 農学部 ＲＩ施設 放射性同位元素関係 放射性同位元素取扱施設従事者健康診断等記録（平成8年度） ＲＩ　技術職員 無期限 紙 ＲＩ事務室 農学部事務長 廃棄

1996/4/1 農学部 専門職員（施設管理） 固定資産関係 用途廃止（平成8年度） 農学部専門職員（施設管理） 30 2027/3/31 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

1996/4/1 農学部 学務係 履修関係 履修の手引き（平成8年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1996/4/1 農学部 学務係 履修関係 履修要項（平成8年度） 農学部教務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1997/4/1 農学部 学務係 学位授与関係 学位論文（平成9年度） 農学部学務係 30 2028/3/31 紙 農学部図書分館 農学部事務長 廃棄

1997/4/1 農学部 学務係 履修関係 学生便覧（平成9年度） 農学部学務係 30 2028/3/31 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1997/4/1 農学部 学務係 履修関係 学籍簿（平成9年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1997/4/1 農学部 総務係 会議（学内）関係 教授会（平成9年度） 農学部総務係 30 2028/3/31 紙 文書庫 農学部事務長 廃棄

1997/4/1 農学部 総務係 会議（学内）関係 研究科委員会（平成9年度） 農学部総務係 30 2028/3/31 紙 文書庫 農学部事務長 廃棄

1997/4/1 農学部 学務係 履修関係 授業時間割（平成9年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1997/4/1 農学部 学務係 卒業･修了関係 修了生台帳（平成9年度） 農学部学務係 無期限 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

1997/4/1 農学部 学務係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（平成9年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1997/4/1 農学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳（平成9年度） 農学部学務係 無期限 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

1997/4/1 農学部 専門職員（施設管理） 固定資産関係 土地評価（平成9年度） 農学部専門職員（施設管理） 30 2028/3/31 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1997/4/1 農学部 学務係 入試業務関係 入学試験合格者（平成9年度） 農学部学務係 30 2028/3/31 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

1997/4/1 農学部 学務係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙（平成9年度） 農学部学務係 30 2028/3/31 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1997/4/1 農学部 学務係 広報関係 農学部案内パンフレット（平成9年度） 農学部学務係 30 2028/3/31 紙 書庫 農学部事務長 廃棄

1997/4/1 農学部 総務係 広報関係 農学部概要（平成9年度） 農学部総務係 30 2028/3/31 紙 文書庫 農学部事務長 廃棄

1997/4/1 農学部 農場管理係 広報関係 農場案内（平成9年度） 農学部農場管理係 30 2028/3/31 紙 保存庫 農学部事務長 廃棄

1997/4/1 農学部 農場管理係 調査･統計･報告関係 農場報告（平成9年度） 農学部農場管理係 30 2028/3/31 紙 農場図書室 農学部事務長 廃棄

1997/4/1 農学部 学務係 入試募集関係 募集要項（平成9年度） 農学部学務係 30 2028/3/31 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1997/4/1 農学部 ＲＩ施設 放射性同位元素関係 放射性同位元素取扱施設従事者健康診断等記録（平成9年度） ＲＩ　技術職員 無期限 紙 ＲＩ事務室 農学部事務長 廃棄

1997/4/1 農学部 専門職員（施設管理） 固定資産関係 用途廃止（平成9年度） 農学部専門職員（施設管理） 30 2028/3/31 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

1997/4/1 農学部 学務係 履修関係 履修の手引き（平成9年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1997/4/1 農学部 学務係 履修関係 履修要項（平成9年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1998/4/1 農学部 学務係 学位授与関係 学位論文（平成10年度） 農学部学務係 30 2029/3/31 紙 農学部図書分館 農学部事務長 廃棄



1998/4/1 農学部 学務係 履修関係 学生便覧（平成10年度） 農学部学務係 30 2029/3/31 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1998/4/1 農学部 学務係 履修関係 学籍簿（平成10年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1998/4/1 農学部 総務係 会議（学内）関係 教授会（平成10年度） 農学部総務係 30 2029/3/31 紙 文書庫 農学部事務長 廃棄

1998/4/1 農学部 総務係 会議（学内）関係 研究科委員会（平成10年度） 農学部総務係 30 2029/3/31 紙 文書庫 農学部事務長 廃棄

1998/4/1 農学部 学務係 履修関係 授業時間割（平成10年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1998/4/1 農学部 学務係 卒業･修了関係 修了生台帳（平成10年度） 農学部学務係 無期限 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

1998/4/1 農学部 学務係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（平成10年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1998/4/1 農学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳（平成10年度） 農学部学務係 無期限 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

1998/4/1 農学部 専門職員（施設管理） 固定資産関係 登記公図（平成10年度） 農学部専門職員（施設管理） 30 2029/3/31 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

1998/4/1 農学部 専門職員（施設管理） 固定資産関係 登記簿謄本（平成10年度） 農学部専門職員（施設管理） 30 2029/3/31 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

1998/4/1 農学部 専門職員（施設管理） 固定資産関係 土地評価（平成10年度） 農学部専門職員（施設管理） 30 2029/3/31 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1998/4/1 農学部 学務係 入試業務関係 入学試験合格者（平成10年度） 農学部学務係 30 2029/3/31 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

1998/4/1 農学部 学務係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙（平成10年度） 農学部学務係 30 2029/3/31 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1998/4/1 農学部 学務係 広報関係 農学部案内パンフレット（平成10年度） 農学部学務係 30 2029/3/31 紙 書庫 農学部事務長 廃棄

1998/4/1 農学部 総務係 広報関係 農学部概要（平成10年度） 農学部総務係 30 2029/3/31 紙 文書庫 農学部事務長 廃棄

1998/4/1 農学部 農場管理係 広報関係 農場案内（平成10年度） 農学部農場管理係 30 2029/3/31 紙 保存庫 農学部事務長 廃棄

1998/4/1 農学部 農場管理係 調査･統計･報告関係 農場報告（平成10年度） 農学部農場管理係 30 2029/3/31 紙 農場図書室 農学部事務長 廃棄

1998/4/1 農学部 学務係 入試募集関係 募集要項（平成10年度） 農学部学務係 30 2029/3/31 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1998/4/1 農学部 ＲＩ施設 放射性同位元素関係 放射性同位元素取扱施設従事者健康診断等記録（平成10年度） ＲＩ　技術職員 無期限 紙 ＲＩ事務室 農学部事務長 廃棄

1998/4/1 農学部 学務係 履修関係 履修の手引き（平成10年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1998/4/1 農学部 学務係 履修関係 履修要項（平成10年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1999/4/1 農学部 学務係 履修関係 シラバス（平成11年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1999/4/1 農学部 学務係 学位授与関係 学位論文（平成11年度） 農学部学務係 30 2030/3/31 紙 農学部図書分館 農学部事務長 廃棄

1999/4/1 農学部 学務係 履修関係 学生便覧（平成11年度） 農学部学務係 30 2030/3/31 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1999/4/1 農学部 学務係 履修関係 学籍簿（平成11年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1999/4/1 農学部 専門職員（施設管理） 各種届出書関係 給湯湯沸設備設置届出書（平成11年度） 農学部専門職員（施設管理） 30 2030/3/31 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

1999/4/1 農学部 総務係 会議（学内）関係 教授会（平成11年度） 農学部総務係 30 2030/3/31 紙 文書庫 農学部事務長 廃棄

1999/4/1 農学部 総務係 会議（学内）関係 研究科委員会（平成11年度） 農学部総務係 30 2030/3/31 紙 文書庫 農学部事務長 廃棄

1999/4/1 農学部 学務係 履修関係 授業時間割（平成11年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1999/4/1 農学部 学務係 卒業･修了関係 修了生台帳（平成11年度） 農学部学務係 無期限 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

1999/4/1 農学部 専門職員（施設管理） 各種届出書関係 消防設備等設置届出書（平成11年度） 農学部専門職員（施設管理） 30 2030/3/31 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

1999/4/1 農学部 専門職員（施設管理） 各種届出書関係 消防設備等着工届出書（平成11年度） 農学部専門職員（施設管理） 30 2030/3/31 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

1999/4/1 農学部 学務係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（平成11年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1999/4/1 農学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳（平成11年度） 農学部学務係 無期限 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

1999/4/1 農学部 専門職員（施設管理） 固定資産関係 土地評価（平成11年度） 農学部専門職員（施設管理） 30 2030/3/31 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1999/4/1 農学部 学務係 入試業務関係 入学試験合格者（平成11年度） 農学部学務係 30 2030/3/31 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

1999/4/1 農学部 学務係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙（平成11年度） 農学部学務係 30 2030/3/31 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1999/4/1 農学部 学務係 広報関係 農学部案内パンフレット（平成11年度） 農学部学務係 30 2030/3/31 紙 書庫 農学部事務長 廃棄

1999/4/1 農学部 総務係 広報関係 農学部概要（平成11年度） 農学部総務係 30 2030/3/31 紙 文書庫 農学部事務長 廃棄

1999/4/1 農学部 農場管理係 広報関係 農場案内（平成11年度） 農学部農場管理係 30 2030/3/31 紙 保存庫 農学部事務長 廃棄



1999/4/1 農学部 農場管理係 調査･統計･報告関係 農場報告（平成11年度） 農学部農場管理係 30 2030/3/31 紙 農場図書室 農学部事務長 廃棄

1999/4/1 農学部 学務係 入試募集関係 募集要項（平成11年度） 農学部学務係 30 2030/3/31 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1999/4/1 農学部 ＲＩ施設 放射性同位元素関係 放射性同位元素取扱施設従事者健康診断等記録（平成11年度） ＲＩ　技術職員 無期限 紙 ＲＩ事務室 農学部事務長 廃棄

1999/4/1 農学部 専門職員（施設管理） 固定資産関係 用途廃止（平成11年度） 農学部専門職員（施設管理） 30 2030/3/31 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

1999/4/1 農学部 学務係 履修関係 履修の手引き（平成11年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

1999/4/1 農学部 学務係 履修関係 履修要項（平成11年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2000/4/1 農学部 学務係 履修関係 シラバス（平成12年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2000/4/1 農学部 学務係 学位授与関係 学位論文（平成12年度） 農学部学務係 30 2031/3/31 紙 農学部図書分館 農学部事務長 廃棄

2000/4/1 農学部 学務係 履修関係 学生便覧（平成12年度） 農学部学務係 30 2031/3/31 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2000/4/1 農学部 学務係 履修関係 学籍簿（平成12年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2000/4/1 農学部 総務係 会議（学内）関係 教授会（平成12年度） 農学部総務係 30 2031/3/31 紙 文書庫 農学部事務長 廃棄

2000/4/1 農学部 総務係 会議（学内）関係 研究科委員会（平成12年度） 農学部総務係 30 2031/3/31 紙 文書庫 農学部事務長 廃棄

2000/4/1 農学部 学務係 履修関係 授業時間割（平成12年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2000/4/1 農学部 学務係 卒業･修了関係 修了生台帳（平成12年度） 農学部学務係 無期限 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

2000/4/1 農学部 専門職員（施設管理） 各種届出書関係 消防設備等設置届出書（平成12年度） 農学部専門職員（施設管理） 30 2031/3/31 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

2000/4/1 農学部 学務係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（平成12年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2000/4/1 農学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳（平成12年度） 農学部学務係 無期限 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

2000/4/1 農学部 専門職員（施設管理） 固定資産関係 土地評価（平成12年度） 農学部専門職員（施設管理） 30 2031/3/31 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2000/4/1 農学部 学務係 入試業務関係 入学試験合格者（平成12年度） 農学部学務係 30 2031/3/31 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

2000/4/1 農学部 学務係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙（平成12年度） 農学部学務係 30 2031/3/31 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2000/4/1 農学部 学務係 広報関係 農学部案内パンフレット（平成12年度） 農学部学務係 30 2031/3/31 紙 書庫 農学部事務長 廃棄

2000/4/1 農学部 総務係 広報関係 農学部概要（平成12年度） 農学部総務係 30 2031/3/31 紙 文書庫 農学部事務長 廃棄

2000/4/1 農学部 農場管理係 広報関係 農場案内（平成12年度） 農学部農場管理係 30 2031/3/31 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2000/4/1 農学部 農場管理係 調査･統計･報告関係 農場報告（平成12年度） 農学部農場管理係 30 2031/3/31 紙 農場図書室 農学部事務長 廃棄

2000/4/1 農学部 学務係 入試募集関係 募集要項（平成12年度） 農学部学務係 30 2031/3/31 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2000/4/1 農学部 ＲＩ施設 放射性同位元素関係 放射性同位元素取扱施設従事者健康診断等記録（平成12年度） ＲＩ　技術職員 無期限 紙 ＲＩ事務室 農学部事務長 廃棄

2000/4/1 農学部 専門職員（施設管理） 各種届出書関係 防火対象物使用開始届（平成12年度） 農学部専門職員（施設管理） 30 2031/3/31 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

2000/4/1 農学部 専門職員（施設管理） 固定資産関係 用途廃止（平成12年度） 農学部専門職員（施設管理） 30 2031/3/31 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

2000/4/1 農学部 学務係 履修関係 履修の手引き（平成12年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2000/4/1 農学部 学務係 履修関係 履修要項（平成12年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2001/4/1 農学部 学務係 履修関係 シラバス（平成13年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2001/4/1 農学部 学務係 学位授与関係 学位論文（平成13年度） 農学部学務係 30 2032/3/31 紙 農学部図書分館 農学部事務長 廃棄

2001/4/1 農学部 学務係 履修関係 学生便覧（平成13年度） 農学部学務係 30 2032/3/31 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2001/4/1 農学部 学務係 履修関係 学籍簿（平成13年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2001/4/1 農学部 総務係 会議（学内）関係 教授会（平成13年度） 農学部総務係 30 2032/3/31 紙 文書庫 農学部事務長 廃棄

2001/4/1 農学部 総務係 会議（学内）関係 研究科委員会（平成13年度） 農学部総務係 30 2032/3/31 紙 文書庫 農学部事務長 廃棄

2001/4/1 農学部 学務係 履修関係 授業時間割（平成13年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2001/4/1 農学部 学務係 卒業･修了関係 修了生台帳（平成13年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2001/4/1 農学部 専門職員（施設管理） 各種届出書関係 消防設備等設置届出書（平成13年度） 農学部専門職員（施設管理） 30 2032/3/31 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

2001/4/1 農学部 学務係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（平成13年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄



2001/4/1 農学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳（平成13年度） 農学部学務係 無期限 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

2001/4/1 農学部 専門職員（施設管理） 固定資産関係 土地評価（平成13年度） 農学部専門職員（施設管理） 30 2032/3/31 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2001/4/1 農学部 学務係 入試業務関係 入学試験合格者（平成13年度） 農学部学務係 30 2032/3/31 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

2001/4/1 農学部 学務係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙（平成13年度） 農学部学務係 30 2032/3/31 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2001/4/1 農学部 学務係 広報関係 農学部案内パンフレット（平成13年度） 農学部学務係 30 2032/3/31 紙 書庫 農学部事務長 廃棄

2001/4/1 農学部 総務係 広報関係 農学部概要（平成13年度） 農学部総務係 30 2032/3/31 紙 文書庫 農学部事務長 廃棄

2001/4/1 農学部 農場管理係 広報関係 農場案内（平成13年度） 農学部農場管理係 30 2032/3/31 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2001/4/1 農学部 農場管理係 調査･統計･報告関係 農場報告（平成13年度） 農学部農場管理係 30 2032/3/31 紙 農場図書室 農学部事務長 廃棄

2001/4/1 農学部 学務係 入試募集関係 募集要項（平成13年度） 農学部学務係 30 2032/3/31 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2001/4/1 農学部 ＲＩ施設 放射性同位元素関係 放射性同位元素取扱施設従事者健康診断等記録（平成13年度） ＲＩ　技術職員 無期限 紙 ＲＩ事務室 農学部事務長 廃棄

2001/4/1 農学部 専門職員（施設管理） 各種届出書関係 防火対象物使用開始届（平成13年度） 農学部専門職員（施設管理） 30 2032/3/31 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

2001/4/1 農学部 専門職員（施設管理） 固定資産関係 用途廃止（平成13年度） 農学部専門職員（施設管理） 30 2032/3/31 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

2001/4/1 農学部 学務係 履修関係 履修の手引き（平成13年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2001/4/1 農学部 学務係 履修関係 履修要項（平成13年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2002/4/1 農学部 学務係 履修関係 シラバス（平成14年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2002/4/1 農学部 学務係 学位授与関係 学位論文（平成14年度） 農学部学務係 30 2033/3/31 紙 農学部図書分館 農学部事務長 廃棄

2002/4/1 農学部 学務係 履修関係 学生便覧（平成14年度） 農学部学務係 30 2033/3/31 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2002/4/1 農学部 学務係 履修関係 学籍簿（平成14年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2002/4/1 農学部 総務係 会議（学内）関係 教授会（平成14年度） 農学部総務係 30 2033/3/31 紙 文書庫 農学部事務長 廃棄

2002/4/1 農学部 総務係 会議（学内）関係 研究科委員会（平成14年度） 農学部総務係 30 2033/3/31 紙 文書庫 農学部事務長 廃棄

2002/4/1 農学部 学務係 履修関係 授業時間割（平成14年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2002/4/1 農学部 学務係 卒業･修了関係 修了生台帳（平成14年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2002/4/1 農学部 専門職員（施設管理） 各種届出書関係 消防設備等設置届出書（平成14年度） 農学部専門職員（施設管理） 30 2033/3/31 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

2002/4/1 農学部 学務係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（平成14年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2002/4/1 農学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳（平成14年度） 農学部学務係 無期限 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

2002/4/1 農学部 専門職員（施設管理） 固定資産関係 土地評価（平成14年度） 農学部専門職員（施設管理） 30 2033/3/31 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2002/4/1 農学部 学務係 入試業務関係 入学試験合格者（平成14年度） 農学部学務係 30 2033/3/31 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

2002/4/1 農学部 学務係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙（平成14年度） 農学部学務係 30 2033/3/31 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2002/4/1 農学部 学務係 広報関係 農学部案内パンフレット（平成14年度） 農学部学務係 30 2033/3/31 紙 書庫 農学部事務長 廃棄

2002/4/1 農学部 総務係 広報関係 農学部概要（平成14年度） 農学部総務係 30 2033/3/31 紙 文書庫 農学部事務長 廃棄

2002/4/1 農学部 農場管理係 広報関係 農場案内（平成14年度） 農学部農場管理係 30 2033/3/31 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2002/4/1 農学部 農場管理係 調査･統計･報告関係 農場報告（平成14年度） 農学部農場管理係 30 2033/3/31 紙 農場図書室 農学部事務長 廃棄

2002/4/1 農学部 学務係 入試募集関係 募集要項（平成14年度） 農学部学務係 30 2033/3/31 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2002/4/1 農学部 ＲＩ施設 放射性同位元素関係 放射性同位元素取扱施設従事者健康診断等記録（平成14年度） ＲＩ　技術職員 無期限 紙 ＲＩ事務室 農学部事務長 廃棄

2002/4/1 農学部 専門職員（施設管理） 各種届出書関係 防火対象物使用開始届（平成14年度） 農学部専門職員（施設管理） 30 2033/3/31 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

2002/4/1 農学部 専門職員（施設管理） 固定資産関係 用途廃止（平成14年度） 農学部専門職員（施設管理） 30 2033/3/31 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

2002/4/1 農学部 学務係 履修関係 履修の手引き（平成14年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2002/4/1 農学部 学務係 履修関係 履修要項（平成14年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2003/4/1 農学部 学務係 履修関係 シラバス（平成15年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2003/4/1 農学部 学務係 学位授与関係 学位論文（平成15年度） 農学部学務係 30 2034/3/31 紙 農学部図書分館 農学部事務長 廃棄



2003/4/1 農学部 学務係 履修関係 学籍簿（平成15年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2003/4/1 農学部 総務係 会議（学内）関係 教授会（平成15年度） 農学部総務係 30 2034/3/31 紙 文書庫 農学部事務長 廃棄

2003/4/1 農学部 総務係 会議（学内）関係 研究科委員会（平成15年度） 農学部総務係 30 2034/3/31 紙 文書庫 農学部事務長 廃棄

2003/4/1 農学部 学務係 履修関係 授業時間割（平成15年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2003/4/1 農学部 学務係 卒業･修了関係 修了生台帳（平成15年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2003/4/1 農学部 専門職員（施設管理） 各種届出書関係 消防設備等設置届出書（平成15年度） 農学部専門職員（施設管理） 30 2034/3/31 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

2003/4/1 農学部 学務係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（平成15年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2003/4/1 農学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳（平成15年度） 農学部学務係 無期限 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

2003/4/1 農学部 学務係 履修関係 大学院履修案内（平成15年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2003/4/1 農学部 専門職員（施設管理） 固定資産関係 土地評価（平成15年度） 農学部専門職員（施設管理） 30 2034/3/31 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2003/4/1 農学部 学務係 入試業務関係 入学試験合格者（平成15年度） 農学部学務係 30 2034/3/31 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

2003/4/1 農学部 学務係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙（平成15年度） 農学部学務係 30 2034/3/31 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2003/4/1 農学部 学務係 広報関係 農学部案内パンフレット（平成15年度） 農学部学務係 30 2034/3/31 紙 書庫 農学部事務長 廃棄

2003/4/1 農学部 総務係 広報関係 農学部概要（平成15年度） 農学部総務係 30 2034/3/31 紙 文書庫 農学部事務長 廃棄

2003/4/1 農学部 農場管理係 広報関係 農場案内（平成15年度） 農学部農場管理係 30 2034/3/31 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2003/4/1 農学部 農場管理係 調査･統計･報告関係 農場報告（平成15年度） 農学部農場管理係 30 2034/3/31 紙 農場図書室 農学部事務長 廃棄

2003/4/1 農学部 学務係 入試募集関係 募集要項（平成15年度） 農学部学務係 30 2034/3/31 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2003/4/1 農学部 ＲＩ施設 放射性同位元素関係 放射性同位元素取扱施設従事者健康診断等記録（平成15年度） ＲＩ　技術職員 無期限 紙 ＲＩ事務室 農学部事務長 廃棄

2003/4/1 農学部 専門職員（施設管理） 各種届出書関係 防火対象物使用開始届（平成15年度） 農学部専門職員（施設管理） 30 2034/3/31 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

2003/4/1 農学部 専門職員（施設管理） 固定資産関係 用途廃止（平成15年度） 農学部専門職員（施設管理） 30 2034/3/31 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

2003/4/1 農学部 学務係 履修関係 履修の手引き（平成15年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2003/4/1 農学部 学務係 履修関係 履修要項（平成15年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2004/4/1 農学部 学務係 履修関係 シラバス（平成16年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2004/4/1 農学部 学務係 学位授与関係 学位論文（平成16年度） 農学部学務係 30 2035/3/31 紙 農学部図書分館 農学部事務長 廃棄

2004/4/1 農学部 学務係 履修関係 学籍簿（平成16年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2004/4/1 農学部 学務係 実習･実地体験関係 教育実習（平成16年度） 農学部学務係 20 2025/3/31 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2004/4/1 農学部 総務係 会議（学内）関係 教授会（平成16年度） 農学部総務係 30 2035/3/31 紙 文書庫 農学部事務長 廃棄

2004/4/1 農学部 総務係 会議（学内）関係 研究科委員会（平成16年度） 農学部総務係 30 2035/3/31 紙 文書庫 農学部事務長 廃棄

2004/4/1 農学部 学務係 非正規学生関係 研究生申請（平成16年度） 農学部学務係 20 2025/3/31 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2004/4/1 農学部 学務係 履修関係 授業時間割（平成16年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2004/4/1 農学部 学務係 卒業･修了関係 修了生台帳（平成16年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2004/4/1 農学部 学務係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（平成16年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2004/4/1 農学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳（平成16年度） 農学部学務係 無期限 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

2004/4/1 農学部 学務係 履修関係 大学院履修案内（平成16年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2004/4/1 農学部 学務係 非正規学生関係 特別聴講学生申請（平成16年度） 農学部学務係 20 2025/3/31 紙 書庫 農学部事務長 廃棄

2004/4/1 農学部 学務係 入試業務関係 入学試験合格者（平成16年度） 農学部学務係 30 2035/3/31 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

2004/4/1 農学部 学務係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙（平成16年度） 農学部学務係 30 2035/3/31 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2004/4/1 農学部 学務係 広報関係 農学部案内パンフレット（平成16年度） 農学部学務係 30 2035/3/31 紙 書庫 農学部事務長 廃棄

2004/4/1 農学部 総務係 広報関係 農学部概要（平成16年度） 農学部総務係 30 2035/3/31 紙 文書庫 農学部事務長 廃棄

2004/4/1 農学部 農場管理係 広報関係 農場案内（平成16年度） 農学部農場管理係 30 2035/3/31 紙 事務室 農学部事務長 廃棄



2004/4/1 農学部 農場管理係 調査･統計･報告関係 農場報告（平成16年度） 農学部農場管理係 30 2035/3/31 紙 農場図書室 農学部事務長 廃棄

2004/4/1 農学部 学務係 入試募集関係 募集要項（平成16年度） 農学部学務係 30 2035/3/31 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2004/4/1 農学部 ＲＩ施設 放射性同位元素関係 放射性同位元素取扱施設従事者健康診断等記録（平成16年度） ＲＩ　技術職員 無期限 紙 ＲＩ事務室 農学部事務長 廃棄

2004/4/1 農学部 専門職員（施設管理） 固定資産関係 用途廃止（平成16年度） 農学部専門職員（施設管理） 30 2035/3/31 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

2004/4/1 農学部 学務係 履修関係 履修の手引き（平成16年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2004/4/1 農学部 学務係 履修関係 履修要項（平成16年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2005/4/1 農学部 学務係 履修関係 シラバス（平成17年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2005/4/1 農学部 学務係 学位授与関係 学位論文（平成17年度） 農学部学務係 30 2036/3/31 紙 農学部図書分館 農学部事務長 廃棄

2005/4/1 農学部 学務係 履修関係 学籍簿（平成17年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2005/4/1 農学部 総務係 会議（学内）関係 教授会（平成17年度） 農学部総務係 30 2036/3/31 紙 文書庫 農学部事務長 廃棄

2005/4/1 農学部 総務係 会議（学内）関係 研究科委員会（平成17年度） 農学部総務係 30 2036/3/31 紙 文書庫 農学部事務長 廃棄

2005/4/1 農学部 学務係 履修関係 授業時間割（平成17年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2005/4/1 農学部 学務係 卒業･修了関係 修了生台帳（平成17年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2005/4/1 農学部 学務係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（平成17年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2005/4/1 農学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳（平成17年度） 農学部学務係 無期限 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

2005/4/1 農学部 学務係 履修関係 大学院履修案内（平成17年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2005/4/1 農学部 学務係 入試業務関係 入学試験合格者（平成17年度） 農学部学務係 30 2036/3/31 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

2005/4/1 農学部 学務係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙（平成17年度） 農学部学務係 30 2036/3/31 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2005/4/1 農学部 学務係 広報関係 農学部案内パンフレット（平成17年度） 農学部学務係 30 2036/3/31 紙 書庫 農学部事務長 廃棄

2005/4/1 農学部 総務係 広報関係 農学部概要（平成17年度） 農学部総務係 30 2036/3/31 紙 文書庫 農学部事務長 廃棄

2005/4/1 農学部 農場管理係 広報関係 農場案内（平成17年度） 農学部農場管理係 30 2036/3/31 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2005/4/1 農学部 農場管理係 調査･統計･報告関係 農場報告（平成17年度） 農学部農場管理係 30 2036/3/31 紙 農場図書室 農学部事務長 廃棄

2005/4/1 農学部 学務係 入試募集関係 募集要項（平成17年度） 農学部学務係 30 2036/3/31 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2005/4/1 農学部 ＲＩ施設 放射性同位元素関係 放射性同位元素取扱施設従事者健康診断等記録（平成17年度） ＲＩ　技術職員 無期限 紙 ＲＩ事務室 農学部事務長 廃棄

2005/4/1 農学部 専門職員（施設管理） 固定資産関係 用途廃止（平成17年度） 農学部専門職員（施設管理） 30 2036/3/31 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

2005/4/1 農学部 学務係 履修関係 履修の手引き（平成17年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2005/4/1 農学部 学務係 履修関係 履修要項（平成17年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2006/4/1 農学部 学務係 履修関係 シラバス（平成18年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2006/4/1 農学部 学務係 学位授与関係 学位論文（平成18年度） 農学部学務係 30 2037/3/31 紙 農学部図書分館 農学部事務長 廃棄

2006/4/1 農学部 学務係 履修関係 学籍簿（平成18年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2006/4/1 農学部 総務係 会議（学内）関係 教授会（平成18年度） 農学部総務係 30 2037/3/31 紙 文書庫 農学部事務長 廃棄

2006/4/1 農学部 総務係 会議（学内）関係 研究科委員会（平成18年度） 農学部総務係 30 2037/3/31 紙 文書庫 農学部事務長 廃棄

2006/4/1 農学部 学務係 履修関係 授業時間割（平成18年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2006/4/1 農学部 学務係 卒業･修了関係 修了生台帳（平成18年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2006/4/1 農学部 学務係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（平成18年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2006/4/1 農学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳（平成18年度） 農学部学務係 無期限 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

2006/4/1 農学部 学務係 履修関係 大学院履修案内（平成18年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2006/4/1 農学部 学務係 入試業務関係 入学試験合格者（平成18年度） 農学部学務係 30 2037/3/31 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

2006/4/1 農学部 学務係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙（平成18年度） 農学部学務係 30 2037/3/31 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2006/4/1 農学部 学務係 広報関係 農学部案内パンフレット（平成18年度） 農学部学務係 30 2037/3/31 紙 書庫 農学部事務長 廃棄



2006/4/1 農学部 総務係 広報関係 農学部概要（平成18年度） 農学部総務係 30 2037/3/31 紙 文書庫 農学部事務長 廃棄

2006/4/1 農学部 農場管理係 広報関係 農場案内（平成18年度） 農学部農場管理係 30 2037/3/31 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2006/4/1 農学部 農場管理係 調査･統計･報告関係 農場報告（平成18年度） 農学部農場管理係 30 2037/3/31 紙 農場図書室 農学部事務長 廃棄

2006/4/1 農学部 学務係 入試募集関係 募集要項（平成18年度） 農学部学務係 30 2037/3/31 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2006/4/1 農学部 ＲＩ施設 放射性同位元素関係 放射性同位元素取扱施設従事者健康診断等記録（平成18年度） ＲＩ　技術職員 無期限 紙 ＲＩ事務室 農学部事務長 廃棄

2006/4/1 農学部 専門職員（施設管理） 固定資産関係 用途廃止（平成18年度） 農学部専門職員（施設管理） 30 2037/3/31 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

2006/4/1 農学部 学務係 履修関係 履修の手引き（平成18年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2006/4/1 農学部 学務係 履修関係 履修要項（平成18年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2007/4/1 農学部 学務係 履修関係 シラバス（平成19年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2007/4/1 農学部 学務係 学位授与関係 学位論文（平成19年度） 農学部学務係 30 2038/3/31 紙 農学部図書分館 農学部事務長 廃棄

2007/4/1 農学部 学務係 履修関係 学籍簿（平成19年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2007/4/1 農学部 総務係 会議（学内）関係 教授会（平成19年度） 農学部総務係 30 2038/3/31 紙 文書庫 農学部事務長 廃棄

2007/4/1 農学部 総務係 会議（学内）関係 研究科委員会（平成19年度） 農学部総務係 30 2038/3/31 紙 文書庫 農学部事務長 廃棄

2007/4/1 農学部 学務係 履修関係 授業時間割（平成19年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2007/4/1 農学部 学務係 卒業･修了関係 修了生台帳（平成19年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2007/4/1 農学部 学務係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（平成19年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2007/4/1 農学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳（平成19年度） 農学部学務係 無期限 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

2007/4/1 農学部 学務係 履修関係 大学院履修案内（平成19年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2007/4/1 農学部 学務係 入試業務関係 入学試験合格者（平成19年度） 農学部学務係 30 2038/3/31 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

2007/4/1 農学部 学務係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙（平成19年度） 農学部学務係 30 2038/3/31 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2007/4/1 農学部 学務係 広報関係 農学部案内パンフレット（平成19年度） 農学部学務係 30 2038/3/31 紙 書庫 農学部事務長 廃棄

2007/4/1 農学部 総務係 広報関係 農学部概要（平成19年度） 農学部総務係 30 2038/3/31 紙 文書庫 農学部事務長 廃棄

2007/4/1 農学部 センター管理係 広報関係 農場案内（平成19年度） 農学部農場管理係→農学部センター管理係 30 2038/3/31 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2007/4/1 農学部 センター管理係 調査･統計･報告関係 農場報告（平成19年度） 農学部農場管理係→農学部センター管理係 30 2038/3/31 紙 農場図書室 農学部事務長 廃棄

2007/4/1 農学部 学務係 入試募集関係 募集要項（平成19年度） 農学部学務係 30 2038/3/31 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2007/4/1 農学部 ＲＩ施設 放射性同位元素関係 放射性同位元素取扱施設従事者健康診断等記録（平成19年度） ＲＩ　技術職員 無期限 紙 ＲＩ事務室 農学部事務長 廃棄

2007/4/1 農学部 専門職員（施設管理） 固定資産関係 用途廃止（平成19年度） 農学部専門職員（施設管理） 30 2038/3/31 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

2007/4/1 農学部 学務係 履修関係 履修の手引き（平成19年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2007/4/1 農学部 学務係 履修関係 履修要項（平成19年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2008/4/1 農学部 学務係 履修関係 シラバス（平成20年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2008/4/1 農学部 学務係 学位授与関係 学位論文（平成20年度） 農学部学務係 30 2039/3/31 紙 農学部図書分館 農学部事務長 廃棄

2008/4/1 農学部 学務係 履修関係 学籍簿（平成20年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2008/4/1 農学部 総務係 会議（学内）関係 教授会（平成20年度） 農学部総務係 30 2039/3/31 紙 文書庫 農学部事務長 廃棄

2008/4/1 農学部 総務係 会議（学内）関係 研究科委員会（平成20年度） 農学部総務係 30 2039/3/31 紙 文書庫 農学部事務長 廃棄

2008/4/1 農学部 学務係 履修関係 授業時間割（平成20年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2008/4/1 農学部 学務係 卒業･修了関係 修了生台帳（平成20年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2008/4/1 農学部 学務係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（平成20年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2008/4/1 農学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳（平成20年度） 農学部学務係 無期限 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

2008/4/1 農学部 学務係 履修関係 大学院履修案内（平成20年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2008/4/1 農学部 学務係 入試業務関係 入学試験合格者（平成20年度） 農学部学務係 30 2039/3/31 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄



2008/4/1 農学部 学務係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙（平成20年度） 農学部学務係 30 2039/3/31 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2008/4/1 農学部 学務係 広報関係 農学部案内パンフレット（平成20年度） 農学部学務係 30 2039/3/31 紙 書庫 農学部事務長 廃棄

2008/4/1 農学部 総務係 広報関係 農学部概要（平成20年度） 農学部総務係 30 2039/3/31 紙 文書庫 農学部事務長 廃棄

2008/4/1 農学部 センター管理係 広報関係 農場案内（平成20年度） 農学部センター管理係 30 2039/3/31 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2008/4/1 農学部 センター管理係 調査･統計･報告関係 農場報告（平成20年度） 農学部センター管理係 30 2039/3/31 紙 農場図書室 農学部事務長 廃棄

2008/4/1 農学部 学務係 入試募集関係 募集要項（平成20年度） 農学部学務係 30 2039/3/31 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2008/4/1 農学部 ＲＩ施設 放射性同位元素関係 放射性同位元素取扱施設従事者健康診断等記録（平成20年度） ＲＩ　技術職員 無期限 紙 ＲＩ事務室 農学部事務長 廃棄

2008/4/1 農学部 専門職員（施設管理） 固定資産関係 用途廃止（平成20年度） 農学部専門職員（施設管理） 30 2039/3/31 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

2008/4/1 農学部 学務係 履修関係 履修の手引き（平成20年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2008/4/1 農学部 学務係 履修関係 履修要項（平成20年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2009/4/1 農学部 学務係 履修関係 シラバス（平成21年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2009/4/1 農学部 学務係 学位授与関係 学位論文（平成21年度） 農学部学務係 30 2040/3/31 紙 農学部図書分館 農学部事務長 廃棄

2009/4/1 農学部 学務係 履修関係 学籍簿（平成21年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2009/4/1 農学部 総務係 会議（学内）関係 教授会（平成21年度） 農学部総務係 30 2040/3/31 紙 文書庫 農学部事務長 廃棄

2009/4/1 農学部 総務係 会議（学内）関係 研究科委員会（平成21年度） 農学部総務係 30 2040/3/31 紙 文書庫 農学部事務長 廃棄

2009/4/1 農学部 学務係 履修関係 授業時間割（平成21年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2009/4/1 農学部 学務係 卒業･修了関係 修了生台帳（平成21年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2009/4/1 農学部 学務係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（平成21年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2009/4/1 農学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳（平成21年度） 農学部学務係 無期限 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

2009/4/1 農学部 学務係 履修関係 大学院履修案内（平成21年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2009/4/1 農学部 学務係 入試業務関係 入学試験合格者（平成21年度） 農学部学務係 30 2040/3/31 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

2009/4/1 農学部 学務係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙（平成21年度） 農学部学務係 30 2040/3/31 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2009/4/1 農学部 学務係 広報関係 農学部案内パンフレット（平成21年度） 農学部学務係 30 2040/3/31 紙 書庫 農学部事務長 廃棄

2009/4/1 農学部 総務係 広報関係 農学部概要（平成21年度） 農学部総務係 30 2040/3/31 紙 文書庫 農学部事務長 廃棄

2009/4/1 農学部 センター管理係 調査･統計･報告関係 農場報告（平成21年度） 農学部センター管理係 30 2040/3/31 紙 農場図書室 農学部事務長 廃棄

2009/4/1 農学部 学務係 入試募集関係 募集要項（平成21年度） 農学部学務係 30 2040/3/31 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2009/4/1 農学部 ＲＩ施設 放射性同位元素関係 放射性同位元素取扱施設従事者健康診断等記録（平成21年度） ＲＩ　技術職員 無期限 紙 ＲＩ事務室 農学部事務長 廃棄

2009/4/1 農学部 専門職員（施設管理） 固定資産関係 用途廃止（平成21年度） 農学部専門職員（施設管理） 30 2040/3/31 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

2009/4/1 農学部 学務係 履修関係 履修の手引き（平成21年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2009/4/1 農学部 学務係 履修関係 履修要項（平成21年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2010/4/1 農学部 専門員（学務） 実習･実地体験関係 インターンシップ（平成22年度） 農学部専門員（学務） 10 2021/3/31 紙 書庫 農学部事務長 廃棄

2010/4/1 農学部 学務係 履修関係 シラバス（平成22年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2010/4/1 農学部 学務係 学位授与関係 学位論文（平成22年度） 農学部学務係 30 2041/3/31 紙 農学部図書分館 農学部事務長 廃棄

2010/4/1 農学部 学務係 履修関係 学籍簿（平成22年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2010/4/1 農学部 専門職員（施設管理） 固定資産関係 監守計画（平成22年度） 農学部専門職員（施設管理） 10 2021/3/31 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2010/4/1 農学部 学務係 学生身分異動関係 休学･復学･退学･除籍（平成22年度） 農学部学務係 10 2021/3/31 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

2010/4/1 農学部 学務係 実習･実地体験関係 教育実習（平成22年度） 農学部学務係 10 2021/3/31 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2010/4/1 農学部 総務係 会議（学内）関係 教授会（平成22年度） 農学部総務係 30 2041/3/31 紙 文書庫 農学部事務長 廃棄

2010/4/1 農学部 総務係 会議（学内）関係 研究科委員会（平成22年度） 農学部総務係 30 2041/3/31 紙 文書庫 農学部事務長 廃棄

2010/4/1 農学部 学務係 非正規学生関係 研究生申請（平成22年度） 農学部学務係 10 2021/3/31 紙 事務室 農学部事務長 廃棄



2010/4/1 農学部 学務係 履修関係 授業時間割（平成22年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2010/4/1 農学部 学務係 卒業･修了関係 修了生台帳（平成22年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2010/4/1 農学部 専門職員（施設管理） 固定資産関係 消防計画書（平成22年度） 農学部専門職員（施設管理） 10 2021/3/31 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2010/4/1 農学部 学務係 学生諸届出書類関係 身元保証書･改姓届･現住所届･誓書等（平成22年度） 農学部学務係 10 2021/3/31 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2010/4/1 農学部 学務係 履修関係 成績原簿（非正規学生含む）（平成22年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2010/4/1 農学部 学務係 履修関係 成績提供に関する確認書（平成22年度） 農学部学務係 10 2021/3/31 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2010/4/1 農学部 学務係 卒業･修了関係 卒業生台帳（平成22年度） 農学部学務係 無期限 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

2010/4/1 農学部 学務係 履修関係 大学院履修案内（平成22年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2010/4/1 農学部 学務係 非正規学生関係 特別聴講学生申請（平成22年度） 農学部学務係 10 2021/3/31 紙 書庫 農学部事務長 廃棄

2010/4/1 農学部 学務係 入試業務関係 入学試験合格者（平成22年度） 農学部学務係 30 2041/3/31 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

2010/4/1 農学部 学務係 入試業務関係 入学試験問題･解答用紙（平成22年度） 農学部学務係 30 2041/3/31 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2010/4/1 農学部 学務係 広報関係 農学部案内パンフレット（平成22年度） 農学部学務係 30 2041/3/31 紙 書庫 農学部事務長 廃棄

2010/4/1 農学部 総務係 広報関係 農学部概要（平成22年度） 農学部総務係 30 2041/3/31 紙 文書庫 農学部事務長 廃棄

2010/4/1 農学部 センター管理係 調査･統計･報告関係 農場報告（平成22年度） 農学部センター管理係 30 2041/3/31 紙 農場図書室 農学部事務長 廃棄

2010/4/1 農学部 専門職員（業務企画） 農場亊業計画作成関係 農場亊業計画（作付計画等）書（平成22年度） 農学部農場業務係 10 2021/3/31 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2010/4/1 農学部 学務係 学生身分異動関係 非正規学生の退学･除籍（平成22年度） 農学部学務係 10 2021/3/31 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

2010/4/1 農学部 学務係 入試募集関係 募集要項（平成22年度） 農学部学務係 30 2041/3/31 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2010/4/1 農学部 ＲＩ施設 放射性同位元素関係 放射性同位元素取扱施設従事者健康診断等記録（平成22年度） ＲＩ　技術職員 無期限 紙 ＲＩ事務室 農学部事務長 廃棄

2010/4/1 農学部 専門職員（施設管理） 固定資産関係 用途廃止（平成22年度） 農学部専門職員（施設管理） 30 2041/3/31 紙 保管庫 農学部事務長 廃棄

2010/4/1 農学部 学務係 履修関係 履修の手引き（平成22年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

2010/4/1 農学部 学務係 履修関係 履修要項（平成22年度） 農学部学務係 無期限 紙 事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 10 環境 労働安全衛生（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 10 環境 労働安全衛生（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 00 総括 農場亊業計画（作付計画等）書（農学部） 農学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 00 総括 鍵保管台帳（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 00 総括 鍵保管台帳（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 00 総括 鍵保管台帳（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 00 総括 鍵保管台帳（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 00 総括 鍵保管台帳（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 01 法令･規則 学内規則制定･改廃（農学部） 農学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 01 法令･規則 学内規則制定･改廃（農学部） 農学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 01 法令･規則 学内規則制定･改廃（農学部） 農学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 01 法令･規則 学内規則制定･改廃（農学部） 農学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 01 法令･規則 学内規則制定･改廃（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 01 法令･規則 学内規則制定･改廃（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 01 法令･規則 学内規則制定･改廃（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 01 法令･規則 学内規則制定･改廃（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 01 法令･規則 学内規則制定･改廃（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 03 会議 教授会･研究科委員会･教育会議（農学部） 農学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 03 会議 教授会･研究科委員会･教育会議（農学部） 農学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄



平成25年度 A 管理一般 03 会議 教授会･研究科委員会･教育会議（農学部） 農学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 03 会議 教授会･研究科委員会･教育会議（農学部） 農学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 各種委員会関係（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 学生委員会（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 学部入試実施委員会（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 企画調整会議（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 後援会（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 広報委員会（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 全国農学系学部長会議･全国農学系学部等事務協議会 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 阿見地区放射線安全管理委員会（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 安全衛生委員会（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 遺伝子実験施設運営委員会（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 関東甲信越地域大学農場協議会（ＦＳセンター） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 機種選定委員会（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 教務委員会（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 国際交流委員会（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 全国大学附属農場協議会（ＦＳセンター） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 大学院入試実施委員会（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 中期計画委員会（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 点検･評価委員会（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 農学部附属フィールドサイエンス教育研究センター運営委員会（ＦＳセンター） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 03 会議 教授会･研究科委員会･教育会議（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 各種委員会関係（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 学生委員会（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 学部入試実施委員会（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 企画調整会議（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 後援会（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 広報委員会（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 全国農学系学部長会議･全国農学系学部等事務協議会 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 阿見地区放射線安全管理委員会（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 安全衛生委員会（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 遺伝子実験施設運営委員会（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 関東甲信越地域大学農場協議会（ＦＳセンター） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 教務委員会（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 国際交流委員会（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 全国大学附属農場協議会（ＦＳセンター） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 大学院入試実施委員会（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 中期計画委員会（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 点検･評価委員会（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 農学部アドバイザリーボード（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄



平成28年度 A 管理一般 03 会議 農学部附属フィールドサイエンス教育研究センター運営委員会（ＦＳセンター） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 03 会議 教授会･研究科委員会･教育会議（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 各種委員会関係（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 学生委員会（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 学部入試実施委員会（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 企画調整会議（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 後援会（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 広報委員会（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 全国農学系学部長会議･全国農学系学部等事務協議会 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 阿見地区放射線安全管理委員会（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 安全衛生委員会（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 遺伝子実験施設運営委員会（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 関東甲信越地域大学農場協議会（ＦＳセンター） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 教務委員会（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 全国大学附属農場協議会（ＦＳセンター） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 大学院入試実施委員会（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 中期計画委員会（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 農学部アドバイザリーボード（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 農学部附属フィールドサイエンス教育研究センター運営委員会（ＦＳセンター） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 03 会議 教授会･研究科委員会･教育会議（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 各種委員会関係（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 学生委員会（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 学部入試実施委員会（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 企画調整会議（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 研究推進委員会（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 後援会（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 広報委員会（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 全国農学系学部長会議･全国農学系学部等事務協議会 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 総合戦略･ＩＲ委員会（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 阿見地区放射線安全管理委員会（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 安全衛生委員会（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 遺伝子実験施設運営委員会（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 関東甲信越地域大学農場協議会（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 教務委員会（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 全国大学附属農場協議会（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 大学院入試実施委員会（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 農学部アドバイザリーボード（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 農学部附属国際フィールド農学センター運営委員会（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 生命倫理委員会（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 03 会議 教授会･研究科委員会･教育会議（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄



令和元年度 A 管理一般 03 会議 各種委員会関係（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 学生委員会（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 学部入試実施委員会（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 企画調整会議（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 研究推進委員会（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 後援会（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 広報委員会（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 全国農学系学部長会議･全国農学系学部等事務協議会 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 総合戦略･ＩＲ委員会（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 阿見地区放射線安全管理委員会（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 安全衛生委員会（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 遺伝子実験施設運営委員会（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 関東甲信越地域大学農場協議会（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 教務委員会（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 全国大学附属農場協議会（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 大学院入試実施委員会（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 農学部アドバイザリーボード（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 農学部附属国際フィールド農学センター運営委員会（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 生命倫理委員会（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 03 会議 教授会･研究科委員会･教育会議（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 04 運営 ミッション再定義（農学部） 農学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 04 運営 アルコール製造承認申請（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 04 運営 国際規制物質（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 04 運営 同窓会館（霞光荘）利用申込 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 04 運営 連合農学研究科 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 04 運営 汚染検査作業結果報告書（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 04 運営 外国人雇用状況届出書（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 04 運営 向精神薬（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 04 運営 国際交流会館（研究者）（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 04 運営 国際交流会館使用申込（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 04 運営 使用許可（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 04 運営 放射線管理業務（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 04 運営 アルコール製造承認申請（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 04 運営 国際規制物質（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 04 運営 同窓会館（霞光荘）利用申込 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 04 運営 連合農学研究科 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 04 運営 汚染検査作業結果報告書（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 04 運営 外国人雇用状況届出書（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 04 運営 向精神薬（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 04 運営 国際交流会館（研究者）（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄



平成28年度 A 管理一般 04 運営 国際交流会館使用申込（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 04 運営 使用許可（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 04 運営 放射線管理業務（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 04 運営 食品営業許可申請（ＦＳセンター） 農学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 業務用自動車運転者名簿（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 業務用自動車運転日誌（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 業務用自動車使用請求･運転日誌（ＦＳセンター） 農学部事務長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 業務用自動車使用請求･運転日誌（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 作業日誌（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 福利厚生施設（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 アルコール製造承認申請（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 国際規制物質（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 同窓会館（霞光荘）利用申込 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 連合農学研究科 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 汚染検査作業結果報告書（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 外国人雇用状況届出書（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 向精神薬（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 国際交流会館（研究者）（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 国際交流会館使用申込（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 使用許可（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 放射線管理業務（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 04 運営 食品営業許可申請（ＦＳセンター） 農学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 業務用自動車運転者名簿（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 業務用自動車運転日誌（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 業務用自動車使用請求･運転日誌（iFC） 農学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 業務用自動車使用請求･運転日誌（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 作業日誌（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 福利厚生施設（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 アルコール製造承認申請（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 国際規制物質（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 同窓会館（霞光荘）利用申込 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 連合農学研究科 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 汚染検査作業結果報告書（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 外国人雇用状況届出書（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 向精神薬（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 国際交流会館（研究者）（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 国際交流会館使用申込（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 使用許可（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 放射線管理業務（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 04 運営 食品営業許可申請（iFC） 農学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄



平成30年度 A 管理一般 04 運営 人を対象とする研究計画申請書、承認通知書 農学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 私有車業務上使用登録申請書（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 1 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 実験機器利用記録（食生命科学科）（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 1 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 実験機器利用記録（地域総合農学科）（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 1 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 実験機器利用記録（遺伝子実験施設）（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 1 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 大型農業機械運転及び整備記録（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 1 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 業務用自動車運転者名簿（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 業務用自動車運転日誌（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 業務用自動車使用請求･運転日誌（iFC） 農学部事務長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 業務用自動車使用請求･運転日誌（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 作業日誌（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 福利厚生施設（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 アルコール製造承認申請（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 国際規制物質（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 同窓会館（霞光荘）利用申込 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 連合農学研究科 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 汚染検査作業結果報告書（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 外国人雇用状況届出書（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 向精神薬（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 国際交流会館（研究者）（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 国際交流会館使用申込（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 使用許可（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 放射線管理業務（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 食品営業許可申請（iFC） 農学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 04 運営 人を対象とする研究計画申請書、承認通知書 農学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 06 評価 点検評価報告書（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 06 評価 点検評価報告書（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 06 評価 点検評価報告書（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 06 評価 点検評価報告書（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 06 評価 点検評価報告書（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 07 広報 後援会だより（農学部） 農学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 07 広報 農学部案内パンフレット（農学部） 農学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 07 広報 農学部概要（農学部） 農学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 07 広報 農場報告（農学部） 農学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 07 広報 後援会だより（農学部） 農学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 07 広報 農学部案内パンフレット（農学部） 農学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 07 広報 農学部概要（農学部） 農学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 07 広報 農場報告（農学部） 農学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 07 広報 センター報告（ＦＳセンター） 農学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 07 広報 後援会だより（農学部） 農学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄



平成25年度 A 管理一般 07 広報 農学部案内パンフレット（農学部） 農学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 07 広報 農学部概要（農学部） 農学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 07 広報 センター報告（ＦＳセンター） 農学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 電子（DVD） 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 07 広報 後援会だより（農学部） 農学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 07 広報 農学部案内パンフレット（農学部） 農学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 07 広報 農学部概要（農学部） 農学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 07 広報 公開説明会（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 07 広報 センター報告（ＦＳセンター） 農学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 電子（DVD） 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 07 広報 後援会だより（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 07 広報 農学部案内パンフレット（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 07 広報 農学部概要（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 07 広報 公開説明会（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 07 広報 センター報告（ＦＳセンター） 農学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 電子（DVD） 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 07 広報 後援会だより（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 07 広報 農学部案内パンフレット（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 07 広報 農学部概要（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 07 広報 学部広報（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 07 広報 公開説明会（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 07 広報 センター報告（ＦＳセンター） 農学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 電子（DVD） 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 07 広報 後援会だより（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 07 広報 農学部案内パンフレット（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 07 広報 農学部概要（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 07 広報 学部広報（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 07 広報 公開説明会（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 07 広報 センター報告（iFC） 農学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 電子（DVD） 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 07 広報 後援会だより（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 07 広報 農学部案内パンフレット（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 07 広報 農学部概要（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 07 広報 学部広報（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 07 広報 公開説明会（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 07 広報 センター報告（iFC） 農学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 電子（DVD） 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 07 広報 後援会だより（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 07 広報 農学部案内パンフレット（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 07 広報 農学部概要（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 08 文書 公印使用伺簿（ＦＳセンター） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 08 文書 公印使用伺簿（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 08 文書 電報発信･収受簿（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 08 文書 特殊郵便物収受簿（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 08 文書 文書処理簿（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 08 文書 文書廃棄簿（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄



平成27年度 A 管理一般 08 文書 郵便物等発送伝票（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 08 文書 郵便料金計器計示額報告書（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 08 文書 公印使用伺簿（ＦＳセンター） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 08 文書 公印使用伺簿（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 08 文書 電報発信･収受簿（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 08 文書 特殊郵便物収受簿（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 08 文書 文書処理簿（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 08 文書 文書廃棄簿（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 08 文書 郵便物等発送伝票（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 08 文書 郵便料金計器計示額報告書（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 08 文書 公印使用伺簿（ＦＳセンター） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 08 文書 公印使用伺簿（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 08 文書 電報発信･収受簿（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 08 文書 特殊郵便物収受簿（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 08 文書 文書処理簿（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 08 文書 郵便物等発送伝票（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 08 文書 郵便料金計器計示額報告書（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 08 文書 公印使用伺簿（iFC） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 08 文書 公印使用伺簿（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 08 文書 電報発信･収受簿（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 08 文書 特殊郵便物収受簿（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 08 文書 文書処理簿（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 08 文書 郵便物等発送伝票（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 08 文書 郵便料金計器計示額報告書（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 08 文書 公印使用伺簿（iFC） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 08 文書 公印使用伺簿（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 08 文書 電報発信･収受簿（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 08 文書 特殊郵便物収受簿（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 08 文書 文書処理簿（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 08 文書 郵便物等発送伝票（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 08 文書 郵便料金計器計示額報告書（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 10 環境 監守計画（農学部） 農学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 10 環境 消防計画書（農学部） 農学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 10 環境 健康診断（農学部） 農学部事務長 2012/4/1 本人離職後5年 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 10 環境 人間ドック（農学部） 農学部事務長 2012/4/1 本人離職後5年 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成23年度 A 管理一般 10 環境 放射性同位元素取扱施設従事者健康診断等記録（農学部） 農学部事務長 2012/4/1 無期限 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 10 環境 監守計画（農学部） 農学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 10 環境 消防計画書（農学部） 農学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 10 環境 健康診断（農学部） 農学部事務長 2013/4/1 本人離職後5年 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成24年度 A 管理一般 10 環境 人間ドック（農学部） 農学部事務長 2013/4/1 本人離職後5年 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄



平成24年度 A 管理一般 10 環境 放射性同位元素取扱施設従事者健康診断等記録（農学部） 農学部事務長 2013/4/1 無期限 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 10 環境 監守計画（農学部） 農学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 10 環境 消防計画書（農学部） 農学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 10 環境 健康診断（農学部） 農学部事務長 2014/4/1 本人離職後5年 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 10 環境 人間ドック（農学部） 農学部事務長 2014/4/1 本人離職後5年 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成25年度 A 管理一般 10 環境 放射性同位元素取扱施設従事者健康診断等記録（農学部） 農学部事務長 2014/4/1 無期限 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 10 環境 監守計画（農学部） 農学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 10 環境 消防計画書（農学部） 農学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 10 環境 健康診断（農学部） 農学部事務長 2015/4/1 本人離職後5年 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成26年度 A 管理一般 10 環境 放射性同位元素取扱施設従事者健康診断等記録（農学部） 農学部事務長 2015/4/1 無期限 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 10 環境 監守計画（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 10 環境 消防計画書（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 10 環境 健康診断（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 本人離職後5年 離職後5年 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 10 環境 放射性同位元素取扱施設従事者健康診断等記録（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 無期限 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 10 環境 監守計画（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 10 環境 消防計画書（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 10 環境 健康診断（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 本人離職後5年 離職後5年 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 10 環境 放射性同位元素取扱施設従事者健康診断等記録（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 無期限 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 10 環境 労働安全衛生（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 10 環境 監守計画（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 10 環境 消防計画書（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 10 環境 健康診断（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 本人離職後5年 離職後5年 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 10 環境 放射性同位元素取扱施設従事者健康診断等記録（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 無期限 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 10 環境 労働安全衛生（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 10 環境 監守計画（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 10 環境 消防計画書（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 10 環境 健康診断（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 本人離職後5年 離職後5年 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 10 環境 放射性同位元素取扱施設従事者健康診断等記録（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 無期限 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 10 環境 労働安全衛生（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 10 環境 監守計画（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 10 環境 消防計画書（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 10 環境 健康診断（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 本人離職後5年 離職後5年 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 10 環境 放射性同位元素取扱施設従事者健康診断等記録（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 無期限 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 学内からの通知･依頼･照会･回答（ＦＳセンター） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 学内からの通知･依頼･照会･回答（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 他機関からの通知･依頼･照会･回答（ＦＳセンター） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 A 管理一般 12 統計 他機関からの通知･依頼･照会･回答（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 学内からの通知･依頼･照会･回答（ＦＳセンター） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 学内からの通知･依頼･照会･回答（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 A 管理一般 12 統計 他機関からの通知･依頼･照会･回答（ＦＳセンター） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄



平成28年度 A 管理一般 12 統計 他機関からの通知･依頼･照会･回答（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知･依頼･照会･回答（ＦＳセンター） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知･依頼･照会･回答（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関との通知･依頼･照会･回答（ＦＳセンター） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関との通知･依頼･照会･回答（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知･依頼･照会･回答（iFC） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知･依頼･照会･回答（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 教職員事故報告（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関との通知･依頼･照会･回答（iFC） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関との通知･依頼･照会･回答（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知･依頼･照会･回答（iFC） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 学内での通知･依頼･照会･回答（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 教職員事故報告（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関との通知･依頼･照会･回答（iFC） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 12 統計･通達 他機関との通知･依頼･照会･回答（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 A 管理一般 13 知的財産権 発明･特許（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 A 管理一般 13 知的財産権 発明･特許（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 A 管理一般 13 知的財産権 発明･特許（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 00 総括 証明書（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 00 総括 労務管理（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 00 総括 履歴事項追記変更願（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 00 総括 証明書（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 00 総括 履歴事項追記変更願（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 00 総括 労務管理（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 00 総括 証明書（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 00 総括 労務管理（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 00 総括 履歴事項追記変更願（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 教員勤務予定表（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 その他休暇･みなし労働簿（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 その他休暇･みなし労働簿（ＦＳセンター） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 年次有給休暇簿（ＦＳセンター） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 年次有給休暇簿（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 振替休日･代休付与日指定簿（ＦＳセンター） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 振替休日･代休付与日指定簿（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 学外勤務承認申請（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 勤務時間報告書（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働命令簿（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿（ＦＳセンター） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 教員勤務予定表（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 電子（共有サーバー） 農学部事務室 農学部事務長 廃棄



平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 その他休暇･みなし労働簿（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 その他休暇･みなし労働簿（ＦＳセンター） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 年次有給休暇簿（ＦＳセンター） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 年次有給休暇簿（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 振替休日･代休付与日指定簿（ＦＳセンター） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 振替休日･代休付与日指定簿（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 学外勤務承認申請（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 勤務時間報告書（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働命令簿（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿（ＦＳセンター） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 教員勤務予定表（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 電子（共有サーバー） 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 その他休暇･みなし労働簿（ＦＳセンター） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 その他休暇･みなし労働簿（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 年次有給休暇簿（ＦＳセンター） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 年次有給休暇簿（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 振替休日･代休付与日指定簿（ＦＳセンター） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 振替休日･代休付与日指定簿（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 学外勤務承認申請（ＦＳセンター） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 学外勤務承認申請（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 勤務時間報告書（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働命令簿（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿（ＦＳセンター） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 教員勤務予定表（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 電子（共有サーバー） 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 その他休暇･みなし労働簿（iFC） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 その他休暇･みなし労働簿（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 年次有給休暇簿（iFC） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 年次有給休暇簿（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 振替休日･代休付与日指定簿（iFC） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 振替休日･代休付与日指定簿（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 学外勤務承認申請（iFC） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 学外勤務承認申請（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 勤務時間報告書（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働命令簿（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿（iFC） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 教員勤務予定表（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 電子（共有サー農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 勤務開始･終了時刻記録簿（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 電子（共有サー農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 その他休暇･みなし労働簿（iFC） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄



令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 その他休暇･みなし労働簿（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 年次有給休暇簿（iFC） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 年次有給休暇簿（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 振替休日･代休付与日指定簿（iFC） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 振替休日･代休付与日指定簿（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 学外勤務承認申請（iFC） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 学外勤務承認申請（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 勤務時間報告書（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 時間外労働命令簿（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿（iFC） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 01 勤務時間 出勤簿（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 02 出張 出張依頼（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 02 出張 旅行命令簿（ＦＳセンター） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 02 出張 旅行命令簿（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 02 出張 出張依頼（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 02 出張 旅行命令簿（ＦＳセンター） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 02 出張 旅行命令簿（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 02 出張 出張依頼（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 02 出張 旅行命令簿（ＦＳセンター） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 02 出張 旅行命令簿（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 02 出張 出張依頼（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 02 出張 旅行命令簿（iFC） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 02 出張 旅行命令簿（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 02 出張 出張依頼（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 02 出張 旅行命令簿（iFC） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 02 出張 旅行命令簿（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成23年度 B 教職員 04 任免 ＴＡ／ＲＡ任用（農学部） 農学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成23年度 B 教職員 04 任免 上申書（農学部） 農学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成23年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師（農学部） 農学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成23年度 B 教職員 04 任免 非常勤職員（農学部） 農学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成24年度 B 教職員 04 任免 ＴＡ／ＲＡ任用（農学部） 農学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成24年度 B 教職員 04 任免 上申書（農学部） 農学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成24年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師（農学部） 農学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成24年度 B 教職員 04 任免 非常勤職員（農学部） 農学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成25年度 B 教職員 04 任免 ＴＡ／ＲＡ任用（農学部） 農学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成25年度 B 教職員 04 任免 上申書（農学部） 農学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成25年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師（農学部） 農学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成25年度 B 教職員 04 任免 非常勤職員（農学部） 農学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成26年度 B 教職員 04 任免 ＴＡ／ＲＡ任用（農学部） 農学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成26年度 B 教職員 04 任免 上申書（農学部） 農学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄



平成26年度 B 教職員 04 任免 非常勤職員（農学部） 農学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成26年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師（農学部） 農学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 04 任免 発令通知（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 04 任免 ＴＡ／ＲＡ任用（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 04 任免 上申書（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 04 任免 非常勤職員（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 04 任免 発令通知（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 04 任免 ＴＡ／ＲＡ任用（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 04 任免 上申書（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 04 任免 非常勤職員（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 04 任免 発令通知（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 04 任免 ＴＡ／ＲＡ任用（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 04 任免 教員任免（採用･昇進･退職･職務附加）（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 04 任免 非常勤職員（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 04 任免 発令通知（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 04 任免 ＴＡ／ＲＡ任用（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 04 任免 名誉教授（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 04 任免 教員任免（採用･昇進･退職･職務附加）（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 04 任免 非常勤職員（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 04 任免 教員公募（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 1 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 04 任免 発令通知（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 04 任免 ＴＡ／ＲＡ任用（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 04 任免 名誉教授（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 04 任免 教員任免（採用･昇進･退職･職務附加）（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 04 任免 非常勤職員（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 04 任免 非常勤講師（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成23年度 B 教職員 05 給与 大学院調整手当（農学部） 農学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成23年度 B 教職員 05 給与 特別昇給（農学部） 農学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成24年度 B 教職員 05 給与 大学院調整手当（農学部） 農学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成24年度 B 教職員 05 給与 特別昇給（農学部） 農学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成25年度 B 教職員 05 給与 大学院調整手当（農学部） 農学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成25年度 B 教職員 05 給与 特別昇給（農学部） 農学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成26年度 B 教職員 05 給与 大学院調整手当（農学部） 農学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成26年度 B 教職員 05 給与 特別昇給（農学部） 農学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 05 給与 期末･勤勉手当（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 05 給与 謝金実施伺･実施済報告書（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄



平成27年度 B 教職員 05 給与 諸手当現況届（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 05 給与 諸手当届（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 05 給与 大学院調整手当（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 05 給与 特別昇給（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 05 給与 期末･勤勉手当（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 05 給与 謝金実施伺･実施済報告書（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 05 給与 諸手当現況届（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 05 給与 諸手当届（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 05 給与 大学院調整手当（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 05 給与 特別昇給（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 05 給与 期末･勤勉手当（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 05 給与 謝金実施伺･実施済報告書（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 05 給与 諸手当現況届（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 05 給与 諸手当届（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 05 給与 大学院調整手当（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 05 給与 特別昇給（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 05 給与 期末･勤勉手当（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 05 給与 謝金実施伺･実施済報告書（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 05 給与 諸手当現況届（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 05 給与 諸手当届（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 05 給与 大学院調整手当（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 05 給与 特別昇給（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 05 給与 期末･勤勉手当（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 05 給与 謝金実施伺･実施済報告書（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 05 給与 諸手当現況届（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 05 給与 諸手当届（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 05 給与 大学院調整手当（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 05 給与 特別昇給（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 06 服務･表彰 兼業（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 06 服務･表彰 兼業（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 06 服務･表彰 兼業（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 06 服務･表彰 兼業（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 06 服務･表彰 兼業（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成23年度 B 教職員 07 福利 雇用保険高年齢雇用継続給付金（農学部） 農学部事務長 2012/4/1 本人離職後5年 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成23年度 B 教職員 07 福利 雇用保険申請書類（農学部） 農学部事務長 2012/4/1 本人離職後5年 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成24年度 B 教職員 07 福利 雇用保険高年齢雇用継続給付金（農学部） 農学部事務長 2013/4/1 本人離職後5年 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成24年度 B 教職員 07 福利 雇用保険申請書類（農学部） 農学部事務長 2013/4/1 本人離職後5年 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成25年度 B 教職員 07 福利 雇用保険高年齢雇用継続給付金（農学部） 農学部事務長 2014/4/1 本人離職後5年 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成25年度 B 教職員 07 福利 雇用保険申請書類（農学部） 農学部事務長 2014/4/1 本人離職後5年 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成26年度 B 教職員 07 福利 雇用保険高年齢雇用継続給付金（農学部） 農学部事務長 2015/4/1 本人離職後5年 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄



平成26年度 B 教職員 07 福利 雇用保険申請書類（農学部） 農学部事務長 2015/4/1 本人離職後5年 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 07 福利 社会保険申請書類（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 07 福利 雇用保険高年齢雇用継続給付金（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 本人離職後5年 離職後5年 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 07 福利 雇用保険申請書類（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 本人離職後5年 離職後5年 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 07 福利 社会保険申請書類（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 07 福利 雇用保険高年齢雇用継続給付金（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 本人離職後5年 離職後5年 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 07 福利 雇用保険申請書類（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 本人離職後5年 離職後5年 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 07 福利 社会保険申請書類（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 07 福利 雇用保険申請書類（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 本人離職後5年 離職後5年 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 07 福利 社会保険申請書類（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 07 福利 雇用保険申請書類（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 本人離職後5年 離職後5年 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 07 福利 社会保険申請書類（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 07 福利 雇用保険申請書類（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 本人離職後5年 離職後5年 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 08 宿舎 霞光寮･国際交流会館業務日誌（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 08 宿舎 霞光寮･国際交流会館業務日誌（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 08 宿舎 霞光寮･国際交流会館業務日誌（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 B 教職員 09 能力開発 講演会･研修会（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 B 教職員 09 能力開発 講演会･研修会（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 B 教職員 09 能力開発 講演会･研修会（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 B 教職員 09 能力開発 講演会･研修会（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 B 教職員 09 能力開発 講演会･研修会（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成23年度 C 財務 01 予算 概算要求（農学部） 農学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成24年度 C 財務 01 予算 概算要求（農学部） 農学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成25年度 C 財務 01 予算 概算要求（農学部） 農学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成26年度 C 財務 01 予算 概算要求（農学部） 農学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 01 予算 予算（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 01 予算 概算要求（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 01 予算 予算（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 01 予算 概算要求（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 01 予算 予算（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 01 予算 概算要求（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 01 予算 予算（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 01 予算 概算要求（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 01 予算 予算（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 01 予算 概算要求（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 会議費･接遇用消耗品（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 検査職員任命簿（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 収入契約決議書（iFC） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 収入契約決議書（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 02 決算 預り金収支報告書（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄



平成30年度 C 財務 02 決算 一般調達契約･年間契約（派遣契約協議書含む）（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成25年度 C 財務 02 決算 一般調達契約（農学部） 農学部事務長 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成25年度 C 財務 02 決算 契約調査資料（農学部） 農学部事務長 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成26年度 C 財務 02 決算 一般調達契約･年間契約（派遣契約協議書含む）（農学部） 農学部事務長 2015/4/1 7 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 会議費･接遇用消耗品（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 検査職員任命簿（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 収入契約決議書（ＦＳセンター） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 収入契約決議書（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 預り金収支報告書（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 02 決算 一般調達契約･年間契約（派遣契約協議書含む）（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 会議費･接遇用消耗品（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 検査職員任命簿（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 収入契約決議書（ＦＳセンター） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 収入契約決議書（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 預り金収支報告書（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 02 決算 一般調達契約･年間契約（派遣契約協議書含む）（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 会議費･接遇用消耗品（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 検査職員任命簿（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 収入契約決議書（ＦＳセンター） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 収入契約決議書（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 預り金収支報告書（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 02 決算 一般調達契約･年間契約（派遣契約協議書含む）（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 会議費･接遇用消耗品（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 検査職員任命簿（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 収入契約決議書（iFC） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 収入契約決議書（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 預り金収支報告書（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 02 決算 一般調達契約･年間契約（派遣契約協議書含む）（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成23年度 C 財務 04 収入 現金出納簿（ＦＳセンター） 農学部事務長 2012/4/1 15 2027/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成23年度 C 財務 04 収入 現金出納簿（農学部） 農学部事務長 2012/4/1 15 2027/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成24年度 C 財務 04 収入 現金出納簿（ＦＳセンター） 農学部事務長 2013/4/1 15 2028/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成24年度 C 財務 04 収入 現金出納簿（農学部） 農学部事務長 2013/4/1 15 2028/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成25年度 C 財務 04 収入 領収書（控）（農学部） 農学部事務長 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成25年度 C 財務 04 収入 現金出納簿（ＦＳセンター） 農学部事務長 2014/4/1 15 2029/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成25年度 C 財務 04 収入 現金出納簿（農学部） 農学部事務長 2014/4/1 15 2029/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成26年度 C 財務 04 収入 領収書（控）（農学部） 農学部事務長 2015/4/1 7 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成26年度 C 財務 04 収入 現金出納簿（ＦＳセンター） 農学部事務長 2015/4/1 15 2030/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成26年度 C 財務 04 収入 現金出納簿（農学部） 農学部事務長 2015/4/1 15 2030/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 04 収入 現金領収証書受払簿（ＦＳセンター） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 04 収入 現金領収証書受払簿（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄



平成27年度 C 財務 04 収入 領収書（控）（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 04 収入 現金出納簿（ＦＳセンター） 農学部事務長 2016/4/1 15 2031/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 04 収入 現金出納簿（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 15 2031/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 04 収入 現金領収証書受払簿（ＦＳセンター） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 04 収入 現金領収証書受払簿（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 04 収入 領収書（控）（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 04 収入 現金出納簿（ＦＳセンター） 農学部事務長 2017/4/1 15 2032/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 04 収入 現金出納簿（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 15 2032/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 04 収入 現金領収証書受払簿（ＦＳセンター） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 04 収入 現金領収証書受払簿（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 04 収入 領収書（控）（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 04 収入 現金出納簿（ＦＳセンター） 農学部事務長 2018/4/1 15 2033/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 04 収入 現金出納簿（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 15 2033/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 04 収入 現金領収証書受払簿（iFC） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 04 収入 現金領収証書受払簿（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 04 収入 領収書（控）（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 04 収入 現金出納簿（iFC） 農学部事務長 2019/4/1 15 2034/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 04 収入 現金出納簿（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 15 2034/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 04 収入 現金領収証書受払簿（iFC） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 04 収入 現金領収証書受払簿（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 04 収入 領収書（控）（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 04 収入 現金出納簿（iFC） 農学部事務長 2020/4/1 15 2035/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 04 収入 現金出納簿（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 15 2035/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成25年度 C 財務 05 支払 科学研究費補助金支出決議書（農学部） 農学部事務長 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成26年度 C 財務 05 支払 科学研究費補助金支出決議書（農学部） 農学部事務長 2015/4/1 7 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 05 支払 非常勤講師旅費届出書（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 05 支払 科学研究費補助金支出決議書（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 05 支払 非常勤講師旅費届出書（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 05 支払 科学研究費補助金支出決議書（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 05 支払 非常勤講師旅費届出書（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 05 支払 科学研究費補助金支出決議書（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 05 支払 非常勤講師旅費届出書（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 05 支払 科学研究費補助金支出決議書（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 05 支払 非常勤講師旅費届出書（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 05 支払 科学研究費補助金支出決議書（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 06 動産等 金券受払簿（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 06 動産等 たな卸資産･固定資産（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 06 動産等 高速道路通行券請求書（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 06 動産等 生産物生産･腐敗等報告書（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 06 動産等 金券受払簿（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄



平成28年度 C 財務 06 動産等 たな卸資産･固定資産（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 06 動産等 高速道路通行券請求書（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 06 動産等 生産物生産･腐敗等報告書（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 06 動産等 金券受払簿（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 06 動産等 たな卸資産･固定資産（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 06 動産等 高速道路通行券請求書（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 06 動産等 生産物生産･腐敗等報告書（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 06 動産等 金券受払簿（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 06 動産等 たな卸資産･固定資産（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 06 動産等 高速道路通行券請求書（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 06 動産等 生産物生産･腐敗等報告書（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 06 動産等 金券受払簿（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 06 動産等 たな卸資産･固定資産（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 06 動産等 高速道路通行券請求書（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 06 動産等 生産物生産･腐敗等報告書（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成23年度 C 財務 07 不動産 用途廃止（農学部） 農学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成24年度 C 財務 07 不動産 用途廃止（農学部） 農学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成25年度 C 財務 07 不動産 用途廃止（農学部） 農学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 C 財務 07 不動産 道路占有許可書（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 C 財務 07 不動産 道路占有許可書（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 C 財務 07 不動産 道路占有許可書（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 C 財務 07 不動産 道路占有許可書（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 C 財務 07 不動産 道路占有許可書（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 01 入試 出願書類（合格者）（農学部） 農学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 01 入試 入学試験合格者（農学部） 農学部事務長 2012/4/1 15 2027/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 01 入試 入学試験問題･解答用紙（農学部） 農学部事務長 2012/4/1 15 2027/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 01 入試 出願書類（合格者）（農学部） 農学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 01 入試 入学試験合格者（農学部） 農学部事務長 2013/4/1 15 2028/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 01 入試 入学試験問題･解答用紙（農学部） 農学部事務長 2013/4/1 15 2028/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 01 入試 出願書類（合格者）（農学部） 農学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 01 入試 入学試験合格者（農学部） 農学部事務長 2014/4/1 15 2029/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 01 入試 入学試験実施計画（農学部） 農学部事務長 2014/4/1 15 2029/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 01 入試 入学試験問題･解答用紙（農学部） 農学部事務長 2014/4/1 15 2029/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 01 入試 出願書類（合格者）（農学部） 農学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 01 入試 入学試験実施計画（農学部） 農学部事務長 2015/4/1 15 2030/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 01 入試 入学試験合格者（農学部） 農学部事務長 2015/4/1 15 2030/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 01 入試 入学試験問題･解答用紙（農学部） 農学部事務長 2015/4/1 15 2030/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 個別学力試験（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 再入学（農学研究科） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 私費外国人留学生入試（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄



平成27年度 E 教育一般 01 入試 推薦入学試験（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 大学入試センター試験（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 転学部･転学科（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 転専攻（農学研究科） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 出願書類（不合格者）（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 編入学（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 募集要項（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 出願書類（合格者）（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 入学試験実施計画（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 15 2031/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 入学試験合格者（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 15 2031/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 01 入試 入学試験問題･解答用紙（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 15 2031/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 個別学力試験（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 再入学（農学研究科） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 私費外国人留学生入試（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 推薦入学試験（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 大学入試センター試験（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 転学部･転学科（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 転専攻（農学研究科） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 出願書類（不合格者）（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 編入学（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 募集要項（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 出願書類（合格者）（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 入学試験実施計画（農学研究科） 農学部事務長 2017/4/1 15 2032/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 入学試験実施計画（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 15 2032/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 01 入試 入学試験問題･解答用紙（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 15 2032/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 ＡＯ入試（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 帰国子女入試（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 個別学力試験（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 再入学（農学研究科） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 私費外国人留学生入試（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 推薦入学試験（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 大学入試センター試験（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 転学部･転学科（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 転専攻（農学研究科） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 出願書類（不合格者）（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 編入学（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 募集要項（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 出願書類（合格者）（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 入学試験実施計画（農学研究科） 農学部事務長 2018/4/1 15 2033/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 01 入試 入学試験実施計画（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 15 2033/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄



平成29年度 E 教育一般 01 入試 入学試験問題･解答用紙（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 15 2033/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 ＡＯ入試（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 帰国子女入試（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 個別学力試験（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 再入学（農学研究科） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 私費外国人留学生入試（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 推薦入学試験（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 大学入試センター試験（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 転学部･転学科（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 転専攻（農学研究科） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 出願書類（不合格者）（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 編入学（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 募集要項（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 出願書類（合格者）（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 入学試験実施計画（農学研究科） 農学部事務長 2019/4/1 15 2034/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 入学試験実施計画（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 15 2034/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 01 入試 入学試験問題･解答用紙（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 15 2034/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 ＡＯ入試（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 帰国子女入試（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 個別学力試験（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 再入学（農学研究科） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 私費外国人留学生入試（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 推薦入学試験（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 大学入試センター試験（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 転学部･転学科（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 転専攻（農学研究科） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 出願書類（不合格者）（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 編入学（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 募集要項（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 出願書類（合格者）（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 入学試験実施計画（農学研究科） 農学部事務長 2020/4/1 15 2035/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 入学試験実施計画（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 15 2035/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 01 入試 入学試験問題･解答用紙（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 15 2035/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 02 教育課程 教員免許　課程認定（農学部） 農学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 成績修正（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 既修得単位認定（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 諸証明書発行（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 成績通知同意書（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 成績提供に関する確認書（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 成績報告書（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄



平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 定期試験･追試験（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 インターンシップ（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 教育実習（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 ＡＩＭＳ（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 諸資格（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 教育職員免許状申請（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 教員免許　課程認定（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 単位互換（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 シラバス（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 無期限 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 成績原簿（非正規学生含む）（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 無期限 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院履修案内（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 無期限 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 履修の手引き（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 無期限 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 02 教育課程 履修要項（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 無期限 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 成績修正（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 既修得単位認定（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 諸証明書発行（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 成績通知同意書（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 成績提供に関する確認書（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 成績報告書（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 定期試験･追試験（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 インターンシップ（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 教育実習（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 ＡＩＭＳ（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 諸資格（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 教育職員免許状申請（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 教員免許　課程認定（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 単位互換（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 シラバス（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 無期限 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 成績原簿（非正規学生含む）（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 無期限 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院履修案内（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 無期限 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 履修の手引き（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 無期限 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 02 教育課程 履修要項（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 無期限 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 ダブルディグリープログラム履修願（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 既修得単位認定（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 諸証明書発行（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 成績通知同意書（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 成績修正（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 成績提供に関する確認書（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 成績報告書（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 定期試験･追試験（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄



平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 インターンシップ（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 教育実習（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 ＡＩＭＳ（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 教員免許　課程認定（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 諸資格（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 教育職員免許状申請（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 単位互換（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 シラバス（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 無期限 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 成績原簿（非正規学生含む）（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 無期限 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院履修案内（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 無期限 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 履修の手引き（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 無期限 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 02 教育課程 履修要項（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 無期限 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 ダブルディグリープログラム履修願（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 既修得単位認定（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 諸証明書発行（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 成績通知同意書（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 成績修正（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 成績提供に関する確認書（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 成績報告書（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 定期試験･追試験（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 インターンシップ（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 教育実習（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 ＡＩＭＳ（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 教員免許　課程認定（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 諸資格（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 教育職員免許状申請（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 単位互換（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 シラバス（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 無期限 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 成績原簿（非正規学生含む）（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 無期限 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院履修案内（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 無期限 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 履修の手引き（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 無期限 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 02 教育課程 履修要項（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 無期限 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 ダブルディグリープログラム履修願（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 既修得単位認定（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 諸証明書発行（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 成績通知同意書（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 成績修正（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 成績提供に関する確認書（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 成績報告書（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 定期試験･追試験（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄



令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 インターンシップ（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 教育実習（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 ＡＩＭＳ（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 教員免許　課程認定（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 諸資格（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 教育職員免許状申請（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 単位互換（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 シラバス（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 無期限 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 成績原簿（非正規学生含む）（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 無期限 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院履修案内（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 無期限 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 履修の手引き（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 無期限 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 02 教育課程 履修要項（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 無期限 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 02 教育課程 インターンシップ（農学部） 農学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 02 教育課程 教育実習（農学部） 農学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 02 教育課程 教育職員免許状申請（農学部） 農学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 02 教育課程 教員免許　課程認定（農学部） 農学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 02 教育課程 諸資格（農学部） 農学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 02 教育課程 単位互換（農学部） 農学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 02 教育課程 シラバス（農学部） 農学部事務長 2012/4/1 無期限 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 02 教育課程 成績原簿（非正規学生含む）（農学部） 農学部事務長 2012/4/1 無期限 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院履修案内（農学部） 農学部事務長 2012/4/1 無期限 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 02 教育課程 履修の手引き（農学部） 農学部事務長 2012/4/1 無期限 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 02 教育課程 履修要項（農学部） 農学部事務長 2012/4/1 無期限 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 02 教育課程 インターンシップ（農学部） 農学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 02 教育課程 教育実習（農学部） 農学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 02 教育課程 教育職員免許状申請（農学部） 農学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 02 教育課程 教員免許　課程認定（農学部） 農学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 02 教育課程 諸資格（農学部） 農学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 02 教育課程 単位互換（農学部） 農学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 02 教育課程 シラバス（農学部） 農学部事務長 2013/4/1 無期限 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 02 教育課程 成績原簿（非正規学生含む）（農学部） 農学部事務長 2013/4/1 無期限 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院履修案内（農学部） 農学部事務長 2013/4/1 無期限 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 02 教育課程 履修の手引き（農学部） 農学部事務長 2013/4/1 無期限 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 02 教育課程 履修要項（農学部） 農学部事務長 2013/4/1 無期限 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 02 教育課程 インターンシップ（農学部） 農学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 02 教育課程 教育実習（農学部） 農学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 02 教育課程 教育職員免許状申請（農学部） 農学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 02 教育課程 教員免許　課程認定（農学部） 農学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 02 教育課程 諸資格（農学部） 農学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 02 教育課程 単位互換（農学部） 農学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄



平成25年度 E 教育一般 02 教育課程 シラバス（農学部） 農学部事務長 2014/4/1 無期限 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 02 教育課程 成績原簿（非正規学生含む）（農学部） 農学部事務長 2014/4/1 無期限 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院履修案内（農学部） 農学部事務長 2014/4/1 無期限 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 02 教育課程 履修の手引き（農学部） 農学部事務長 2014/4/1 無期限 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 02 教育課程 履修要項（農学部） 農学部事務長 2014/4/1 無期限 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 02 教育課程 インターンシップ（農学部） 農学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 02 教育課程 教育実習（農学部） 農学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 02 教育課程 ＡＩＭＳ（農学部） 農学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 02 教育課程 諸資格（農学部） 農学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 02 教育課程 教育職員免許状申請（農学部） 農学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 02 教育課程 単位互換（農学部） 農学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 02 教育課程 シラバス（農学部） 農学部事務長 2015/4/1 無期限 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 02 教育課程 成績原簿（非正規学生含む）（農学部） 農学部事務長 2015/4/1 無期限 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 02 教育課程 大学院履修案内（農学部） 農学部事務長 2015/4/1 無期限 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 02 教育課程 履修の手引き（農学部） 農学部事務長 2015/4/1 無期限 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 02 教育課程 履修要項（農学部） 農学部事務長 2015/4/1 無期限 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 03 学位 学位授与（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 03 学位 学位論文審査（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 03 学位 学位授与（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 03 学位 学位論文審査（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 03 学位 学位授与（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 03 学位 学位論文審査（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 03 学位 学位授与（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 03 学位 学位論文審査（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 03 学位 学位授与（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 03 学位 学位論文審査（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 04 学籍 休学･復学･退学･除籍（農学部） 農学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 04 学籍 身元保証書･改姓届･現住所届･誓書等（農学部） 農学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 04 学籍 非正規学生の退学･除籍（農学部） 農学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 04 学籍 卒業判定資料（農学部） 農学部事務長 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿（農学部） 農学部事務長 2012/4/1 無期限 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 04 学籍 修了生台帳（農学部） 農学部事務長 2012/4/1 無期限 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 04 学籍 卒業生台帳（農学部） 農学部事務長 2012/4/1 無期限 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 04 学籍 休学･復学･退学･除籍（農学部） 農学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 04 学籍 身元保証書･改姓届･現住所届･誓書等（農学部） 農学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 04 学籍 非正規学生の退学･除籍（農学部） 農学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 04 学籍 卒業判定資料（農学部） 農学部事務長 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿（農学部） 農学部事務長 2013/4/1 無期限 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 04 学籍 修了生台帳（農学部） 農学部事務長 2013/4/1 無期限 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 04 学籍 卒業生台帳（農学部） 農学部事務長 2013/4/1 無期限 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄



平成25年度 E 教育一般 04 学籍 休学･復学･退学･除籍（農学部） 農学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 04 学籍 身元保証書･改姓届･現住所届･誓書等（農学部） 農学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 04 学籍 非正規学生の退学･除籍（農学部） 農学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 04 学籍 卒業判定資料（農学部） 農学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿（農学部） 農学部事務長 2014/4/1 無期限 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 04 学籍 修了生台帳（農学部） 農学部事務長 2014/4/1 無期限 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 04 学籍 卒業生台帳（農学部） 農学部事務長 2014/4/1 無期限 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 04 学籍 休学･復学･退学･除籍（農学部） 農学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 04 学籍 身元保証書･改姓届･現住所届･誓書等（農学部） 農学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 04 学籍 卒業判定資料（農学部） 農学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿（農学部） 農学部事務長 2015/4/1 無期限 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 04 学籍 修了生台帳（農学部） 農学部事務長 2015/4/1 無期限 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 04 学籍 卒業生台帳（農学部） 農学部事務長 2015/4/1 無期限 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 04 学籍 学生数（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 04 学籍 卒業･修了者（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 04 学籍 休学･復学･退学･除籍（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 04 学籍 身元保証書･改姓届･現住所届･誓書等（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 04 学籍 卒業判定資料（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 無期限 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 04 学籍 修了生台帳（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 無期限 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 04 学籍 卒業生台帳（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 無期限 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 04 学籍 学生数（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 04 学籍 卒業･修了者（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 04 学籍 休学･復学･退学･除籍（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 04 学籍 身元保証書･改姓届･現住所届･誓書等（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 04 学籍 卒業判定資料（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 無期限 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 04 学籍 修了生台帳（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 無期限 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 04 学籍 卒業生台帳（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 無期限 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 04 学籍 学生数（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 04 学籍 卒業･修了者（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 04 学籍 長期履修学生（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 04 学籍 休学･復学･退学･除籍（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 04 学籍 身元保証書･改姓届･現住所届･誓書等（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 04 学籍 卒業判定資料（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 無期限 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 04 学籍 修了生台帳（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 無期限 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 04 学籍 卒業生台帳（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 無期限 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 04 学籍 卒業･修了者（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 04 学籍 長期履修学生（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄



平成30年度 E 教育一般 04 学籍 休学･復学･退学･除籍（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 04 学籍 身元保証書･改姓届･現住所届･誓書等（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 04 学籍 卒業判定資料（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 無期限 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 04 学籍 修了生台帳（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 無期限 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 04 学籍 卒業生台帳（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 無期限 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 04 学籍 卒業･修了者（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 04 学籍 長期履修学生（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 04 学籍 休学･復学･退学･除籍（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 04 学籍 身元保証書･改姓届･現住所届･誓書等（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 04 学籍 卒業判定資料（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 04 学籍 学籍簿（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 無期限 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 04 学籍 修了生台帳（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 無期限 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 04 学籍 卒業生台帳（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 無期限 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 科目等履修生（農学部） 農学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 研究生（農学部） 農学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 特別聴講学生（農学部） 農学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 科目等履修生（農学部） 農学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 研究生（農学部） 農学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 特別聴講学生（農学部） 農学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 科目等履修生（農学部） 農学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 研究生（農学部） 農学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 特別聴講学生（農学部） 農学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 科目等履修生（農学部） 農学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 研究生（農学部） 農学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 特別聴講学生（農学部） 農学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 科目等履修生（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 研究生（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 特別聴講学生（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 科目等履修生（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 研究生（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 05 研究生･聴講生 特別聴講学生（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 05 非正規生 科目等履修生（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 05 非正規生 研究生（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 05 非正規生 特別聴講学生（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 05 非正規生 科目等履修生（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 05 非正規生 研究生（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 05 非正規生 特別聴講学生（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 05 非正規生 科目等履修生（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 05 非正規生 研究生（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄



令和元年度 E 教育一般 05 非正規生 特別聴講学生（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成23年度 E 教育一般 06 学生生活 学生団体（農学部） 農学部事務長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成24年度 E 教育一般 06 学生生活 学生団体（農学部） 農学部事務長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 06 学生生活 学生団体（農学部） 農学部事務長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成25年度 E 教育一般 06 学生生活 学生の懲戒処分（農学部） 農学部事務長 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 06 学生生活 学生団体（農学部） 農学部事務長 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成26年度 E 教育一般 06 学生生活 学生の懲戒処分（農学部） 農学部事務長 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 06 学生生活 学生事故報告（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 06 学生生活 健康管理（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 06 学生生活 入学料･授業料免除（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 06 学生生活 留学生奨学金（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 06 学生生活 学生定期（特別）健康診断（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 06 学生生活 学寮入･退寮（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 06 学生生活 財団法人･都道府県等奨学金（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 06 学生生活 大学祭（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 06 学生生活 日本学生支援機構奨学金（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 06 学生生活 学生団体（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 06 学生生活 学生の懲戒処分（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 06 学生生活 学生事故報告（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 06 学生生活 健康管理（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 06 学生生活 入学料･授業料免除（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 06 学生生活 留学生奨学金（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 06 学生生活 学生定期（特別）健康診断（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 06 学生生活 学寮入･退寮（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 06 学生生活 財団法人･都道府県等奨学金（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 06 学生生活 大学祭（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 06 学生生活 日本学生支援機構奨学金（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 06 学生生活 学生団体（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 06 学生生活 学生の懲戒処分（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 06 学生生活 学生事故報告（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 06 学生生活 健康管理（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 06 学生生活 学生定期（特別）健康診断（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 06 学生生活 学寮入･退寮（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 06 学生生活 大学祭（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 06 学生生活 学生団体（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 06 学生生活 学生の懲戒処分（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 06 学生生活 学生事故報告（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 06 学生生活 健康管理（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 06 学生生活 学生定期（特別）健康診断（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 06 学生生活 学寮入･退寮（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄



平成30年度 E 教育一般 06 学生生活 大学祭（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 06 学生生活 学生団体（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 06 学生生活 学生の懲戒処分（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 06 学生生活 学生事故報告（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 06 学生生活 健康管理（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 06 学生生活 学生定期（特別）健康診断（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 06 学生生活 学寮入･退寮（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 06 学生生活 大学祭（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 06 学生生活 学生団体（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 06 学生生活 学生の懲戒処分（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 07 学生支援 求人票（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 07 学生支援 就職（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 3 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 07 学生支援 入学料･授業料免除（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 07 学生支援 留学生奨学金（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 07 学生支援 財団法人･都道府県等奨学金（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 07 学生支援 日本学生支援機構奨学金（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 07 学生支援 求人票（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 07 学生支援 就職（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 3 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 07 学生支援 入学料･授業料免除（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 07 学生支援 留学生奨学金（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 07 学生支援 財団法人･都道府県等奨学金（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 07 学生支援 日本学生支援機構奨学金（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 07 学生支援 求人票（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 07 学生支援 就職（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 07 学生支援 入学料･授業料免除（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 07 学生支援 留学生奨学金（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 07 学生支援 財団法人･都道府県等奨学金（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 07 学生支援 日本学生支援機構奨学金（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 08 留学生 チューター（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 E 教育一般 08 留学生 留学生（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 08 留学生 チューター（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 E 教育一般 08 留学生 留学生（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 08 留学生 チューター（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 E 教育一般 08 留学生 留学生（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 08 留学生 チューター（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 E 教育一般 08 留学生 留学生（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 08 留学生 チューター（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 E 教育一般 08 留学生 留学生（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 00 総括 研究者情報登録･研究倫理教育（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 科研費研究計画調書（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄



平成30年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 科研費通知･交付申請･支払請求（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 科研費報告書（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 寄附金（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 受託研究･共同研究（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 02 ライフサイエンス等 動物実験計画書･報告書（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 02 ライフサイエンス等 病原性微生物保管･管理（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 03 研究者の受入･派遣 外国人研究者受入（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成30年度 F 研究一般 03 研究者の受入･派遣 日本学術振興会（農学部） 農学部事務長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 00 総括 研究情報登録･研究倫理教育（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 00 総括 研究者情報登録･研究倫理教育（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 科研費通知･交付申請･支払請求（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 科研費報告書（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 寄附金（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 受託研究･共同研究（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 科研費通知･交付申請･支払請求（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 科研費報告書（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 寄附金（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 受託研究･共同研究（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 科研費研究計画調書（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 01 競争的研究資金等 科研費研究計画調書（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 科学研究費補助金交付申請書（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 科学研究費補助金実績･成果報告書（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 科学研究費補助金通知書（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 科学研究費補助金計画書（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 科学研究費補助金交付申請書（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 科学研究費補助金実績･成果報告書（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 科学研究費補助金通知書（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 01 科学研究費補助金等 科学研究費補助金計画書（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 02 ライフサイエンス等 動物実験計画書･報告書（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 02 ライフサイエンス等 動物実験計画書･報告書（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 02 ライフサイエンス等 病原性微生物保管･管理（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 02 外部資金 寄附金（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 02 外部資金 受託研究･共同研究（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 02 外部資金 寄附金（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 02 外部資金 受託研究･共同研究（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 03 研究者の受入･派遣 外国人研究者受入（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成29年度 F 研究一般 03 研究者の受入･派遣 日本学術振興会（農学部） 農学部事務長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 03 研究者の受入･派遣 外国人研究者受入（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

令和元年度 F 研究一般 03 研究者の受入･派遣 日本学術振興会（農学部） 農学部事務長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 03 知的財産権 発明･特許（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄



平成28年度 F 研究一般 03 知的財産権 発明･特許（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 04 バイオサイエンス等 動物実験申請･承認関係（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 04 バイオサイエンス等 動物実験申請･承認関係（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 05 研究者の受入 外国人研究者受入（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成27年度 F 研究一般 05 研究者の受入 日本学術振興会（農学部） 農学部事務長 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 05 研究者の受入 外国人研究者受入（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄

平成28年度 F 研究一般 05 研究者の受入 日本学術振興会（農学部） 農学部事務長 2017/4/1 5 2022/3/31 紙 農学部事務室 農学部事務長 廃棄


