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2015年度 会計統括 会計 Ｇ３０　支払伝票 基盤運営課長 2016/04/01 7年 2023/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2015年度 会計統括 会計 Ｇ３０　国内旅費・外国旅費 基盤運営課長 2016/04/01 7年 2023/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2015年度 会計統括 会計 ＰｈＤ登龍門推進室　外国旅費　①～② 基盤運営課長 2016/04/01 7年 2023/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2015年度 会計統括 会計 ＰｈＤ登龍門推進室　国内旅費 基盤運営課長 2016/04/01 7年 2023/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2015年度 会計統括 会計 ＰｈＤ登龍門推進室　謝金・教育研究費 基盤運営課長 2016/04/01 7年 2023/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2015年度 会計統括 会計 ＰｈＤ登龍門推進室　謝金・教育研究費・リーディング大学院推進機構本部 基盤運営課長 2016/04/01 7年 2023/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2015年度 会計統括 会計 アクティブラーニングスタジオ関係 基盤運営課長 2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2015年度 会計統括 会計 大型契約案件 基盤運営課長 2016/04/01 7年 2023/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度 会計統括 助成 会議費・年会費 国際企画課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度 会計統括 会計 会議費　平成26年度 企画･学務部学務課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2015年度 会計統括 会計 会議費・旅費　平成27年度 基盤運営課長 2016/04/01 7年 2023/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2016年度 会計統括 会計 会議費・旅費 基盤運営課長 2017/04/01 7年 2024/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2017年度 会計統括 会計 会議費・旅費 基盤運営課長 2018/04/01 7年 2025/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 会計統括 会計 平成30年度 会議費・旅費 教育推進部基盤運営課長 2019/06/01 7年 2026/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2012年度 会計統括 会計 科学研究費補助金支出決議書　平成24年度 学務部学務企画課長 2013/04/01 7年 2020/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2013年度 会計統括 会計 科学研究費補助金支出決議書　平成25年度 学務部学務企画課長 2014/04/01 7年 2021/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度 会計統括 会計 科学研究費補助金支出決議書　平成26年度 企画･学務部学務課長 2015/04/01 7年 2022/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2015年度 会計統括 会計 学内公募 基盤運営課長 2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2016年度 会計統括 会計 学内公募 基盤運営課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2017年度 会計統括 会計 学内公募 基盤運営課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 会計統括 会計 平成30年度　学内公募 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2015年度 会計統括 会計 科研費分担者承諾書 基盤運営課長 2016/04/01 7年 2023/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2015年度 会計統括 会計 共同研究関係 基盤運営課長 2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2016年度 会計統括 会計 共同研究関係 基盤運営課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2017年度 会計統括 会計 共同研究関係 基盤運営課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 会計統括 外部資金 平成30年度 共同研究関係 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2015年度 会計統括 会計 教養教育院　国内旅費・外国旅費 基盤運営課長 2016/04/01 7年 2023/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2015年度 会計統括 会計 教養教育院　財務整備専門委員会 基盤運営課長 2016/04/01 7年 2023/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2017年度 会計統括 会計 教養教育院人件費振替伝票 基盤運営課長 2018/04/01 7年 2025/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2016年度 会計統括 会計 教養教育院　防災訓練 基盤運営課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2017年度 会計統括 会計 教養教育院　防災訓練 基盤運営課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2015年度 会計統括 会計 教養教育院　防災訓練 基盤運営課長 2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 会計統括 会計 平成30年度 教養教育院 防災訓練 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2015年度 会計統括 会計 国際化拠点整備事業費補助金【ＳＧＵ】　物件費・外国旅費・国内旅費 基盤運営課長 2016/04/01 7年 2023/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2015年度 会計統括 会計 国際化拠点整備事業費補助金【ＳＧＵ】　間接経費・授業料 基盤運営課長 2016/04/01 7年 2023/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2015年度 会計統括 会計 国立大学強化推進補助金（授業料）　物件費 基盤運営課長 2016/04/01 7年 2023/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2015年度 会計統括 会計 国立大学強化推進補助金（授業料）　謝金・短期雇用 基盤運営課長 2016/04/01 7年 2023/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2015年度 会計統括 会計 資産関係 基盤運営課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2016年度 会計統括 会計 資産関係 基盤運営課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2017年度 会計統括 会計 資産関係 基盤運営課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 会計統括 会計 平成30年度 資産関係 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄
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2015年度 会計統括 会計 資産使用簿 基盤運営課長 2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度 会計統括 助成 前渡資金（アジアサテライト以外） 国際企画課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2015年度 会計統括 会計 前渡資金・予算振替② 基盤運営課長 2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2016年度 会計統括 会計 前渡資金 基盤運営課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2017年度 会計統括 会計 前渡資金 基盤運営課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 会計統括 会計 平成30年度 予算振替 前渡資金 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 会計統括 会計 平成30年度 前渡資金 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2017年度 会計統括 会計 予算振替 基盤運営課長 2018/04/01 7年 2025/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 会計統括 会計 平成30年度 予算振替 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2015年度 会計統括 会計 発注事務にかかる届出書 基盤運営課長 2016/04/01 常用 ------ 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2016年度 会計統括 会計 平成27年度寄付物品受納書 基盤運営課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2015年度 会計統括 会計 平成26年度安全衛生届出関係（局所排気装置） 基盤運営課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2016年度 会計統括 会計 平成27年度安全衛生届出関係（局所排気装置） 基盤運営課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2015年度 会計統括 会計 平成27年度安全・衛生点検表 基盤運営課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2016年度 会計統括 会計 平成28年度安全・衛生点検表 基盤運営課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2017年度 会計統括 会計 平成29年度安全・衛生点検表 基盤運営課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2015年度 会計統括 会計 平成27年度持出し資産 基盤運営課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2016年度 会計統括 会計 平成28年度持出し資産 基盤運営課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2016年度 会計統括 会計 平成28年度資産チェックリスト 基盤運営課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2017年度 会計統括 会計 平成29年度資産チェックリスト 基盤運営課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度 会計統括 会計 財務関係調書　平成26年度① 企画･学務部学務課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度 会計統括 会計 財務関係調書　平成26年度② 企画･学務部学務課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2015年度 会計統括 会計 平成27年度切手受払簿 基盤運営課長 2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2016年度 会計統括 会計 平成28年度切手受払簿 基盤運営課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2017年度 会計統括 会計 平成29年度切手受払簿 基盤運営課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2015年度 会計統括 会計 平成27年度支出決定決議書1-27 基盤運営課長 2016/04/01 7年 2023/03/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2016年度 会計統括 会計 平成28年度支出決定決議書1-26 基盤運営課長 2017/04/01 7年 2022/03/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2017年度 会計統括 会計 平成29年度支出決定決議書1-26 基盤運営課長 2018/06/01 7年 2025/05/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2015年度 会計統括 会計 平成27年度資産管理票 基盤運営課長 2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2015年度 会計統括 会計 平成27年度除却・移替 基盤運営課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2017年度 会計統括 会計 平成29年度たな卸責任者委任簿・引継書 基盤運営課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度 会計統括 会計 予算配当通知書　平成26年度 企画･学務部学務課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2015年度 会計統括 会計 予算配当通知書　平成27年度 基盤運営課長 2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2016年度 会計統括 会計 予算配分通知 基盤運営課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 会計統括 会計 平成30年度 予算配分通知 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2015年度 会計統括 外部資金 振込依頼書・資格外活動報告書 基盤運営課長 2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2016年度 会計統括 外部資金 振込依頼書・資格外活動報告書 基盤運営課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2017年度 会計統括 外部資金 振込依頼書・資格外活動報告書 基盤運営課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 会計統括 会計 平成30年度 振込依頼書・回答書　資格外活動報告書 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度 会計統括 外部資金 平成２６年度文化庁受託事業謝金支払調書 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2015/04/01 7年 2022/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度 会計統括 外部資金 平成２６年受託事業出張・派遣依頼 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄
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2014年度 会計統括 外部資金 平成２６年度文化庁受託事業依頼書他 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度 会計統括 外部資金 平成２６年度受託事業振込依頼書 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度 会計統括 外部資金 平成２６年度受託事業謝金関連　翻訳・通訳 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2015/04/01 7年 2022/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2015年度 会計統括 外部資金 平成２７年度とよた日本語教室出張・派遣依頼 基盤運営課長 2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度 会計統括 外部資金 平成26年度 とよた日本語教室　会議謝金支払調書 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2015/04/01 7年 2022/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2015年度 会計統括 外部資金 平成27年度 とよた日本語教室　会議謝金支払調書 基盤運営課長 2016/04/01 7年 2023/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2016年度 会計統括 外部資金 平成28年度 とよた日本語教室　会議謝金支払調書 基盤運営課長 2017/04/01 7年 2024/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2017年度 会計統括 外部資金 平成29年度 とよた日本語教室　会議謝金支払調書 基盤運営課長 2018/04/01 7年 2025/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 会計統括 会計 平成30年度 とよた日本語教室　会議謝金支払調書 教育推進部基盤運営課長 2019/06/01 10年 2029/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度 会計統括 外部資金 平成２６年度とよた日本語教室講師謝金支払調書 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2015/04/01 7年 2022/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2015年度 会計統括 外部資金 平成２７年度とよた日本語教室講師謝金支払調書　①～② 基盤運営課長 2016/04/01 7年 2023/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2016年度 会計統括 外部資金 平成２８年度とよた日本語教室講師謝金支払調書　①～② 基盤運営課長 2017/04/01 7年 2024/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2017年度 会計統括 外部資金 平成29年度とよた日本語教室　講師謝金支払調書 基盤運営課長 2018/04/01 7年 2025/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 会計統括 会計 平成30年度 とよた日本語教室　講師謝金支払調書　① 教育推進部基盤運営課長 2019/06/01 10年 2029/05/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 会計統括 会計 平成30年度 とよた日本語教室　講師謝金支払調書　② 教育推進部基盤運営課長 2019/06/01 10年 2029/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度 会計統括 外部資金 平成２６年度とよた日本語教室能力判定会議・試験謝金支払調書 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2015/04/01 7年 2022/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2015年度 会計統括 外部資金 平成２７年度とよた日本語教室能力判定会議・試験謝金支払調書 基盤運営課長 2016/04/01 7年 2023/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2016年度 会計統括 外部資金 平成２８年度とよた日本語教室能力判定会議・試験謝金支払調書 基盤運営課長 2017/04/01 7年 2024/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2017年度 会計統括 外部資金 平成29年度とよた日本語教室能力判定会議・試験謝金支払調書 基盤運営課長 2018/04/01 7年 2025/03/31 紙 　 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 会計統括 会計 平成30年度 とよた日本語教室　能力判定会議・試験謝金支払調書 教育推進部基盤運営課長 2019/06/01 10年 2029/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2015年度 会計統括 外部資金 平成２７年度とよた日本語教室　翻訳その他謝金支払調書 基盤運営課長 2016/04/01 7年 2023/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2016年度 会計統括 外部資金 平成２８年度とよた日本語教室　翻訳その他謝金支払調書①～② 基盤運営課長 2017/04/01 7年 2024/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2017年度 会計統括 外部資金 平成29年度とよた日本語教室　翻訳その他謝金支払調書 基盤運営課長 2018/04/01 7年 2025/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 会計統括 会計 平成30年度 とよた日本語教室　翻訳・その他謝金支払調書　① 教育推進部基盤運営課長 2019/06/01 10年 2029/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 会計統括 会計 平成30年度 とよた日本語教室　翻訳・その他謝金支払調書　② 教育推進部基盤運営課長 2019/06/01 10年 2029/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度 会計統括 助成 ＣＡＬＥ棟工事関係 国際企画課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度 会計統括 助成 アジアキャンパス関係 国際企画課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度 会計統括 助成 科研費関係 国際企画課長 2015/04/01 7年 2022/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2015年度 会計統括 助成 科研費関係 基盤運営課長 2016/04/01 7年 2023/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2016年度 会計統括 助成 科研費関係 基盤運営課長 2017/04/01 7年 2024/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2017年度 会計統括 助成 科研費関係 基盤運営課長 2018/04/01 7年 2025/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 会計統括 外部資金 平成30年度 科研費関係 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度 会計統括 助成 科研費決議書 国際企画課長 2015/04/01 7年 2022/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2015年度 会計統括 助成 科研費決議書　①～② 基盤運営課長 2016/04/01 7年 2023/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2017年度 会計統括 助成 科研費決議書 基盤運営課長 2018/04/01 7年 2025/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 会計統括 会計 平成30年度 科研費決議書　高等教育 教育推進部基盤運営課長 2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 会計統括 会計 平成30年度 科研費決議書　学相センター　国際教育 教育推進部基盤運営課長 2019/06/01 7年 2026/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度 会計統括 助成 ノーベル賞原義書・監査関係 国際企画課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2015年度 会計統括 助成 監査関係 基盤運営課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2016年度 会計統括 助成 監査関係 基盤運営課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2017年度 会計統括 助成 監査関係 基盤運営課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄
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2014年度 会計統括 助成 寄附金関係（研究助成） 国際企画課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2015年度 会計統括 助成 寄附金 基盤運営課長 2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2016年度 会計統括 助成 寄附金 基盤運営課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2017年度 会計統括 助成 寄附金 基盤運営課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 会計統括 助成 平成30年度 寄付金 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度 会計統括 助成 契約課関係 国際企画課長 2015/04/01 7年 2022/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2015年度 会計統括 助成 契約課関係　①～② 基盤運営課長 2016/04/01 7年 2023/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2016年度 会計統括 助成 契約課関係 基盤運営課長 2017/04/01 7年 2024/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2017年度 会計統括 助成 契約課関係 基盤運営課長 2018/04/01 7年 2025/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 会計統括 会計 平成30年度 契約課関係 1/2 教育推進部基盤運営課長 2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 会計統括 会計 平成30年度 契約課関係　2/2 教育推進部基盤運営課長 2019/06/01 7年 2026/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 会計統括 会計  平成30年度 契約関係　（教養教育院）　1/3 教育推進部基盤運営課長 2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 会計統括 会計  平成30年度 契約関係　（教養教育院）　2/3 教育推進部基盤運営課長 2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 会計統括 会計 平成30年度 契約関係　（教養教育院）　3/3 教育推進部基盤運営課長 2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度 会計統括 助成 財務課調書　①～② 国際企画課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2015年度 会計統括 助成 財務課調書　①～② 基盤運営課長 2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2016年度 会計統括 助成 財務課調書 基盤運営課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2017年度 会計統括 助成 財務課調書 基盤運営課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 会計統括 会計 平成30年度 諸調書（監査・財務含む） 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度 会計統括 助成 施設課調書 国際企画課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2015年度 会計統括 助成 施設課調書 基盤運営課長 2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2016年度 会計統括 助成 施設課調書 基盤運営課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2017年度 会計統括 助成 施設課調書 基盤運営課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 会計統括 会計 平成30年度 施設課　調書 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2013年度 会計統括 助成 受託事業関係 国際企画課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度 会計統括 助成 受託事業関係 国際企画課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2015年度 会計統括 助成 受託事業関係 教育推進部基盤運営課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2016年度 会計統括 助成 受託事業関係 教育推進部基盤運営課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2017年度 会計統括 助成 受託事業関係 教育推進部基盤運営課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 会計統括 外部資金 平成30年度 受託事業関係 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度 会計統括 外部資金 平成２６年度文化庁受託事業依頼書他 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度 会計統括 外部資金 平成２６年度受託事業振込依頼書 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度 会計統括 外部資金 平成２６年受託事業出張・派遣依頼 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度 会計統括 助成 ソフトウェア資産管理（ＳＡＭ） 国際企画課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2015年度 会計統括 助成 ソフトウェア資産管理（ＳＡＭ） 基盤運営課長 2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2015年度 会計統括 助成 年会費 基盤運営課長 2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2016年度 会計統括 助成 年会費 基盤運営課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2017年度 会計統括 助成 年会費 基盤運営課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度 会計統括 助成 予算差引簿綴 国際企画課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2013年度 会計統括 助成 科学研究費助成事業 国際企画課長 2014/04/01 7年 2021/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2013年度 会計統括 助成 外国旅費 国際企画課長 2014/04/01 7年 2021/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄
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2014年度 会計統括 助成 外国旅費　①～④ 国際企画課長 2015/04/01 7年 2022/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2015年度 会計統括 助成 外国旅費　①～③ 基盤運営課長 2016/04/01 7年 2023/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度 会計統括 助成 研究協力部関係 国際企画課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2015年度 会計統括 助成 研究協力部関係 基盤運営課長 2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2016年度 会計統括 助成 研究協力部関係 基盤運営課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2017年度 会計統括 助成 研究協力部関係 基盤運営課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2013年度 会計統括 助成 国内旅費 国際企画課長 2014/04/01 7年 2021/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度 会計統括 助成 国内旅費 国際企画課長 2015/04/01 7年 2022/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2015年度 会計統括 助成 国内旅費①～③ 教育推進部基盤運営課長 2016/04/01 7年 2023/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2013年度 会計統括 助成 謝金伺 国際企画課長 2014/04/01 7年 2021/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2013年度 会計統括 助成 謝金 国際企画課長 2014/04/01 7年 2021/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度 会計統括 助成 謝金 国際企画課長 2015/04/01 7年 2022/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2015年度 会計統括 助成 謝金 基盤運営課長 2016/04/01 7年 2023/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2016年度 会計統括 助成 謝金 基盤運営課長 2017/04/01 7年 2024/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2017年度 会計統括 助成 謝金 基盤運営課長 2018/04/01 7年 2025/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 会計統括 会計 平成30年度 謝金 教育推進部基盤運営課長 2019/06/01 7年 2026/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2015年度 会計統括 その他 諸謝金関係綴り 基盤運営課長 2016/04/01 7年 2023/03/31 紙 高等教育研究センター内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2016年度 会計統括 その他 諸謝金関係綴り 基盤運営課長 2017/04/01 7年 2024/03/31 紙 高等教育研究センター内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2017年度 会計統括 その他 諸謝金関係綴り 基盤運営課長 2018/04/01 7年 2025/03/31 紙 高等教育研究センター内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 会計統括 その他 諸謝金関係綴り 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 7年 2026/03/31 紙 高等教育研究センター内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2013年度 会計統括 助成 図書関係 国際企画課長 2014/04/01 7年 2021/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度 会計統括 助成 図書関係 国際企画課長 2015/04/01 7年 2022/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2013年度 会計統括 助成 短期雇用伺 国際企画課長 2014/04/01 7年 2021/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度 会計統括 助成 短期雇用 国際企画課長 2015/04/01 7年 2022/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2009年度 会計統括 物品管理 物品供用簿 国際部国際企画課 2010/04/01 10年 2020/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2010年度 会計統括 物品管理 物品供用簿 国際企画課長 2011/04/01 10年 2021/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2011年度 会計統括 物品管理 物品供用簿 国際企画課長 2012/04/01 10年 2022/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2012年度 会計統括 物品管理 物品供用簿 国際企画課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2013年度 会計統括 助成 物品関係 国際企画課長 2014/04/01 7年 2021/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度 会計統括 助成 物品関係　4-1～4-4 国際企画課長 2015/04/01 7年 2022/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2015年度 会計統括 助成 物品関係　4-1～4-4 基盤運営課長 2016/04/01 7年 2023/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2015年度 会計統括 会計 物品関係5-1 基盤運営課長 2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2013年度 会計統括 助成 物品請求及び工事・役務依頼書 国際企画課長 2014/04/01 7年 2021/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2015年度 会計統括 会計 駐車許可証 基盤運営課長 2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2016年度 会計統括 会計 駐車許可証 基盤運営課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2017年度 会計統括 会計 駐車許可証 基盤運営課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 会計統括 会計 平成30年度 駐車許可証 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 1年 2020/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 会計統括 会計 H27～ 料金設定関係 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 会計統括 会計 平成30年度 中部地区S・P・S 東海地区部会 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 会計統括 会計 租税条約 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 7年 2026/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 会計統括 会計 平成30年度 清掃作業報告書 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 3年 #VALUE! 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄
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2018年度 会計統括 会計 平成29年度 留学生就職促進プログラム　報告書　1/2 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 会計統括 会計 平成29年度 留学生就職促進プログラム　報告書　2/2 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2011年度
会計統括（教
養教育院）

庶務
（短期雇

用）
平成23年扶養控除申告書 学務部学務企画課長 2012/04/01 10年 2022/03/31 紙 教養教育院南棟資料室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2012年度
会計統括
（教養教育

院）
会計 平成24年扶養控除申告書 学務部学務企画課長 2013/04/01 7年 2020/03/31 紙 教養教育院南等資料室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2013年度
会計統括
（教養教育

院）
会計 平成25年扶養控除申告書 学務部学務企画課長 2014/04/01 7年 2021/03/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度
会計統括
（教養教育

院）
会計 平成26年扶養控除申告書 企画･学務部学務課長 2015/06/01 7年 2022/05/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度
会計統括（教
養教育院）

施設（通知） 平成26年度施設通知(含調書） 企画･学務部学務課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度
会計統括
（教養教育

院）
施設（清掃） 平成26年度施設（清掃） 企画･学務部学務課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 教養教育院南棟資料室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2013年度
会計統括
（教養教育

院）

施設（安全
衛生）

平成18年度～平成25年度安全衛生届出関係（局所排気装置） 学務部学務企画課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2009年度
会計統括
（教養教育

院）

会計
（委員会）

平成21年度実験安全・物品専門委員会 学務部学務企画課長 2010/04/01 10年 2020/03/31 紙 教養教育院南棟資料室 教育推進部基盤運営課長 移管

2010年度
会計統括
（教養教育

院）

会計
（委員会）

平成22年度実験安全・物品専門委員会 学務部学務企画課長 2011/04/01 10年 2021/03/31 紙 教養教育院南棟資料室 教育推進部基盤運営課長 移管

2011年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（委員会）

平成23年度実験安全・物品専門委員会 学務部学務企画課長 2012/04/01 10年 2022/03/31 紙 教養教育院南棟資料室 教育推進部基盤運営課長 移管

2012年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（委員会）

平成24年度実験安全・物品専門委員会 学務部学務企画課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 教養教育院南棟資料室 教育推進部基盤運営課長 移管

2013年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（委員会）

平成25年度実験安全・物品専門委員会 学務部学務企画課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 移管

2014年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（委員会）

平成26年度実験安全・物品専門委員会 企画･学務部学務課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 移管

2010年度
会計統括
（教養教育

院）

庶務（安全
衛生）

平成22年度安全衛生点検表・巡視 学務部学務企画課長 2011/04/01 10年 2021/03/31 紙 教養教育院南棟資料室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2011年度
会計統括
（教養教育

院）

庶務（安全
衛生）

平成23年度安全衛生点検表・巡視 学務部学務企画課長 2012/04/01 10年 2022/03/31 紙 教養教育院南棟資料室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2012年度
会計統括（教
養教育院）

庶務（安全
衛生）

平成24年度安全衛生点検表・巡視 学務部学務企画課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 教養教育院南等資料室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度
会計統括
（教養教育

院）
人事（出張） 平成26年度旅行命令簿・研修承認願 企画･学務部学務課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2009年度
会計統括
（教養教育

院）

会計
（委員会）

平成21年度財務整備専門委員会 学務部学務企画課長 2010/04/01 10年 2020/03/31 紙 教養教育院南棟資料室 教育推進部基盤運営課長 移管

2010年度
会計統括
（教養教育

院）

会計
（委員会）

平成22年度財務整備専門委員会 学務部学務企画課長 2011/04/01 10年 2021/03/31 紙 教養教育院南棟資料室 教育推進部基盤運営課長 移管

2011年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（委員会）

平成23年度財務整備専門委員会 学務部学務企画課長 2012/04/01 10年 2022/03/31 紙 教養教育院南棟資料室 教育推進部基盤運営課長 移管

2012年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（委員会）

平成24年度財務整備専門委員会 学務部学務企画課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 教養教育院南棟資料室 教育推進部基盤運営課長 移管

2013年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（委員会）

平成25年度財務整備専門委員会 学務部学務企画課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 移管

2014年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（委員会）

平成26年度財務整備専門委員会 企画･学務部学務課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 移管

2009年度
会計統括（教
養教育院）

会計（監査） 平成21年度会計検査 学務部学務企画課長 2010/04/01 10年 2020/03/31 紙 教養教育院南棟資料室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2010年度
会計統括（教
養教育院）

会計（監査） 平成22年度会計検査 学務部学務企画課長 2011/04/01 10年 2021/03/31 紙 教養教育院南棟資料室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2011年度
会計統括（教
養教育院）

会計（監査） 平成23年度会計検査 学務部学務企画課長 2012/04/01 10年 2022/03/31 紙 教養教育院南棟資料室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2012年度
会計統括（教
養教育院）

会計（監査） 平成24年度会計検査 学務部学務企画課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 教養教育院南棟資料室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2013年度
会計統括（教
養教育院）

会計（監査） 平成25年度会計検査 学務部学務企画課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2012年度
会計統括（教
養教育院）

会計（監査） 平成24年度学内監査 学務部学務企画課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 教養教育院南棟資料室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2013年度
会計統括（教
養教育院）

会計（監査） 平成25年度学内監査 学務部学務企画課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2012年度
会計統括（教
養教育院）

会計（契約） 平成24年度契約伺い（依頼書） 学務部学務企画課長 2013/04/01 7年 2020/03/31 紙 教養教育院南等資料室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2013年度
会計統括（教
養教育院）

会計（契約） 平成25年度契約伺い（依頼書） 学務部学務企画課長 2014/04/01 7年 2021/03/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2012年度
会計統括（教
養教育院）

会計（契約） 平成24年度見積合わせ 学務部学務企画課長 2013/04/01 7年 2020/03/31 紙 教養教育院南等資料室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2013年度
会計統括（教
養教育院）

会計（契約） 平成25年度見積合わせ 学務部学務企画課長 2014/04/01 7年 2021/03/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2012年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（決議書）

平成24年度支出決定決議書1/28 学務部学務企画課長 2013/06/01 7年 2020/05/31 紙 教養教育院南棟資料室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2012年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（決議書）

平成24年度支出決定決議書2/28 学務部学務企画課長 2013/06/01 7年 2020/05/31 紙 教養教育院南棟資料室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2012年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（決議書）

平成24年度支出決定決議書3/28 学務部学務企画課長 2013/06/01 7年 2020/05/31 紙 教養教育院南棟資料室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2012年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（決議書）

平成24年度支出決定決議書4/28 学務部学務企画課長 2013/06/01 7年 2020/05/31 紙 教養教育院南棟資料室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2012年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（決議書）

平成24年度支出決定決議書5/28 学務部学務企画課長 2013/06/01 7年 2020/05/31 紙 教養教育院南棟資料室 教育推進部基盤運営課長 廃棄
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2012年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（決議書）

平成24年度支出決定決議書6/28 学務部学務企画課長 2013/06/01 7年 2020/05/31 紙 教養教育院南棟資料室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2012年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（決議書）

平成24年度支出決定決議書7/28 学務部学務企画課長 2013/06/01 7年 2020/05/31 紙 教養教育院南棟資料室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2012年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（決議書）

平成24年度支出決定決議書8/28 学務部学務企画課長 2013/06/01 7年 2020/05/31 紙 教養教育院南棟資料室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2012年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（決議書）

平成24年度支出決定決議書9/28 学務部学務企画課長 2013/06/01 7年 2020/05/31 紙 教養教育院南棟資料室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2012年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（決議書）

平成24年度支出決定決議書10/28 学務部学務企画課長 2013/06/01 7年 2020/05/31 紙 教養教育院南棟資料室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2012年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（決議書）

平成24年度支出決定決議書11/28 学務部学務企画課長 2013/06/01 7年 2020/05/31 紙 教養教育院南棟資料室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2012年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（決議書）

平成24年度支出決定決議書12/28 学務部学務企画課長 2013/06/01 7年 2020/05/31 紙 教養教育院南棟資料室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2012年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（決議書）

平成24年度支出決定決議書13/28 学務部学務企画課長 2013/06/01 7年 2020/05/31 紙 教養教育院南棟資料室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2012年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（決議書）

平成24年度支出決定決議書14/28 学務部学務企画課長 2013/06/01 7年 2020/05/31 紙 教養教育院南棟資料室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2012年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（決議書）

平成24年度支出決定決議書15/28 学務部学務企画課長 2013/06/01 7年 2020/05/31 紙 教養教育院南棟資料室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2012年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（決議書）

平成24年度支出決定決議書16/28 学務部学務企画課長 2013/06/01 7年 2020/05/31 紙 教養教育院南棟資料室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2012年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（決議書）

平成24年度支出決定決議書17/28 学務部学務企画課長 2013/06/01 7年 2020/05/31 紙 教養教育院南棟資料室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2012年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（決議書）

平成24年度支出決定決議書18/28 学務部学務企画課長 2013/06/01 7年 2020/05/31 紙 教養教育院南棟資料室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2012年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（決議書）

平成24年度支出決定決議書19/28 学務部学務企画課長 2013/06/01 7年 2020/05/31 紙 教養教育院南棟資料室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2012年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（決議書）

平成24年度支出決定決議書20/28 学務部学務企画課長 2013/06/01 7年 2020/05/31 紙 教養教育院南棟資料室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2012年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（決議書）

平成24年度支出決定決議書21/28 学務部学務企画課長 2013/06/01 7年 2020/05/31 紙 教養教育院南棟資料室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2012年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（決議書）

平成24年度支出決定決議書22/28 学務部学務企画課長 2013/06/01 7年 2020/05/31 紙 教養教育院南棟資料室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2012年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（決議書）

平成24年度支出決定決議書23/28 学務部学務企画課長 2013/06/01 7年 2020/05/31 紙 教養教育院南棟資料室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2012年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（決議書）

平成24年度支出決定決議書24/28 学務部学務企画課長 2013/06/01 7年 2020/05/31 紙 教養教育院南棟資料室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2012年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（決議書）

平成24年度支出決定決議書25/28 学務部学務企画課長 2013/06/01 7年 2020/05/31 紙 教養教育院南棟資料室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2012年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（決議書）

平成24年度支出決定決議書26/28 学務部学務企画課長 2013/06/01 7年 2020/05/31 紙 教養教育院南棟資料室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2012年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（決議書）

平成24年度支出決定決議書27/28 学務部学務企画課長 2013/06/01 7年 2020/05/31 紙 教養教育院南棟資料室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2012年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（決議書）

平成24年度支出決定決議書28/28 学務部学務企画課長 2013/06/01 7年 2020/05/31 紙 教養教育院南棟資料室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2013年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（決議書）

平成25年度支出決定決議書1/30 学務部学務企画課長 2014/06/01 7年 2021/05/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2013年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（決議書）

平成25年度支出決定決議書2/30 学務部学務企画課長 2014/06/01 7年 2021/05/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2013年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（決議書）

平成25年度支出決定決議書3/30 学務部学務企画課長 2014/06/01 7年 2021/05/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2013年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（決議書）

平成25年度支出決定決議書4/30 学務部学務企画課長 2014/06/01 7年 2021/05/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2013年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（決議書）

平成25年度支出決定決議書5/30 学務部学務企画課長 2014/06/01 7年 2021/05/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2013年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（決議書）

平成25年度支出決定決議書6/30 学務部学務企画課長 2014/06/01 7年 2021/05/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2013年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（決議書）

平成25年度支出決定決議書7/30 学務部学務企画課長 2014/06/01 7年 2021/05/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2013年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（決議書）

平成25年度支出決定決議書8/30 学務部学務企画課長 2014/06/01 7年 2021/05/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2013年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（決議書）

平成25年度支出決定決議書9/30 学務部学務企画課長 2014/06/01 7年 2021/05/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2013年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（決議書）

平成25年度支出決定決議書10/30 学務部学務企画課長 2014/06/01 7年 2021/05/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2013年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（決議書）

平成25年度支出決定決議書11/30 学務部学務企画課長 2014/06/01 7年 2021/05/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2013年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（決議書）

平成25年度支出決定決議書12/30 学務部学務企画課長 2014/06/01 7年 2021/05/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2013年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（決議書）

平成25年度支出決定決議書13/30 学務部学務企画課長 2014/06/01 7年 2021/05/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2013年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（決議書）

平成25年度支出決定決議書14/30 学務部学務企画課長 2014/06/01 7年 2021/05/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2013年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（決議書）

平成25年度支出決定決議書15/30 学務部学務企画課長 2014/06/01 7年 2021/05/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2013年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（決議書）

平成25年度支出決定決議書16/30 学務部学務企画課長 2014/06/01 7年 2021/03/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2013年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（決議書）

平成25年度支出決定決議書17/30 学務部学務企画課長 2014/06/01 7年 2021/05/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2013年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（決議書）

平成25年度支出決定決議書18/30 学務部学務企画課長 2014/06/01 7年 2021/05/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2013年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（決議書）

平成25年度支出決定決議書19/30 学務部学務企画課長 2014/06/01 7年 2021/05/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄
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2013年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（決議書）

平成25年度支出決定決議書20/30 学務部学務企画課長 2014/06/01 7年 2021/05/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2013年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（決議書）

平成25年度支出決定決議書21/30 学務部学務企画課長 2014/06/01 7年 2021/05/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2013年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（決議書）

平成25年度支出決定決議書22/30 学務部学務企画課長 2014/06/01 7年 2021/05/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2013年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（決議書）

平成25年度支出決定決議書23/30 学務部学務企画課長 2014/06/01 7年 2021/05/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2013年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（決議書）

平成25年度支出決定決議書24/30 学務部学務企画課長 2014/06/01 7年 2021/05/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2013年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（決議書）

平成25年度支出決定決議書25/30 学務部学務企画課長 2014/06/01 7年 2021/03/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2013年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（決議書）

平成25年度支出決定決議書26/30 学務部学務企画課長 2014/06/01 7年 2021/03/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2013年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（決議書）

平成25年度支出決定決議書27/30 学務部学務企画課長 2014/06/01 7年 2021/03/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2013年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（決議書）

平成25年度支出決定決議書28/30 学務部学務企画課長 2014/06/01 7年 2021/03/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2013年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（決議書）

平成25年度支出決定決議書29/30 学務部学務企画課長 2014/06/01 7年 2021/05/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2013年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（決議書）

平成25年度支出決定決議書30/30 学務部学務企画課長 2014/06/01 7年 2021/05/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（決議書）

平成26年度支出決定決議書1/27 企画･学務部学務課長 2015/06/01 7年 2022/05/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（決議書）

平成26年度支出決定決議書2/27 企画･学務部学務課長 2015/06/01 7年 2022/05/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（決議書）

平成26年度支出決定決議書3/27 企画･学務部学務課長 2015/06/01 7年 2022/05/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（決議書）

平成26年度支出決定決議書4/27 企画･学務部学務課長 2015/06/01 7年 2022/05/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（決議書）

平成26年度支出決定決議書5/27 企画･学務部学務課長 2015/06/01 7年 2022/05/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（決議書）

平成26年度支出決定決議書6/27 企画･学務部学務課長 2015/06/01 7年 2022/05/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（決議書）

平成26年度支出決定決議書7/27 企画･学務部学務課長 2015/06/01 7年 2022/05/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（決議書）

平成26年度支出決定決議書8/27 企画･学務部学務課長 2015/06/01 7年 2022/05/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（決議書）

平成26年度支出決定決議書9/27 企画･学務部学務課長 2015/06/01 7年 2022/05/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（決議書）

平成26年度支出決定決議書10/27 企画･学務部学務課長 2015/06/01 7年 2022/03/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（決議書）

平成26年度支出決定決議書11/27 企画･学務部学務課長 2015/06/01 7年 2022/03/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（決議書）

平成26年度支出決定決議書12/27 企画･学務部学務課長 2015/06/01 7年 2022/05/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（決議書）

平成26年度支出決定決議書13/27 企画･学務部学務課長 2015/06/01 7年 2022/03/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（決議書）

平成26年度支出決定決議書14/27 企画･学務部学務課長 2015/06/01 7年 2022/03/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（決議書）

平成26年度支出決定決議書15/27 企画･学務部学務課長 2015/06/01 7年 2022/03/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（決議書）

平成26年度支出決定決議書16/27 企画･学務部学務課長 2015/06/01 7年 2022/03/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（決議書）

平成26年度支出決定決議書17/27 企画･学務部学務課長 2015/06/01 7年 2022/03/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（決議書）

平成26年度支出決定決議書18/27 企画･学務部学務課長 2015/06/01 7年 2022/05/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（決議書）

平成26年度支出決定決議書19/27 企画･学務部学務課長 2015/06/01 7年 2022/03/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（決議書）

平成26年度支出決定決議書20/27 企画･学務部学務課長 2015/06/01 7年 2022/05/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（決議書）

平成26年度支出決定決議書21/27 企画･学務部学務課長 2015/06/01 7年 2022/05/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（物品管

理）
平成26年度除却・移替 企画･学務部学務課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（決議書）

平成26年度支出決定決議書22/27 企画･学務部学務課長 2015/06/01 7年 2022/05/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（決議書）

平成26年度支出決定決議書23/27 企画･学務部学務課長 2015/06/01 7年 2022/05/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（決議書）

平成26年度支出決定決議書24/27 企画･学務部学務課長 2015/06/01 7年 2022/05/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（決議書）

平成26年度支出決定決議書25/27 企画･学務部学務課長 2015/06/01 7年 2022/05/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（決議書）

平成26年度支出決定決議書26/27 企画･学務部学務課長 2015/06/01 7年 2022/05/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（決議書）

平成26年度支出決定決議書27/27 企画･学務部学務課長 2015/06/01 7年 2022/05/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2012年度
会計統括（教
養教育院）

会計（研究
支援）

平成24年度科学研究費補助金 学務部学務企画課長 2013/04/01 7年 2020/03/31 紙 教養教育院南棟資料室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2013年度
会計統括（教
養教育院）

会計（研究
支援）

平成25年度科学研究費補助金 学務部学務企画課長 2014/04/01 7年 2021/03/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度
会計統括（教
養教育院）

会計（研究
支援）

平成26年度科学研究費補助金 企画･学務部学務課長 2015/04/01 7年 2022/03/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄
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2014年度
会計統括（教
養教育院）

会計(調書） 平成26年度調書 企画･学務部学務課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2013年度
会計統括（教
養教育院）

会計(通知） 平成25年度通知（除調書） 学務部学務企画課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2011年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（物品管

理）
平成21-23年度資産使用簿 学務部学務企画課長 2012/04/01 10年 2022/03/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2009年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（物品管

理）
平成21年度資産管理票 学務部学務企画課長 2010/04/01 10年 2020/03/31 紙 教養教育院南棟資料室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2010年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（物品管

理）
平成22年度資産管理票 学務部学務企画課長 2011/04/01 10年 2021/03/31 紙 教養教育院南棟資料室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2011年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（物品管

理）
平成23年度資産管理票 学務部学務企画課長 2012/04/01 10年 2022/03/31 紙 教養教育院南棟資料室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2012年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（物品管

理）
平成24年度資産管理票 学務部学務企画課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 教養教育院南棟資料室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2013年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（物品管

理）
平成25年度資産管理票 学務部学務企画課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（物品管

理）
平成26年度資産管理票 企画･学務部学務課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2009年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（物品管

理）
平成21年度除却・移替 学務部学務企画課長 2010/04/01 10年 2020/03/31 紙 教養教育院南棟資料室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2010年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（物品管

理）
平成22年度除却・移替 学務部学務企画課長 2011/04/01 10年 2021/03/31 紙 教養教育院南棟資料室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2011年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（物品管

理）
平成23年度除却・移替 学務部学務企画課長 2012/04/01 10年 2022/03/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2012年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（物品管

理）
平成24年度除却・移替 学務部学務企画課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 教養教育院南棟資料室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2013年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（物品管

理）
平成25年度除却・移替 学務部学務企画課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度
会計統括（教
養教育院）

会計
（物品管

理）
平成26年度切手受払簿 企画･学務部学務課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 教養教育院南棟資料室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度
会計統括（教
養教育院）

施設（防災） 平成26年度防災関係 企画･学務部学務課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2015年度
会計統括（教
養教育院）

施設（防災） 平成27年度防災関係 基盤運営課長 2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2016年度
会計統括（教
養教育院）

施設（防
災）

平成28年度防災関係 基盤運営課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2017年度
会計統括（教
養教育院）

施設（防
災）

平成29年度防災関係 基盤運営課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2010年度
高等教育
センター

会議 FD・SD教育改善支援拠点運営委員会　平成22年度 学務部学務企画課長 2011/04/01 10年 2021/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 移管

2011年度
高等教育
センター

会議 FD・SD教育改善支援拠点運営委員会　平成23年度 学務部学務企画課長 2012/04/01 10年 2022/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 移管

2012年度
高等教育
センター

会議 FD・SD教育改善支援拠点運営委員会　平成24年度 学務部学務企画課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 移管

2013年度
高等教育
センター

会議 FD・SD教育改善支援拠点運営委員会　平成25年度 学務部学務企画課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 高等教育センター室内 教育推進部基盤運営課長 移管

2014年度
高等教育
センター

会議 FD・SD教育改善支援拠点運営委員会　平成26年度 企画･学務部学務課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 高等教育センター室内 教育推進部基盤運営課長 移管

2009年度
高等教育
センター

会議 ＦＤ・ＳＤコンソーシアム　平成21年度 学務部学務企画課長 2010/04/01 10年 2020/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 移管

2010年度
高等教育
センター

会議 ＦＤ・ＳＤコンソーシアム　平成22年度 学務部学務企画課長 2011/04/01 10年 2021/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 移管

2014年度
高等教育
センター

会議 センター運営委員会　平成26年度 企画･学務部学務課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 高等教育センター室内 教育推進部基盤運営課長 移管

2015年度
高等教育
センター

会議 センター運営委員会　平成27年度 基盤運営課長 2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 高等教育センター室内 教育推進部基盤運営課長 移管

2016年度
高等教育
センター

会議 センター運営委員会　平成28年度 基盤運営課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 高等教育センター室内 教育推進部基盤運営課長 移管

2017年度
高等教育
センター

会議 センター運営委員会　平成29年度 基盤運営課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 高等教育センター室内 教育推進部基盤運営課長 移管

2018年度
高等教育
センター

会議 センター運営委員会　平成30年度 基盤運営課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 高等教育センター室内 教育推進部基盤運営課長 移管

2009年度
高等教育
センター

会計 科学研究費補助金支出決議書　平成21年度 学務部学務企画課長 2010/04/01 10年 2020/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2010年度
高等教育
センター

会計 科学研究費補助金支出決議書　平成22年度 学務部学務企画課長 2011/04/01 10年 2021/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2011年度
高等教育
センター

会計 科学研究費補助金支出決議書①　平成23年度 学務部学務企画課長 2012/04/01 10年 2022/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2011年度
高等教育
センター

会計 科学研究費補助金支出決議書②　平成23年度 学務部学務企画課長 2012/04/01 10年 2022/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2012年度
高等教育
センター

会計 科学研究費補助金支出決議書①　平成24年度 学務部学務企画課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2012年度
高等教育
センター

会計 科学研究費補助金支出決議書②　平成24年度 学務部学務企画課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2013年度
高等教育
センター

会計 科学研究費補助金支出決議書　平成25年度 学務部学務企画課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 高等教育センター室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度
高等教育
センター

会計 科学研究費補助金支出決議書　平成26年度 企画･学務部学務課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 高等教育センター室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2012年度
高等教育
センター

会計 科研費（基金）関係　平成24年度 学務部学務企画課長 2013/04/01 7年 2020/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2012年度
高等教育
センター

会計 科研費（補助金）関係　平成24年度 学務部学務企画課長 2013/04/01 7年 2020/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄
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2013年度
高等教育
センター

会計 科研費関係　平成25年度 学務部学務企画課長 2014/04/01 7年 2021/03/31 紙 高等教育センター室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度
高等教育
センター

会計 科研費関係　平成26年度 企画･学務部学務課長 2015/04/01 7年 2022/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度
高等教育
センター

会計 予算配当通知書　平成26年度 企画･学務部学務課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 高等教育センター室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度
高等教育
センター

会計 旅行命令簿　平成26年度 企画･学務部学務課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 高等教育センター室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2013年度 総務統括 服務 旅行命令　国内出張① 国際企画課長 2014/04/01 7年 2021/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2013年度 総務統括 服務 旅行命令・国内出張② 国際企画課長 2014/04/01 7年 2021/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度 総務統括 服務 旅行命令・国内出張① 国際企画課長 2015/04/01 7年 2022/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度 総務統括 服務 旅行命令・国内出張② 国際企画課長 2015/04/01 7年 2022/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2015年度 総務統括 会計 旅行命令・国内出張① 基盤運営課長 2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2015年度 総務統括 会計 旅行命令・国内出張② 基盤運営課長 2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2015年度 総務統括 服務 旅行命令・国内出張③ 基盤運営課長 2016/04/01 7年 2023/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2015年度 総務統括 服務 旅行命令・国内出張④ 基盤運営課長 2016/04/01 7年 2023/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2016年度 総務統括 服務 旅行命令・国内出張① 基盤運営課長 2017/04/01 7年 2024/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2016年度 総務統括 服務 旅行命令・国内出張② 基盤運営課長 2017/04/01 7年 2024/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2016年度 総務統括 服務 旅行命令・国内出張(アジアサテライトキャンパス) 基盤運営課長 2017/04/01 7年 2024/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2017年度 総務統括 服務 旅行命令・国内出張① 基盤運営課長 2018/04/01 7年 2025/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2017年度 総務統括 服務 旅行命令・国内出張② 基盤運営課長 2018/04/01 7年 2025/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 総務統括 服務 旅行命令・国内出張① 基盤運営課長 2019/04/01 7年 2026/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 総務統括 服務 旅行命令・国内出張② 基盤運営課長 2019/04/01 7年 2026/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2013年度 総務統括 服務 旅行命令・外国出張① 国際企画課長 2014/04/01 7年 2021/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2013年度 総務統括 服務 旅行命令・外国出張② 国際企画課長 2014/04/01 7年 2021/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度 総務統括 服務 旅行命令・外国出張① 国際企画課長 2015/04/01 7年 2022/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度 総務統括 服務 旅行命令・外国出張② 国際企画課長 2015/04/01 7年 2022/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度 総務統括 服務 旅行命令・外国出張③ 国際企画課長 2015/04/01 7年 2022/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度 総務統括 服務 旅行命令・個人研究費 国際企画課長 2015/04/01 7年 2022/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2015年度 総務統括 服務 旅行命令・外国出張① 基盤運営課長 2016/04/01 7年 2023/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2015年度 総務統括 服務 旅行命令・外国出張② 基盤運営課長 2016/04/01 7年 2023/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2016年度 総務統括 服務 旅行命令・外国出張① 基盤運営課長 2017/04/01 7年 2024/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2016年度 総務統括 服務 旅行命令・外国出張(アジアサテライトキャンパス) 基盤運営課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2017年度 総務統括 服務 旅行命令・外国出張① 基盤運営課長 2018/04/01 7年 2025/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 総務統括 服務 旅行命令・外国出張① 基盤運営課長 2019/04/01 7年 2026/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度 総務統括 服務 旅行命令・科研費 国際企画課長 2015/04/01 7年 2022/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2015年度 総務統括 服務 旅行命令・科研費 基盤運営課長 2016/04/01 7年 2023/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2015年度 総務統括 服務 教養教育院　旅行命令・研修 基盤運営課長 2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2016年度 総務統括 服務 教養教育院　旅行命令 基盤運営課長 2017/04/01 7年 2024/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2017年度 総務統括 服務 教養教育院　旅行命令 基盤運営課長 2018/04/01 7年 2025/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2016年度 総務統括 服務 旅行命令・科研費 基盤運営課長 2017/04/01 7年 2024/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2017年度 総務統括 服務 旅行命令・科研費 基盤運営課長 2018/04/01 7年 2025/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 総務統括 服務 旅行命令・科研費 基盤運営課長 2019/04/01 7年 2026/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2015年度 総務統括 服務 平成２７年度短期雇用① 基盤運営課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2015年度 総務統括 服務 平成２７年度短期雇用② 基盤運営課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄
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2015年度 総務統括 服務 平成２７年度短期雇用③ 基盤運営課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2016年度 総務統括 服務 平成２８年度短期雇用① 基盤運営課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2016年度 総務統括 服務 平成２８年度短期雇用② 基盤運営課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2016年度 総務統括 服務 平成２８年度短期雇用③ 基盤運営課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2016年度 総務統括 服務 平成２８年度短期雇用④ 基盤運営課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2016年度 総務統括 服務 平成２８年度短期雇用⑤ 基盤運営課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2017年度 総務統括 服務 平成２９年度短期雇用① 基盤運営課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2017年度 総務統括 服務 平成２９年度短期雇用② 基盤運営課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2017年度 総務統括 服務 平成２９年度短期雇用③ 基盤運営課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2017年度 総務統括 服務 平成２９年度短期雇用④ 基盤運営課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2017年度 総務統括 服務 平成２９年度短期雇用⑤ 基盤運営課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2017年度 総務統括 服務 平成２９年度短期雇用⑥ 基盤運営課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2017年度 総務統括 服務 平成２９年度短期雇用⑦ 基盤運営課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2009年度 総務統括 服務 非常勤関係職員関係綴　平成１９年度～２１年度 学務部学務企画課長 2010/04/01 10年 2020/03/31 紙 教育企画課分室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2010年度 総務統括 服務 非常勤関係職員関係綴　平成２２年度 学務部学務企画課長 2011/04/01 10年 2021/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2011年度 総務統括 服務 非常勤関係職員関係綴　平成２３年度 学務部学務企画課長 2012/04/01 10年 2022/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2012年度 総務統括 服務 非常勤関係職員関係綴　平成２４年度 学務部学務企画課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2013年度 総務統括 服務 非常勤関係職員関係綴　平成２５年度 学務部学務企画課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度 総務統括 服務 非常勤関係職員関係綴　平成26年度 企画･学務部学務課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2015年度 総務統括 服務 休暇簿・非常勤職員（平成27年） 基盤運営課長 2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2016年度 総務統括 服務 休暇簿・非常勤職員（平成28年） 基盤運営課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2017年度 総務統括 服務 休暇簿・非常勤職員（平成29年） 基盤運営課長 2018/04/01 7年 2025/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 総務統括 服務 平成30年度 休暇簿（非常勤職員） 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 7年 2026/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2015年度 総務統括 服務 出勤簿・非常勤職員（平成27年） 教育推進部基盤運営課長 2016/04/01 7年 2023/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2016年度 総務統括 服務 出勤簿・非常勤職員（平成28年） 教育推進部基盤運営課長 2017/04/01 7年 2024/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2017年度 総務統括 服務 出勤簿・非常勤職員（平成29年） 教育推進部基盤運営課長 2018/04/01 7年 2025/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度 総務統括 服務 休暇簿（平成26年） 国際企画課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度 総務統括 服務 平成２６年度休暇簿 企画・学務部入試課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2013年度 総務統括 服務 平成25年度出勤簿・休暇簿 学務部学務企画課長 2014/04/01 7年 2021/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 移管

2014年度 総務統括 服務 平成26年度出勤簿・休暇簿 高等教育研究センター長 2015/4/1 7年 2022/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 移管

2015年度 総務統括 服務 休暇簿・常勤職員（平成27年） 基盤運営課長 2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2016年度 総務統括 服務 休暇簿・常勤職員（平成28年） 基盤運営課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2017年度 総務統括 服務 休暇簿・常勤職員（平成29年） 基盤運営課長 2018/04/01 7年 2025/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2012年度 総務統括 服務 出勤簿（平成24年） 国際企画課長 2013/04/01 7年 2020/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2013年度 総務統括 服務 出勤簿（平成25年） 国際企画課長 2014/04/01 7年 2021/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度 総務統括 服務 出勤簿（平成26年） 国際企画課長 2015/04/01 7年 2022/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2012年度 総務統括 人事 平成24年 出勤簿・休暇簿 企画･学務部学生支援課長 2013/04/01 7年 2020/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2013年度 総務統括 人事 平成25年 出勤簿・休暇簿 企画･学務部学生支援課長 2014/04/01 7年 2021/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2012年度 総務統括 服務 平成２４年度出勤簿 学務部入試課長 2013/04/01 7年 2020/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2013年度 総務統括 服務 平成２５年度出勤簿 学務部入試課長 2014/04/01 7年 2021/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度 総務統括 服務 平成２６年度出勤簿 企画・学務部入試課長 2015/04/01 7年 2022/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄
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2014年度 総務統括 人事 平成26年 出勤簿・休暇簿 企画･学務部学生支援課長 2015/04/01 7年 2022/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2015年度 総務統括 人事 平成27年 出勤簿・休暇簿 教育推進部学生支援課長 2016/04/01 7年 2023/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2015年度 総務統括 服務 出勤簿・常勤職員（平成27年） 教育推進部基盤運営課長 2016/04/01 7年 2023/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2016年度 総務統括 服務 出勤簿・常勤職員（平成28年） 教育推進部基盤運営課長 2017/04/01 7年 2024/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

　2017年度 総務統括 服務 出勤簿・常勤職員（平成29年） 教育推進部基盤運営課長 2018/04/01 7年 2025/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 総務統括 服務 平成30年度 出勤簿（常勤職員） 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 7年 2026/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2012年度 総務統括 服務 平成２４年度超過勤務等命令簿 学務部入試課長 2013/04/01 7年 2020/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2013年度 総務統括 服務 平成２５年度超過勤務等命令簿 学務部入試課長 2014/04/01 7年 2021/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度 総務統括 服務 平成２６年度超過勤務等命令簿 企画・学務部入試課長 2015/04/01 7年 2022/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度 総務統括 服務 超過勤務等命令簿（平成26年度） 基盤運営課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2015年度 総務統括 服務 超過勤務等命令簿　1　（平成27年度） 基盤運営課長 2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2015年度 総務統括 服務 超過勤務等命令簿　2　（平成27年度） 基盤運営課長 2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2016年度 総務統括 服務 超過勤務等命令簿　1　（平成28年度） 基盤運営課長 2017/04/01 7年 2024/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2016年度 総務統括 服務 超過勤務等命令簿　2　（平成28年度） 基盤運営課長 2017/04/01 7年 2024/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2017年度 総務統括 服務 超過勤務等命令簿　1　（平成29年度） 基盤運営課長 2018/04/01 7年 2024/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2017年度 総務統括 服務 超過勤務等命令簿　2　（平成29年度） 基盤運営課長 2018/04/01 7年 2024/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 総務統括 服務 平成30年度 超過勤務命令簿　1 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 7年 2026/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 総務統括 服務 平成30年度 超過勤務命令簿　2 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 7年 2026/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 総務統括 服務 平成30年度 超過勤務命令簿　3 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 7年 2026/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 総務統括 服務 平成30年度 超過勤務命令簿　4 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 7年 2026/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2012年度 総務統括 服務 平成２４年度勤務時間報告書 学務部入試課長 2013/04/01 7年 2020/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2013年度 総務統括 服務 平成２５年度勤務時間報告書 学務部入試課長 2014/04/01 7年 2021/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度 総務統括 服務 平成２６年度勤務時間報告書 企画・学務部入試課長 2015/04/01 7年 2022/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2012年度 総務統括 服務 勤務時間報告書（平成24年度） 国際企画課長 2013/04/01 7年 2020/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2012年度 総務統括 服務 勤務時間報告書（平成24年度） 国際企画課長 2013/04/01 7年 2020/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2013年度 総務統括 服務 勤務時間報告書（平成25年度） 国際企画課長 2014/04/01 7年 2021/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2013年度 総務統括 服務 勤務時間報告書　平成21年度～平成25年度 学務部学務企画課長 2013/04/01 7年 2020/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 移管

2014年度 総務統括 服務 ㉖勤務時間報告書 学務部学務企画課長 2014/04/01 7年 2021/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 移管

2014年度 総務統括 服務 勤務時間報告書（平成26年度） 基盤運営課長 2015/04/01 7年 2022/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2015年度 総務統括 服務 勤務時間報告書（平成27年度） 基盤運営課長 2016/04/01 7年 2023/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2016年度 総務統括 服務 勤務時間報告書（平成28年） 基盤運営課長 2017/04/01 7年 2024/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2017年度 総務統括 服務 勤務時間報告書（平成29年） 基盤運営課長 2018/04/01 7年 2024/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 総務統括 服務 平成30年度 勤務時間報告 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 7年 2026/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2012年度 総務統括 服務 平成24年度人事関係・勤務時間報告書 高等教育研究センター長 2013/04/01 7年 2020/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 移管

2013年度 総務統括 服務 平成25年度人事関係・勤務時間報告書 高等教育研究センター長 2014/04/01 7年 2021/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 移管

2014年度 総務統括 服務 平成26年度人事関係・勤務時間報告書 高等教育研究センター長 2015/4/1 7年 2022/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 移管

2015年度 総務統括 服務 平成27年度人事関係・勤務時間報告書 高等教育研究センター長 2016/4/1 7年 2023/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 移管

2012年度 総務統括 服務 勤務状況報告書 国際企画課長 2013/04/01 7年 2020/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2013年度 総務統括 服務 勤務状況報告書 国際企画課長 2014/04/01 7年 2021/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度 総務統括 服務 勤務状況報告書 国際企画課長 2015/04/01 7年 2022/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2015年度 総務統括 服務 勤務状況報告書 国際企画課長 2016/04/01 7年 2023/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄
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2016年度 総務統括 服務 勤務状況報告書 基盤運営課長 2017/04/01 7年 2024/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2017年度 総務統括 服務 勤務状況報告書 基盤運営課長 2018/04/01 7年 2025/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度 総務統括 服務 平成26年度　兼業綴 企画･学務部学務課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2015年度 総務統括 服務 平成27年度　兼業綴１ 基盤運営課長 2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2015年度 総務統括 服務 平成27年度　兼業綴2 基盤運営課長 2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2016年度 総務統括 服務 平成28年度　兼業兼職① 基盤運営課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2017年度 総務統括 服務 平成29年度　兼業兼職① 基盤運営課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 総務統括 服務 平成30年度 兼業・兼職 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2015年度 総務統括 服務 総務部関係（+総合企画） 基盤運営課長 2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2016年度 総務統括 服務 総務部関係（+総合企画）（平成28年） 基盤運営課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2017年度 総務統括 服務 総務部関係（+総合企画）（平成29年） 基盤運営課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 総務統括 服務 平成30年度 研修・講習関係① 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 3年 2022/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 総務統括 服務 平成30年度 研修・講習関係② 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 3年 2022/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2015年度 総務統括 服務 各種証明書・育休申出書等（平成27年度） 基盤運営課長 2016/04/01 5年 2021/03/31 紙
第1共同利用施設
２Ｆ倉庫

教育推進部基盤運営課長 廃棄

2016年度 総務統括 服務 各種証明書（平成28年） 基盤運営課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙
第1共同利用施設
２Ｆ倉庫

教育推進部基盤運営課長 廃棄

2017年度 総務統括 服務 各種証明書（平成29年） 基盤運営課長 2018/04/01 7年 2025/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 総務統括 服務 平成30年度 出産関係　（産休・育休等） 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2016年度 総務統括 服務 共済組合（長期・短期）　福祉係関係など（平成28年） 基盤運営課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2017年度 総務統括 服務 共済組合（長期・短期）　福祉係関係など（平成29年） 基盤運営課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 総務統括 服務 平成30年度 共済組合（長期・短期）福祉係　等 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2012年度 総務統括 雇用 非常勤人事1/2 国際企画課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙
第1共同利用施設
２Ｆ倉庫

教育推進部基盤運営課長 移管

2012年度 総務統括 雇用 非常勤人事2/2 国際企画課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙
第1共同利用施設
２Ｆ倉庫

教育推進部基盤運営課長 移管

2013年度 総務統括 雇用 非常勤人事1/2 基盤運営課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙
第1共同利用施設
２Ｆ倉庫

教育推進部基盤運営課長 移管

2013年度 総務統括 雇用 非常勤人事2/2 国際企画課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 移管

2014年度 総務統括 雇用 非常勤人事1/3 国際企画課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 移管

2014年度 総務統括 雇用 非常勤人事2/3 基盤運営課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 移管

2014年度 総務統括 雇用 非常勤人事3/3 基盤運営課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 移管

2015年度 総務統括 雇用 非常勤人事1/3 国際企画課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 移管

2015年度 総務統括 雇用 非常勤人事2/3 国際企画課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 移管

2015年度 総務統括 雇用 非常勤人事3/3 基盤運営課長 2016/04/01 10年 2025/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 移管

2016年度 総務統括 雇用 非常勤人事1/3 国際企画課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 移管

2016年度 総務統括 雇用 非常勤人事2/3 国際企画課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 移管

2016年度 総務統括 雇用 非常勤人事3/3 基盤運営課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 移管

2017年度 総務統括 雇用 非常勤人事① 基盤運営課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 基盤運営課内 教育推進部基盤運営課長 移管

2017年度 総務統括 雇用 非常勤人事② 基盤運営課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 基盤運営課内 教育推進部基盤運営課長 移管

2017年度 総務統括 雇用 非常勤人事③ 基盤運営課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 基盤運営課内 教育推進部基盤運営課長 移管

2017年度 総務統括 雇用 非常勤人事④ 基盤運営課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 基盤運営課内 教育推進部基盤運営課長 移管

2018年度 総務統括 雇用 平成30年度 非常勤人事　1 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 総務統括 雇用 平成30年度 非常勤人事　2 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 総務統括 雇用 平成30年度 非常勤人事　3 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 総務統括 雇用 平成30年度 非常勤人事　4 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄
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2018年度 総務統括 雇用 平成30年度 非常勤人事　5 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 総務統括 雇用 平成30年度 非常勤人事　6 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度 総務統括 雇用 非常勤講師(業績一覧) 国際企画課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙
第1共同利用施設
２Ｆ倉庫

教育推進部基盤運営課長 移管

2015年度 総務統括 雇用 平成27年度非常勤講師(人事・出勤簿) 国際企画課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 基盤運営課内 教育推進部基盤運営課長 移管

2016年度 総務統括 雇用 平成28年度非常勤講師(業績一覧) 国際企画課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 基盤運営課内 教育推進部基盤運営課長 移管

2017年度 総務統括 雇用 平成29年度非常勤講師(業績一覧) 基盤運営課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 基盤運営課内 教育推進部基盤運営課長 移管

2018年度 総務統括 雇用 平成30年度 非常勤講師（業績一覧） 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 総務統括 雇用 平成30年度 短期パート① 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 総務統括 雇用 平成30年度 短期パート② 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 総務統括 雇用 平成30年度 短期パート③ 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2013年度 総務統括 雇用 常勤人事 国際企画課長 2014/04/01 30年 2044/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 移管

2014年度 総務統括 雇用 常勤人事 国際企画課長 2015/04/01 30年 2045/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 移管

2015年度 総務統括 雇用 常勤人事　１ 基盤運営課長 2016/04/01 30年 2046/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 移管

2015年度 総務統括 雇用 常勤人事　２ 基盤運営課長 2016/04/01 30年 2046/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 移管

2015年度 総務統括 雇用 常勤人事　３ 基盤運営課長 2016/04/01 30年 2046/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 移管

2016年度 総務統括 雇用 常勤人事　１ 基盤運営課長 2017/04/01 30年 2047/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 移管

2016年度 総務統括 雇用 常勤人事　２ 基盤運営課長 2017/04/01 30年 2047/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 移管

2016年度 総務統括 雇用 常勤人事　３ 基盤運営課長 2017/04/01 30年 2047/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 移管

2016年度 総務統括 雇用 常勤人事　４ 基盤運営課長 2017/04/01 30年 2047/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 移管

2017年度 総務統括 雇用 平成29年度常勤人事　１ 基盤運営課長 2018/04/01 30年 2048/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 移管

2017年度 総務統括 雇用 平成29年度常勤人事　２ 基盤運営課長 2018/04/01 30年 2048/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 移管

2017年度 総務統括 雇用 平成29年度常勤人事　３ 基盤運営課長 2018/04/01 30年 2048/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 移管

2017年度 総務統括 雇用 平成29年度常勤人事　４ 基盤運営課長 2018/04/01 30年 2048/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 移管

2018年度 総務統括 雇用 平成30年度 常勤人事１　　　　　　　　（国際機構） 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 30年 2049/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 総務統括 雇用 平成30年度 常勤人事２　　　　　　　　（ASC） 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 30年 2049/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 総務統括 雇用 平成30年度 常勤人事３　　　　　　　　（本部・室・センター） 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 30年 2049/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 総務統括 雇用 平成30年度 常勤人事４　　　　　　　　（教育推進部） 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 30年 2049/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 総務統括 雇用 平成30年度 常勤人事５　　　　　　　　（G30） 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 30年 2049/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 総務統括 雇用 平成30年度 教員選考委員会（国際機構） 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 30年 2049/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 総務統括 雇用 平成30年度 無期雇用転換 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 総務統括 雇用 平成30年度 国際プログラム群教員選考　選考委員会 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 30年 2049/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 総務統括 雇用 平成30年度 国際プログラム群教員選考　専門委員会 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 30年 2049/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2011年度 総務統括 人事 平成23年度　短期雇用(学相センター) 企画･学務部学生支援課長 2012/04/01 10年 2022/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2012年度 総務統括 人事 平成24年度　短期雇用(学相センター) 企画･学務部学生支援課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2013年度 総務統括 人事 平成25年度　短期雇用(学相センター) 企画･学務部学生支援課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度 総務統括 人事 平成26年度 短期雇用(学相センター） 企画･学務部学生支援課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2015年度 総務統括 人事 平成27年度 短期雇用(学相センター） 教育推進部学生支援課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2012年度 総務統括 人事 平成24年度 勤務時間報告・毎月勤労統計調査 企画･学務部学生支援課長 2013/04/01 7年 2020/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2013年度 総務統括 人事 平成25年度 勤務時間報告・毎月勤労統計調査 企画･学務部学生支援課長 2014/04/01 7年 2021/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度 総務統括 人事 平成26年度 勤務時間報告・毎月勤労統計調査 企画･学務部学生支援課長 2015/04/01 7年 2022/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2013年度 総務統括 服務 平成22年度～平成25年度　週休日の振替簿・代休指定簿 学務部学務企画課長 2013/04/01 7年 2020/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄
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2018年度 総務統括 その他 平成30年度 人事関係通知・調査 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 総務統括 その他 平成30年度 手当関係・各種手続き 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 総務統括 その他 平成30年度 現況調べ 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度 総務統括 会計 平成26年度マナカ管理簿 国際企画課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2015年度 総務統括 会計 平成27年度マナカ管理簿 基盤運営課長 2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2016年度 総務統括 会計 平成28年度マナカ管理簿 基盤運営課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2017年度 総務統括 会計 平成29年マナカ管理簿 基盤運営課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 総務統括 会計 平成30年度マナカ管理簿 基盤運営課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 総務統括 会計 平成30年度タクシーチケット受払簿 基盤運営課長 2019/04/01 1年 2020/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2011年度 総務統括
庶務

（安全衛
生）

平成23年度放射線従事者 学務部学務企画課長 2012/04/01 10年 2022/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 移管

2012年度 総務統括
庶務

（安全衛
生）

平成24年度放射線従事者 学務部学務企画課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 移管

2013年度 総務統括
庶務

（安全衛
生）

平成25年度放射線従事者 学務部学務企画課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 移管

2014年度 総務統括
庶務

（安全衛
生）

平成26年度放射線従事者 学務部学務企画課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 移管

2015年度 総務統括 庶務 平成27年度法人文書管理ファイル 教育推進部基盤運営課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 移管

2016年度 総務統括 庶務 平成28年度法人文書管理ファイル 教育推進部基盤運営課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 移管

2017年度 総務統括 庶務 平成29年度法人文書管理ファイル 教育推進部基盤運営課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 移管

2018年度 総務統括 庶務 平成30年度法人文書管理ファイル 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 移管

2014年度 総務統括 式典 秋季修了・入学式　平成26年度 企画･学務部学務課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 移管

2015年度 総務統括 式典 秋季修了・入学式　平成27年度 教育推進部基盤運営課長 2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 移管

2016年度 総務統括 式典 秋季修了・入学式　平成28年度 教育推進部基盤運営課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 移管

2017年度 総務統括 式典 秋季修了・入学式　平成29年度 教育推進部基盤運営課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 移管

2018年度 総務統括 式典 秋季修了・入学式　平成30年度 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 移管

2014年度 総務統括 式典 卒業式　平成26年度 企画･学務部学務課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 移管

2015年度 総務統括 式典 卒業式　平成27年度 教育推進部基盤運営課長 2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 移管

2016年度 総務統括 式典 卒業式　平成28年度 教育推進部基盤運営課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 移管

2017年度 総務統括 式典 卒業式　平成29年度 教育推進部基盤運営課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 移管

2018年度 総務統括 式典 卒業式　平成30年度 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 移管

2014年度 総務統括 式典 入学式　平成26年度 企画･学務部学務課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 移管

2015年度 総務統括 式典 入学式　平成27年度 教育推進部基盤運営課長 2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 移管

2016年度 総務統括 式典 入学式　平成28年度 教育推進部基盤運営課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 移管

2017年度 総務統括 式典 入学式　平成29年度 教育推進部基盤運営課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 移管

2018年度 総務統括 式典 入学式　平成30年度 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 移管

2014年度 総務統括 会議 本部学生生活委員会　平成26年度 企画･学務部学務課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 移管

2014年度 総務統括 会議 全学教育委員会　平成26年度 企画･学務部学務課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 移管

2015年度 総務統括 会議 全学教育委員会　平成27年度 基盤運営課長 2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 移管

2016年度 総務統括 会議 全学教育委員会　平成28年度 基盤運営課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 移管

2017年度 総務統括 会議 全学教育委員会　平成29年度 基盤運営課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 移管

2018年度 総務統括 会議 全学教育委員会　平成30年度 基盤運営課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 移管

2010年度 総務統括 会議 国際交流協力推進本部会議・国際企画室会議 国際企画課長 2011/04/01 30年 2041/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 移管

2011年度 総務統括 会議 国際交流協力推進本部会議・国際企画室会議 国際企画課長 2012/04/01 30年 2042/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 移管

2012年度 総務統括 会議 国際交流協力推進本部会議・国際企画室会議 国際企画課長 2013/04/01 30年 2043/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 移管
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2013年度 総務統括 会議 国際教育交流本部会議 国際企画課長 2014/04/01 30年 2044/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 移管

2014年度 総務統括 会議 国際教育交流本部会議 国際企画課長 2015/04/01 30年 2045/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 移管

2015年度 総務統括 会議 国際教育交流本部会議 基盤運営課長 2016/04/01 30年 2046/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 移管

2016年度 総務統括 会議 国際機構会議 基盤運営課長 2017/04/01 30年 2047/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 移管

2018年度 総務統括 会議 平成30年度 国際機構会議 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 30年 2049/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 移管

2012年度 総務統括 会議 国立大学法人等国際企画担当責任者連絡協議会　Ｈ１９年度～Ｈ２４年度 国際企画課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2013年度 総務統括 会議 国立大学法人等国際企画担当責任者連絡協議会　Ｈ２５年度 国際企画課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度 総務統括 会議 国立大学法人等国際企画担当責任者連絡協議会　Ｈ２６年度 国際企画課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2015年度 総務統括 会議 国立大学法人等国際企画担当責任者連絡協議会　Ｈ２７年度 教育推進部基盤運営課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2016年度 総務統括 会議 国立大学法人等国際企画担当責任者連絡協議会　Ｈ２８年度 教育推進部基盤運営課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2017年度 総務統括 会議 国立大学法人等国際企画担当責任者連絡協議会　Ｈ２９年度 教育推進部基盤運営課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 総務統括 会議 国立大学法人等国際企画担当責任者連絡協議会　Ｈ３０年度 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度 総務統括 学外会議 国立大学学生関係部長・課長会議　平成26年度 企画･学務部学務課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2015年度 総務統括 学外会議 国立大学学生関係部長・課長会議　平成27年度 基盤運営課長 2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2016年度 総務統括 学外会議 国立大学学生関係部長・課長会議　平成28年度 基盤運営課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2017年度 総務統括 学外会議 国立大学学生関係部長・課長会議　平成29年度 基盤運営課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 総務統括 学外会議 国立大学学生関係部長・課長会議　平成30年度 基盤運営課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度 総務統括 学外会議 国立七大学学生関係協議会・部長会議・課長会議　平成26年度 企画･学務部学務課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2015年度 総務統括 学外会議 国立七大学学生関係協議会・部長会議・課長会議　平成27年度 教育推進部基盤運営課長 2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2016年度 総務統括 学外会議 国立七大学学生関係協議会・部長会議・課長会議　平成28年度 教育推進部基盤運営課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2017年度 総務統括 学外会議 国立七大学学生関係協議会・部長会議・課長会議　平成29年度 教育推進部基盤運営課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 総務統括 学外会議 国立七大学学生関係協議会・部長会議・課長会議　平成30年度 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度 総務統括 学外会議 全国国立大学学生指導担当副学長協議会　平成26年度 企画･学務部学務課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2015年度 総務統括 学外会議 全国国立大学学生指導担当副学長協議会　平成27年度 教育推進部基盤運営課長 2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2016年度 総務統括 学外会議 全国国立大学学生指導担当副学長協議会　平成28年度 教育推進部基盤運営課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2017年度 総務統括 学外会議 全国国立大学学生指導担当副学長協議会　平成29年度 教育推進部基盤運営課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 総務統括 学外会議 全国国立大学学生指導担当副学長協議会　平成30年度 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度 総務統括 学外会議
東海・北陸地区国立大学学生関係副学長・部課長会議
平成26年度

企画･学務部学務課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 移管

2015年度 総務統括 学外会議
東海・北陸地区国立大学学生関係副学長・部課長会議
平成27年度

教育推進部基盤運営課長 2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 移管

2016年度 総務統括 学外会議
東海・北陸地区国立大学学生関係副学長・部課長会議
平成28年度

教育推進部基盤運営課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2017年度 総務統括 学外会議
東海・北陸地区国立大学学生関係副学長・部課長会議
平成29年度

教育推進部基盤運営課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 総務統括 学外会議
東海・北陸地区国立大学学生関係副学長・部課長会議
平成30年度

教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度 総務統括 ＳＰＳ 平成26年度　東海・北陸・近畿地区学生指導研究会 企画･学務部学務課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 移管

2015年度 総務統括 ＳＰＳ 平成27年度　東海・北陸・近畿地区学生指導研究会 基盤運営課長 2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 移管

2016年度 総務統括 ＳＰＳ 平成28年度　東海・北陸・近畿地区学生指導研究会 基盤運営課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 移管

2017年度 総務統括 ＳＰＳ 平成29年度　東海・北陸・近畿地区学生指導研究会 基盤運営課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 移管

2018年度 総務統括 ＳＰＳ 平成30年度　東海・北陸・近畿地区学生指導研究会 基盤運営課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 移管

2011年度 総務統括 服務 H23年度国際交流協力推進本部会議 国際企画課長 2012/04/01 5年 2021/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2012年度 総務統括 服務 H24年度国際企画室会議 国際企画課長 2013/04/01 5年 2022/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度 総務統括 研修 教務学生事務担当者実務研修　平成26年度 企画･学務部学務課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2015年度 総務統括 研修 教務学生事務担当者実務研修　平成27年度 教育推進部基盤運営課長 2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄
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2016年度 総務統括 研修 教務学生事務担当者実務研修　平成28年度 教育推進部基盤運営課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2017年度 総務統括 研修 教務学生事務担当者実務研修　平成29年度 教育推進部基盤運営課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 総務統括 研修 教務学生事務担当者実務研修　平成30年度 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2011年度 総務統括 助成 G30　専門委員会３～７ 国際企画課長 2012/04/01 30年 2042/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 移管

2011年度 総務統括 助成 G30　専門委員会８～１２ 国際企画課長 2012/04/01 30年 2042/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 移管

2011年度 総務統括 助成 G30　専門委員会１３～１５　経済（短期） 国際企画課長 2012/04/01 30年 2042/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 移管

2012年度 総務統括 助成 G30　専門委員会（１２・１３・１６・１７　経済・法律（短期）） 国際企画課長 2013/04/01 30年 2043/03/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部基盤運営課長 移管

2013年度 総務統括 助成 G30　専門委員会（１８・１９・１－１・２－１、退職、財源変更） 国際企画課長 2014/04/01 30年 2044/03/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部基盤運営課長 移管

2014年度 総務統括 助成 G30　専門委員会　①～② 国際企画課長 2015/04/01 30年 2045/03/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部基盤運営課長 移管

2015年度 総務統括 助成 G30　専門委員会　①～② 事業推進課長 2016/04/01 30年 2046/03/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部基盤運営課長 移管

2016年度 総務統括 助成 G30　専門委員会　① 基盤運営課長 2017/04/01 30年 2047/03/31 紙 教育推進部基盤運営課内 教育推進部基盤運営課長 移管

2017年度 総務統括 助成 G30　専門委員会（20-2・4-2・3-2・7-2・9‐2・13‐2・19‐1・11-2・12-2・15-2・17-2・財源の変更） 基盤運営課長 2018/04/01 30年 2048/03/31 紙 教育推進部基盤運営課内 教育推進部基盤運営課長 移管

2011年度 総務統括 助成 G30　国際プログラム群教員選考　選考委員会 国際企画課長 2012/04/01 30年 2042/03/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部基盤運営課長 移管

2012年度 総務統括 助成 G30　国際プログラム群教員選考　選考委員会 国際企画課長 2013/04/01 30年 2043/03/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部基盤運営課長 移管

2013年度 総務統括 助成 G30　国際プログラム群教員選考選考委員会 国際企画課長 2014/04/01 30年 2044/03/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部基盤運営課長 移管

2014年度 総務統括 助成 G30　国際プログラム群教員選考選考委員会 国際企画課長 2015/04/01 30年 2045/03/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部基盤運営課長 移管

2015年度 総務統括 助成 G30　国際プログラム群教員選考選考委員会 国際企画課長 2016/04/01 30年 2046/03/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部基盤運営課長 移管

2016年度 総務統括 助成 G30　国際プログラム群教員選考選考委員会 基盤運営課長 2017/04/01 30年 2047/03/31 紙 教育推進部基盤運営課内 教育推進部基盤運営課長 移管

2017年度 総務統括 助成 G30　国際プログラム群教員選考選考委員会 基盤運営課長 2018/04/01 30年 2048/03/31 紙 教育推進部基盤運営課内 教育推進部基盤運営課長 移管

2011年度 総務統括 助成 G30　外国人教員選考関係　１～２ 国際企画課長 2012/04/01 30年 2042/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 移管

2012年度 総務統括 助成 G30　外国人教員選考関係 国際企画課長 2013/04/01 30年 2043/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 移管

2013年度 総務統括 助成 G30　外国人教員選考関係 国際企画課長 2014/04/01 30年 2044/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 移管

2014年度 総務統括 助成 G30　外国人教員選考関係 国際企画課長 2015/04/01 30年 2045/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 移管

2015年度 総務統括 助成 G30　外国人教員選考関係 事業推進課長 2016/04/01 30年 2046/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 移管

2014年度 総務統括 助成 G30　家具付き宿舎 国際企画課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 移管

2015年度 総務統括 助成 G30　家具付き宿舎 事業推進課長 2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部基盤運営課長 移管

2016年度 総務統括 助成 G30　家具付き宿舎 基盤運営課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 教育推進部基盤運営課内 教育推進部基盤運営課長 移管

2017年度 総務統括 助成 G30　家具付き宿舎 基盤運営課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 教育推進部基盤運営課内 教育推進部基盤運営課長 移管

2017年度
総務統括（教
養教育院）

会計 平成29年マナカ受払簿 基盤運営課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2013年度
総務統括（教
養教育院）

庶務 平成25年度法人文書管理簿 学務部学務企画課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 移管

2014年度
総務統括（教
養教育院）

庶務 平成26年度法人文書及び個人情報保護 企画･学務部学務課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度
総務統括（教
養教育院）

庶務 平成26年度文書件名簿 企画･学務部学務課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度
総務統括（教
養教育院）

庶務 平成26年度調査・報告・通知 1/2 企画･学務部学務課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度
総務統括（教
養教育院）

庶務 平成26年度調査・報告・通知 2/2 企画･学務部学務課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2012年度
総務統括（教
養教育院）

庶務 平成24年度教員個人評価 学務部学務企画課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 教養教育院南棟資料室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2013年度
総務統括（教
養教育院）

庶務 平成25年度教員個人評価 学務部学務企画課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度
総務統括（教
養教育院）

庶務 平成26年度教員個人評価 企画･学務部学務課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2015年度
総務統括（教
養教育院）

庶務
（安全衛

生）
平成27年度放射線従事者 基盤運営課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 移管

2016年度
総務統括（教
養教育院）

庶務
（安全衛

生）
平成28年度放射線従事者 基盤運営課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 移管

2017年度
総務統括（教
養教育院）

庶務
（安全衛

生）
平成29年度放射線従事者 基盤運営課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 移管

2010年度
総務統括（教
養教育院）

庶務（短期
雇用）

平成22年度短期雇用申請書 学務部学務企画課長 2011/04/01 10年 2021/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄
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2011年度
総務統括（教
養教育院）

庶務（短期
雇用）

平成23年度短期雇用申請書 学務部学務企画課長 2012/04/01 10年 2022/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2009年度
総務統括（教
養教育院）

人事 平成21年度教員個人評価 学務部学務企画課長 2010/04/01 10年 2020/03/31 紙 教養教育院南棟資料室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2010年度
総務統括（教
養教育院）

人事 平成22年度教員個人評価 学務部学務企画課長 2011/04/01 10年 2021/03/31 紙 教養教育院南棟資料室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2011年度
総務統括（教
養教育院）

人事 平成23年度教員個人評価 学務部学務企画課長 2012/04/01 10年 2022/03/31 紙 教養教育院南棟資料室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2009年度
総務統括（教
養教育院）

人事 平成21年度パートタイム労働条件通知書（控） 学務部学務企画課長 2010/04/01 10年 2020/03/31 紙 教養教育院南棟資料室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2010年度
総務統括（教
養教育院）

人事 平成22年度パートタイム労働条件通知書（控） 学務部学務企画課長 2010/04/01 10年 2020/03/31 紙 教養教育院南棟資料室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2009年度
総務統括（教
養教育院）

人事 平成21年度パートタイム勤務職員募集・採用・更新手続 学務部学務企画課長 2010/04/01 10年 2020/03/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2010年度
総務統括（教
養教育院）

人事 平成22年度パートタイム勤務職員募集・採用・更新手続 学務部学務企画課長 2011/04/01 10年 2021/03/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2011年度
総務統括（教
養教育院）

人事 平成23年度パートタイム勤務職員募集・採用・更新手続 学務部学務企画課長 2012/04/01 10年 2022/03/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2012年度
総務統括（教
養教育院）

人事（任免） 平成24年度パートタイム勤務職員募集・採用・更新手続 学務部学務企画課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2012年度
総務統括（教
養教育院）

人事（任免） 平成24年度短期雇用パートタイム勤務職員 学務部学務企画課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2013年度
総務統括（教
養教育院）

人事（任免） 平成25年度短期雇用パートタイム勤務職員 学務部学務企画課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度
総務統括（教
養教育院）

人事（任免） 平成26年度短期雇用パートタイム勤務職員 企画･学務部学務課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度
総務統括（教
養教育院）

人事（服務） 平成26年度兼業・兼職 企画･学務部学務課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2013年度
総務統括（教
養教育院）

人事（任免） 平成25年度非常勤職員任免 学務部学務企画課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度
総務統括（教
養教育院）

人事（任免） 平成26年度非常勤職員任免 企画･学務部学務課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 教養教育院事務室 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2012年度
総務統括（教
養教育院）

人事 平成20年度－平成24年度教養教育院教員定員・教員進退録 学務部学務企画課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2013年度
総務統括（教
養教育院）

人事（任免） 平成25年度教員進退録 学務部学務企画課長 2014/04/01 30年 2044/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 移管

2014年度
総務統括（教
養教育院）

人事（任免） 平成26年度教員進退録 企画･学務部学務課長 2015/04/01 30年 2045/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 移管

2012年度
総務統括（教
養教育院）

人事 平成20年度-平成24年度教養教育院教員選考委員会資料 学務部学務企画課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2012年度
総務統括（教
養教育院）

人事(給与） 出勤簿・休暇簿（平成24年） 学務部学務企画課長 2013/04/01 7年 2020/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2013年度
総務統括（教
養教育院）

人事(給与） 出勤簿・休暇簿（平成25年） 学務部学務企画課長 2014/04/01 7年 2021/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度
総務統括（教
養教育院）

人事(給与） 休暇簿、勤務状況報告書、休日振替簿（平成26年） 企画･学務部学務課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2012年度
総務統括（教
養教育院）

人事（給与） 勤務時間報告書・超勤命令簿（平成24年度） 学務部学務企画課長 2013/04/01 7年 2020/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 移管

2013年度
総務統括（教
養教育院）

人事（給与） 勤務時間報告書・超勤命令簿（平成25年度） 学務部学務企画課長 2014/04/01 7年 2021/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 移管

2014年度
総務統括（教
養教育院）

人事（給与） 勤務時間報告書、超勤命令簿、出勤簿（平成26年度） 企画･学務部学務課長 2015/04/01 7年 2022/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 移管

2011年度
総務統括（教
養教育院）

会議 平成23年度教養教育院専任教員会議 学務部学務企画課長 2012/04/01 10年 2022/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 移管

2012年度
総務統括（教
養教育院）

会議 平成24年度教養教育院専任教員会議 学務部学務企画課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 移管

2013年度
総務統括（教
養教育院）

会議 平成25年度教養教育院専任教員会議 学務部学務企画課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 移管

2014年度
総務統括（教
養教育院）

会議 平成26年度教養教育院専任教員会議 企画･学務部学務課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 移管

2014年度
総務統括（教
養教育院）

会議 平成26年度教養教育院専任教授会 企画･学務部学務課長 2015/04/01 30年 2045/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 移管

2015年度
総務統括（教
養教育院）

会議 平成27年度教養教育院教授会 基盤運営課長 2016/04/01 30年 2046/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 移管

2016年度
総務統括（教
養教育院）

会議 平成28年度教養教育院教授会 基盤運営課長 2017/04/01 30年 2047/03/31 紙 基盤運営課室内 教育推進部基盤運営課長 移管

2016年度
学生支援

企画
寮 平成28年度 国際嚶鳴館共益費 教育推進部学生支援課長 2017/04/01 3年 2020/03/31 紙 レジデンス東山事務室隣書庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2016年度
学生支援

企画
寮 平成28年度 国際嚶鳴館電気料 教育推進部学生支援課長 2017/04/01 3年 2020/03/31 紙 レジデンス東山事務室隣書庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2012年度
学生支援

企画
寮 平成24年度 国際嚶鳴館預金 企画･学務部学生支援課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 レジデンス東山事務室隣書庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2013年度
学生支援

企画
寮 平成25年度 国際嚶鳴館預金 企画･学務部学生支援課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 レジデンス東山事務室隣書庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度
学生支援

企画
寮 平成26年度 国際嚶鳴館預金 企画･学務部学生支援課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 レジデンス東山事務室隣書庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2015年度
学生支援

企画
寮 平成27年度 国際嚶鳴館預金 教育推進部学生支援課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 レジデンス東山事務室隣書庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2016年度
学生支援

企画
寮 平成28年度 預り金（国際嚶鳴館電気代） 教育推進部学生支援課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 レジデンス東山事務室隣書庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度
学生支援

企画
寮 平成26年度 原符 1/10 企画･学務部学生支援課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 レジデンス東山倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄
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2014年度
学生支援

企画
寮 平成26年度 原符 2/10 企画･学務部学生支援課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 レジデンス東山倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度
学生支援

企画
寮 平成26年度 原符 3/10 企画･学務部学生支援課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 レジデンス東山倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度
学生支援

企画
寮 平成26年度 原符 4/10 企画･学務部学生支援課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 レジデンス東山倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度
学生支援

企画
寮 平成26年度 原符 5/10 企画･学務部学生支援課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 レジデンス東山倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度
学生支援

企画
寮 平成26年度 原符 6/10 企画･学務部学生支援課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 レジデンス東山倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度
学生支援

企画
寮 平成26年度 原符 7/10 企画･学務部学生支援課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 レジデンス東山倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度
学生支援

企画
寮 平成26年度 原符 8/10 企画･学務部学生支援課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 レジデンス東山倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度
学生支援

企画
寮 平成26年度 原符 9/10 企画･学務部学生支援課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 レジデンス東山倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度
学生支援

企画
寮 平成26年度 原符 10/10 企画･学務部学生支援課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 レジデンス東山倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2015年度
学生支援

企画
寮 平成27年度 原符 1/3 教育推進部学生支援課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 レジデンス東山事務室隣書庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2015年度
学生支援

企画
寮 平成27年度 原符 2/3 教育推進部学生支援課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 レジデンス東山事務室隣書庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2015年度
学生支援

企画
寮 平成27年度 原符 3/3 教育推進部学生支援課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 レジデンス東山事務室隣書庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2016年度
学生支援

企画
寮 平成28年度 原符 1/2 教育推進部学生支援課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 レジデンス東山事務室隣書庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2016年度
学生支援

企画
寮 平成28年度 原符 2/2 教育推進部学生支援課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 レジデンス東山事務室隣書庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2016年度
学生支援

企画
寮 平成28年度 現金出納帳（現金受渡帳） 国際嚶鳴館寄宿料 企画･学務部学生支援課長 2012/04/01 10年 2022/03/31 紙 レジデンス東山事務室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2016年度
学生支援

企画
寮 平成28年度 現金出納帳（現金受渡帳） 国際嚶鳴館施設利用費 企画･学務部学生支援課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 レジデンス東山事務室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2016年度
学生支援

企画
寮 平成28年度 国際嚶鳴館寄宿料等収入 教育推進部学生支援課長 2017/04/01 3年 2020/03/31 紙 レジデンス東山事務室隣書庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2013年度 留学生 その他 雑件 国際部国際学生交流課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度 留学生 管理 個人情報保護同意書 国際部国際学生交流課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2015年度 留学生 管理 個人情報保護同意書 国際部国際学生交流課長 2016/04/01 5年 2021/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2016年度 留学生 管理 個人情報保護同意書 　学生交流課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度 留学生 支援 留学生受入開始・終了届出 国際部国際学生交流課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度 留学生 支援 入国管理局への申請取次・情報交換会 国際部国際学生交流課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度 留学生 支援 推薦状（特定活動） 国際部国際学生交流課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2014年度 留学生 支援 在留資格認定証明書申請 国際部国際学生交流課長 2015/04/01 5年 2020/03/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2017年度 寄宿舎管理 宿舎 平成29年度 領収証書受払簿 教育推進部基盤運営課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 レジデンス東山事務室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 寄宿舎管理 宿舎 平成30年度 領収証書受払簿 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 レジデンス東山事務室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2017年度 寄宿舎管理 宿舎 平成29年度 領収書控綴 教育推進部基盤運営課長 2018/06/01 7年 2025/05/31 紙 レジデンス東山事務室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 寄宿舎管理 宿舎 平成30年度 領収書控 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 レジデンス東山事務室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2017年度 寄宿舎管理 宿舎 平成29年度 預り金明細 教育推進部基盤運営課長 2018/04/01 7年 2025/03/31 紙 レジデンス東山事務室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 寄宿舎管理 宿舎 平成30年度 預り金明細 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 レジデンス東山事務室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2017年度 寄宿舎管理 宿舎 平成29年度 預り金金銭出納帳 教育推進部基盤運営課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 レジデンス東山事務室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 寄宿舎管理 宿舎 平成30年度 預り金金銭出納帳 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 レジデンス東山事務室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2017年度 寄宿舎管理 寮（嚶鳴館） 平成29年度 預り金（国際嚶鳴館電気代） 教育推進部基盤運営課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 レジデンス東山事務室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 寄宿舎管理 寮（嚶鳴館） 平成30年度 預り金（国際嚶鳴館電気代） 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 レジデンス東山事務室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2017年度 寄宿舎管理 寮（嚶鳴館） 平成29年度 夜間管理業務報告書 教育推進部基盤運営課長 2018/04/01 3年 2021/03/31 紙 レジデンス東山事務室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2017年度 寄宿舎管理 宿舎 平成29年度 入居届・誓約書 教育推進部基盤運営課長 2018/04/01 7年 2025/03/31 紙 レジデンス東山事務室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 寄宿舎管理 宿舎 平成30年度 レジデンス東山　入居届・誓約書 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 7年 2026/03/31 紙 レジデンス東山事務室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2017年度 寄宿舎管理 宿舎 平成29年度 釣銭準備金保管簿 教育推進部基盤運営課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 レジデンス東山事務室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 寄宿舎管理 宿舎 平成30年度 釣銭準備金保管簿 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 レジデンス東山事務室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2017年度 寄宿舎管理 宿舎 平成29年度 退去届 教育推進部基盤運営課長 2018/04/01 7年 2025/03/31 紙 レジデンス東山事務室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄
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2018年度 寄宿舎管理 宿舎 平成30年度 リサーチャーズビレッジ東山/八雲・八雲マンション・ソノヤマハウス・ヴィヴィアンロゼ　入居届・誓約書.退去届 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 7年 2026/03/31 紙 レジデンス東山事務室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 寄宿舎管理 宿舎 平成30年度 野依記念学術交流館　入居届・誓約書・退去届 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 7年 2026/03/31 紙 レジデンス東山事務室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 寄宿舎管理 宿舎 平成30年度 レジデンス東山　退去届 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 3年 2022/03/31 紙 レジデンス東山事務室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 寄宿舎管理 宿舎 平成30年度 国際嚶鳴館　退去届 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 3年 2022/03/31 紙 レジデンス東山事務室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 寄宿舎管理 宿舎 平成30年度 管理業務完了報告書　4月～6月 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 3年 2022/03/31 紙 レジデンス東山事務室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 寄宿舎管理 宿舎 平成30年度 管理業務完了報告書　7月～9月 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 3年 2022/03/31 紙 レジデンス東山事務室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 寄宿舎管理 宿舎 平成30年度 管理業務完了報告書　10月～12月 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 3年 2022/03/31 紙 レジデンス東山事務室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 寄宿舎管理 宿舎 平成30年度 管理業務完了報告書　1月～3月 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 3年 2022/03/31 紙 レジデンス東山事務室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2017年度 寄宿舎管理 寮（嚶鳴館） 平成29年度 国際嚶鳴館電気料 教育推進部基盤運営課長 2018/04/01 3年 2021/03/31 紙 レジデンス東山事務室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 寄宿舎管理 寮（嚶鳴館） 平成30年度 国際嚶鳴館電気料 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 3年 2022/03/31 紙 レジデンス東山事務室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2017年度 寄宿舎管理 寮（嚶鳴館） 平成29年度 国際嚶鳴館清掃作業報告書 教育推進部基盤運営課長 2018/04/01 3年 2021/03/31 紙 レジデンス東山事務室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2017年度 寄宿舎管理 寮（嚶鳴館） 平成29年度 国際嚶鳴館共益費 教育推進部基盤運営課長 2018/04/01 3年 2021/03/31 紙 レジデンス東山事務室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2017年度 寄宿舎管理 寮（嚶鳴館） 平成29年度 国際嚶鳴館寄宿料等収入 教育推進部基盤運営課長 2018/04/01 3年 2021/03/31 紙 レジデンス東山事務室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 寄宿舎管理 寮（嚶鳴館） 平成30年度 国際嚶鳴館寄宿料等収入 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 3年 2022/03/31 紙 レジデンス東山事務室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2017年度 寄宿舎管理 寮（嚶鳴館） 平成29年度 現金出納帳（現金受渡帳） 国際嚶鳴館施設利用費 教育推進部基盤運営課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 レジデンス東山事務室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2017年度 寄宿舎管理 寮（嚶鳴館） 平成29年度 現金出納帳（現金受渡帳） 国際嚶鳴館寄宿料 教育推進部基盤運営課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 レジデンス東山事務室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 寄宿舎管理 寮（嚶鳴館） 平成30年度 現金出納帳（現金受渡帳） 国際嚶鳴館寄宿料 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 レジデンス東山事務室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2017年度 寄宿舎管理 宿舎 平成29年度 現金出納帳 教育推進部基盤運営課長 2018/04/01 5年 2023/03/31 紙 レジデンス東山事務室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 寄宿舎管理 宿舎 平成30年度 現金出納帳 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 レジデンス東山事務室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2017年度 寄宿舎管理 寮（嚶鳴館） 平成29年度 原符 1/2 教育推進部基盤運営課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 レジデンス東山事務室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2017年度 寄宿舎管理 寮（嚶鳴館） 平成29年度 原符 2/2 教育推進部基盤運営課長 2018/04/01 10年 2028/03/31 紙 レジデンス東山事務室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2017年度 寄宿舎管理 寮（嚶鳴館） 平成29年度 機械警備結果報告書 教育推進部基盤運営課長 2018/04/01 3年 2021/03/31 紙 レジデンス東山事務室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 寄宿舎管理 寮（嚶鳴館） 平成30年度機械警備結果報告書 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 3年 2022/03/31 紙 レジデンス東山事務室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 寄宿舎管理 寮（嚶鳴館） 平成30年度 嚶鳴館領収書控 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 レジデンス東山事務室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2017年度 寄宿舎管理 宿舎 平成29年度 館費他領収書綴 教育推進部基盤運営課長 2018/06/01 7年 2025/05/31 紙 レジデンス東山事務室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 寄宿舎管理 宿舎 平成30年度 館費領収書控 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 レジデンス東山事務室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2017年度 寄宿舎管理 宿舎 平成29年度 館費支出伺・計算書　留学生会館 教育推進部基盤運営課長 2018/04/01 7年 2025/03/31 紙 レジデンス東山事務室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 寄宿舎管理 宿舎 平成30年度 館費支出伺・計算書　留学生会館 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 7年 2026/03/31 紙 レジデンス東山事務室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2017年度 寄宿舎管理 宿舎 平成29年度 館費支出伺・計算書　ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ東山 教育推進部基盤運営課長 2018/04/01 7年 2025/03/31 紙 レジデンス東山事務室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 寄宿舎管理 宿舎 平成30年度 館費支出伺・計算書　ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ東山 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 7年 2026/03/31 紙 レジデンス東山事務室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2017年度 寄宿舎管理 宿舎 平成29年度 ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ寄宿料・貸付料明細 教育推進部基盤運営課長 2018/04/01 7年 2025/03/31 紙 レジデンス東山事務室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 寄宿舎管理 宿舎 平成30年度 ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ寄宿料・貸付料明細 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 7年 2026/03/31 紙 レジデンス東山事務室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2017年度 寄宿舎管理 宿舎 平成29年度 ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ売上票加盟店控綴 教育推進部基盤運営課長 2018/04/01 7年 2025/03/31 紙 レジデンス東山事務室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 寄宿舎管理 宿舎 平成30年度 ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ売上票加盟店控綴 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 レジデンス東山事務室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 寄宿舎管理 宿舎 平成30年度 発注書　レジデンス東山/事務室 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 3年 2022/03/31 紙 レジデンス東山事務室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 寄宿舎管理 宿舎 平成30年度 発注書　リサーチャーズビレッジ東山/大幸/八雲 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 3年 2022/03/31 紙 レジデンス東山事務室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 寄宿舎管理 宿舎 平成30年度 発注書　野依/本部4号館 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 3年 2022/03/31 紙 レジデンス東山事務室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 寄宿舎管理 宿舎 平成30年度 発注書　国際嚶鳴館 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 3年 2022/03/31 紙 レジデンス東山事務室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 寄宿舎管理 宿舎 平成30年度 発注書　レジデンス妙見 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 3年 2022/03/31 紙 レジデンス東山事務室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 寄宿舎管理 宿舎 平成30年度 発注書　レジデンス山手 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 3年 2022/03/31 紙 レジデンス東山事務室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄

2018年度 寄宿舎管理 宿舎 平成30年度 宿舎収入一覧 教育推進部基盤運営課長 2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 レジデンス東山事務室内 教育推進部基盤運営課長 廃棄
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1972年度 事業推進課 協定 協定書原本 事業推進課長 1972/4/1
無期
限

- 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管

1988年度 事業推進課 規程 海外渡航例規関係 総務部国際交流課国際交流掛 1989/4/1 30年 2019/3/31 紙 第1共同利用施設2F倉庫 教育推進部事業推進課長 廃棄
1988年度 事業推進課 会議 国際交流委員会 総務部国際交流課国際交流掛 1989/4/1 30年 2019/3/31 紙 第1共同利用施設2F倉庫 教育推進部事業推進課長 移管
1989年度 事業推進課 規程 海外渡航例規関係 総務部国際交流課国際交流掛 1990/4/1 30年 2020/3/31 紙 第1共同利用施設2F倉庫 教育推進部事業推進課長 廃棄
1989年度 事業推進課 会議 国際交流委員会 総務部国際交流課国際交流掛 1990/4/1 30年 2020/3/31 紙 第1共同利用施設2F倉庫 教育推進部事業推進課長 移管
1990年度 事業推進課 規程 海外渡航例規関係 総務部国際交流課国際交流掛 1991/4/1 30年 2021/3/31 紙 第1共同利用施設2F倉庫 教育推進部事業推進課長 廃棄
1990年度 事業推進課 会議 国際交流委員会 総務部国際交流課国際交流掛 1991/4/1 30年 2021/3/31 紙 第1共同利用施設2F倉庫 教育推進部事業推進課長 移管
1991年度 事業推進課 規程 海外渡航例規関係 総務部国際交流課国際交流掛 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 第1共同利用施設2F倉庫 教育推進部事業推進課長 廃棄
1991年度 事業推進課 会議 国際交流委員会 総務部国際交流課国際交流掛 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 第1共同利用施設2F倉庫 教育推進部事業推進課長 移管
1992年度 事業推進課 規程 海外渡航例規関係 総務部国際交流課国際交流掛 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 第1共同利用施設2F倉庫 教育推進部事業推進課長 廃棄
1992年度 事業推進課 会議 国際交流委員会 総務部国際交流課国際交流掛 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 第1共同利用施設2F倉庫 教育推進部事業推進課長 移管
1993年度 事業推進課 規程 海外渡航例規関係 総務部国際交流課国際交流掛 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 第1共同利用施設2F倉庫 教育推進部事業推進課長 廃棄
1993年度 事業推進課 会議 国際交流委員会 総務部国際交流課国際交流掛 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 第1共同利用施設2F倉庫 教育推進部事業推進課長 移管
1994年度 事業推進課 規程 海外渡航例規関係 総務部国際交流課国際交流掛 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 第1共同利用施設2F倉庫 教育推進部事業推進課長 廃棄
1994年度 事業推進課 会議 国際交流委員会 総務部国際交流課国際交流掛 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 第1共同利用施設2F倉庫 教育推進部事業推進課長 移管
1994年度 事業推進課 規程 文部省在外研究員例規関係 総務部国際交流課国際交流掛 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 第1共同利用施設2F倉庫 教育推進部事業推進課長 廃棄
1995年度 事業推進課 会議 国際交流委員会 総務部国際交流課国際交流掛 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 第1共同利用施設2F倉庫 教育推進部事業推進課長 移管

1996年度 事業推進課 協定 協定書原本 事業推進課長 1996/4/1
無期
限

- 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管

1996年度 事業推進課 会議 国際交流委員会 総務部国際交流課国際交流掛 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 第1共同利用施設2F倉庫 教育推進部事業推進課長 移管
1996年度 事業推進課 規程 文部省在外研究員例規関係 総務部国際交流課国際交流掛 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 第1共同利用施設2F倉庫 教育推進部事業推進課長 廃棄
1997年度 事業推進課 会議 国際交流委員会 総務部国際交流課国際交流掛 1998/4/1 30年 2026/3/31 紙 第1共同利用施設2F倉庫 教育推進部事業推進課長 移管
1997年度 事業推進課 規程 文部省在外研究員例規関係 総務部国際交流課国際交流掛 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 第1共同利用施設2F倉庫 教育推進部事業推進課長 廃棄
1998年度 事業推進課 会議 国際交流委員会 総務部国際交流課国際交流掛 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 第1共同利用施設2F倉庫 教育推進部事業推進課長 移管
1999年度 事業推進課 会議 国際交流委員会 総務部国際交流課国際交流掛 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 第1共同利用施設2F倉庫 教育推進部事業推進課長 移管
1999年度 事業推進課 規程 文部省在外研究員例規関係 総務部国際交流課国際交流掛 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 第1共同利用施設2F倉庫 教育推進部事業推進課長 廃棄
2000年度 事業推進課 会議 国際交流委員会 総務部国際交流課国際交流掛 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 第1共同利用施設2F倉庫 教育推進部事業推進課長 移管

2001年度 事業推進課 協定 協定書原本 事業推進課長 2001/4/1
無期
限

- 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管

2001年度 事業推進課 会議 国際交流委員会 総務部国際交流課国際交流掛 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 第1共同利用施設2F倉庫 教育推進部事業推進課長 移管
2002年度 事業推進課 会議 国際交流委員会 総務部国際交流課国際交流掛 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 第1共同利用施設2F倉庫 教育推進部事業推進課長 移管
2002年度 事業推進課 研修 東海・北陸・近畿地区国立大学等国際交流担当職員研修 総務部国際交流課国際交流掛 2003/4/1 20年 2023/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2003年度 事業推進課 会議 国際交流委員会 総務部国際交流課国際交流掛 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 第1共同利用施設2F倉庫 教育推進部事業推進課長 移管
2004年度 事業推進課 会議 国際交流委員会 研究協力・国際部国際課国際企画掛 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 第1共同利用施設2F倉庫 教育推進部事業推進課長 移管
2005年度 事業推進課 会議 IAB（インターナショナルアドバイザリーボード） 研究協力・国際部国際課国際企画掛 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 第1共同利用施設2F倉庫 教育推進部事業推進課長 移管
2005年度 事業推進課 会議 国際交流委員会 研究協力・国際部国際課国際企画掛 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 第1共同利用施設2F倉庫 教育推進部事業推進課長 移管

2005年度 事業推進課 管理 上海事務所関係資料 研究協力・国際部国際課学術交流掛 2006/4/1
無期
限

- 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄

2006年度 事業推進課 会議 IAB（インターナショナルアドバイザリーボード）１～２ 研究協力・国際部国際課国際企画掛 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 第1共同利用施設2F倉庫 教育推進部事業推進課長 移管

2006年度 事業推進課 協定 協定書原本 事業推進課長 2006/4/1
無期
限

- 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管

2006年度 事業推進課 会議 国際交流委員会 研究協力・国際部国際課国際企画掛 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 第1共同利用施設2F倉庫 教育推進部事業推進課長 移管

2006年度 事業推進課 協定 授業料不徴収等学生交流協定関係綴 研究協力・国際部国際課（課長補佐） 2007/4/1
無期
限

- 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管

2007年度 事業推進課 会議 国際交流委員会 研究協力・国際部国際課国際企画掛 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 第1共同利用施設2F倉庫 教育推進部事業推進課長 移管
2008年度 事業推進課 会議 IAB（インターナショナルアドバイザリーボード） 研究協力・国際部国際課国際企画掛 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 第1共同利用施設2F倉庫 教育推進部事業推進課長 移管
2008年度 事業推進課 会議 IAB（インターナショナルアドバイザリーボード） 研究協力・国際部国際課国際企画掛 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2008年度 事業推進課 会議 国際交流委員会 研究協力・国際部国際課国際企画掛 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 第1共同利用施設2F倉庫 教育推進部事業推進課長 移管

2008年度 事業推進課 協定 大学間協定締結関係綴 研究協力・国際部国際課（課長補佐） 2009/4/1
無期
限

- 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管

2011年度 事業推進課 会議 AC21推進室会議 国際部国際企画課 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2012年度 事業推進課 会議 AC21推進室会議 国際部国際企画課 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2009年度 事業推進課 助成 G30　FD研修 国際部国際企画課国際連携グループ 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部事業推進課長 移管
2009年度 事業推進課 助成 G30　意見交換会①② 国際部国際企画課国際連携グループ 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部事業推進課長 移管
2009年度 事業推進課 助成 G30　外国旅費　１～４ 国際部国際企画課国際連携グループ 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部事業推進課長 移管
2009年度 事業推進課 助成 G30　基礎資料 国際部国際企画課国際連携グループ 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部事業推進課長 移管
2009年度 事業推進課 助成 G30　研修関係１ 国際部国際企画課国際連携グループ 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部事業推進課長 移管
2009年度 事業推進課 助成 G30　交付申請・請求 国際部国際企画課国際連携グループ 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部事業推進課長 移管
2009年度 事業推進課 助成 G30　広報関係 国際部国際企画課国際連携グループ 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部事業推進課長 移管
2009年度 事業推進課 助成 G30　国際プログラム群カリキュラム 国際部国際企画課国際連携グループ 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2009年度 事業推進課 助成 G30　国内旅費　１～２ 国際部国際企画課国際連携グループ 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部事業推進課長 移管
2009年度 事業推進課 助成 G30　雑件 国際部国際企画課国際連携グループ 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部事業推進課長 移管
2009年度 事業推進課 助成 G30　産学連携フォーラム 国際部国際企画課国際連携グループ 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2009年度 事業推進課 助成 G30　実績報告書 国際部国際企画課国際連携グループ 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部事業推進課長 移管
2009年度 事業推進課 助成 G30　出願システム 国際部国際企画課国際連携グループ 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部事業推進課長 移管
2009年度 事業推進課 申請 G30　申請関係 国際部国際企画課国際連携グループ 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部事業推進課長 移管
2009年度 事業推進課 助成 G30　副学長会合 国際部国際企画課国際連携グループ 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部事業推進課長 移管
2009年度 事業推進課 助成 G30　物品伝票等　１～６ 国際部国際企画課国際連携グループ 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部事業推進課長 移管
2009年度 事業推進課 助成 G30　予算 国際部国際企画課国際連携グループ 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2009年度 事業推進課 会議 第3回AC21学生世界フォーラム 国際部国際企画課 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管

2009年度 事業推進課 協定 学術交流協定関係綴 国際部国際企画課 2010/4/1
無期
限

- 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管

2009年度 事業推進課 会議 国際交流委員会 国際部国際企画課 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 第1共同利用施設2F倉庫 教育推進部事業推進課長 移管
2009年度 事業推進課 研修 国際交流研修関係綴（LEAP） 国際部国際企画課 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄

2010年度 事業推進課 協定 協定書原本 事業推進課長 2010/4/1
無期
限

- 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管

2010年度 事業推進課 助成 G30　構想見直し 国際企画課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部事業推進課長 移管

2010年度 事業推進課 協定 学術交流協定関係綴（１） 国際企画課長 2011/4/1
無期
限

- 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管

2010年度 事業推進課 協定 学術交流協定関係綴（２） 国際企画課長 2011/4/1
無期
限

- 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管

2010年度 事業推進課 会議 国際交流委員会 国際企画課長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 第1共同利用施設2F倉庫 教育推進部事業推進課長 移管

2011年度 事業推進課 会議 AC21 APAIE関係（2012～〇〇） 国際企画課長/事業推進課長 未定
効力
終了
後5年

未定 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管

2011年度 事業推進課 管理 AC21HPリニューアル関係 国際企画課長 2012/4/1 8年 2020/3/31 紙 第1共同利用施設2F倉庫 教育推進部事業推進課長 移管
2011年度 事業推進課 助成 H23 大学の世界展開力強化事業　1/2 国際企画課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2011年度 事業推進課 助成 H23 大学の世界展開力強化事業　2/2 国際企画課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2011年度 事業推進課 申請 H23 ハーバード・イェンチン研究所関係綴 国際企画課長 2012/4/1 8年 2020/3/31 紙 第1共同利用施設2F倉庫 教育推進部事業推進課長 廃棄
2011年度 事業推進課 申請 ハーバード・イェンチン研究所関係綴 国際企画課長 2012/4/1 8年 2020/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
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2011年度 事業推進課 管理 学内情報翻訳データベース関係資料 事業推進課長 2012/4/1 11年 2023/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2011年度 事業推進課 調査 世界大学ランキング関係綴 国際企画課長 2012/4/1 8年 2020/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2011年度 事業推進課 調査 世界大学ランキング関係綴 国際企画課長 2012/4/1 8年 2020/3/31 紙 第1共同利用施設2F倉庫 教育推進部事業推進課長 廃棄
2011年度 事業推進課 助成 G30　雑件 国際企画課長 2012/4/1 8年 2020/3/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部事業推進課長 移管
2011年度 事業推進課 助成 G30　産学連携フォーラム 国際企画課長 2012/4/1 8年 2020/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2011年度 事業推進課 助成 G30　中間評価 国際企画課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部事業推進課長 移管
2011年度 事業推進課 助成 G30　副学長会合 国際企画課長 2012/4/1 8年 2020/3/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部事業推進課長 移管
2011年度 事業推進課 助成 G30　予算 国際企画課長 2012/4/1 8年 2020/3/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部事業推進課長 移管
2011年度 事業推進課 研修 事務職員の海外研修 国際企画課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 第1共同利用施設2F倉庫 教育推進部事業推進課長 廃棄

2011年度 事業推進課 協定 学術交流協定関係綴 国際企画課長 2012/4/1
無期
限

- 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管

2011年度 事業推進課 会議 国際交流委員会 国際企画課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 第1共同利用施設2F倉庫 教育推進部事業推進課長 移管
2011年度 事業推進課 研修 国際交流研修関係綴（LEAP） 国際企画課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 第1共同利用施設2F倉庫 教育推進部事業推進課長 廃棄
2012年度 事業推進課 申請 G30外国人教員 国際企画課長 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部事業推進課長 移管
2012年度 事業推進課 助成 H24 大学の世界展開力強化事業　1/2 国際企画課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2012年度 事業推進課 助成 H24 大学の世界展開力強化事業　2/2 国際企画課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管

2012年度 事業推進課 協定 協定書原本 事業推進課長 2012/4/1
無期
限

- 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管

2012年度 事業推進課 研修 国際交流研修関係綴（LEAP） 国際企画課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 第1共同利用施設2F倉庫 教育推進部事業推進課長 廃棄
2012年度 事業推進課 申請 在留資格認定証明書　1/2 国際企画課長 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部事業推進課長 廃棄
2012年度 事業推進課 申請 在留資格認定証明書　2/2 国際企画課長 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部事業推進課長 廃棄
2012年度 事業推進課 研修 事務職員の海外研修 国際企画課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 第1共同利用施設2F倉庫 教育推進部事業推進課長 廃棄
2012年度 事業推進課 助成 国立大学改革強化推進補助金申請関係 国際企画課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管

2012年度 事業推進課 協定 学術交流協定関係綴 国際企画課長 2013/4/1
無期
限

- 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管

2012年度 事業推進課 会議 国際交流委員会 国際企画課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 第1共同利用施設2F倉庫 教育推進部事業推進課長 移管
2013年度 事業推進課 会議 AC21推進室会議 国際企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2013年度 事業推進課 助成 AC21スペシャル・プロジェクト・ファンド2014 国際企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2013年度 事業推進課 管理 AC21年会費徴収関係2013 国際企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2013年度 事業推進課 助成 H25 大学の世界展開力強化事業　1/3 国際企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2013年度 事業推進課 助成 H25 大学の世界展開力強化事業　2/3 国際企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2013年度 事業推進課 助成 H25 大学の世界展開力強化事業　3/3 国際企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2013年度 事業推進課 助成 H25 大学の世界展開力強化事業　4/4 国際企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2013年度 事業推進課 管理 HP更新 国際企画課長 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 第1共同利用施設2F倉庫 教育推進部事業推進課長 廃棄
2013年度 事業推進課 会議 IFPU 国際企画課長 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 第1共同利用施設2F倉庫 教育推進部事業推進課長 移管
2013年度 事業推進課 会議 RENKEIスクール 国際企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2013年度 事業推進課 申請 在留資格認定証明書 国際企画課長 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部事業推進課長 移管
2013年度 事業推進課 研修 事務職員の海外研修 国際企画課長 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 第1共同利用施設2F倉庫 教育推進部事業推進課長 廃棄
2013年度 事業推進課 刊行物 英文/中文プロフィール･ファクトブック　2014 国際企画課長 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 第1共同利用施設2F倉庫 教育推進部事業推進課長 廃棄
2013年度 事業推進課 管理 外国人研究者等受入データベース 国際企画課長 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 第1共同利用施設2F倉庫 教育推進部事業推進課長 移管
2013年度 事業推進課 研修 国際業務トレーニング研修 国際企画課長 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 第1共同利用施設2F倉庫 教育推進部事業推進課長 廃棄
2013年度 事業推進課 調査 国際交流状況調査(外部） 国際企画課長 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 第1共同利用施設2F倉庫 教育推進部事業推進課長 廃棄
2013年度 事業推進課 調査 国際交流状況調査(外部） 国際企画課長 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 第1共同利用施設2F倉庫 教育推進部事業推進課長 廃棄
2013年度 事業推進課 調査 国際交流状況調査(外部） 国際企画課長 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 第1共同利用施設2F倉庫 教育推進部事業推進課長 廃棄
2013年度 事業推進課 調査 国際交流状況調査（学内） 国際企画課長 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 第1共同利用施設2F倉庫 教育推進部事業推進課長 廃棄
2013年度 事業推進課 調査 世界大学ランキング関係綴 国際企画課長 2014/4/1 6年 2020/3/31 紙 第1共同利用施設2F倉庫 教育推進部事業推進課長 廃棄
2013年度 事業推進課 助成 G30　ウズベキスタン留学フェア 国際企画課長 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2013年度 事業推進課 助成 G30 交付申請・執行 国際企画課長 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2013年度 事業推進課 助成 G30　外国人教員選考関係 国際企画課長 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部事業推進課長 移管
2013年度 事業推進課 助成 G30　雑件 国際企画課長 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部事業推進課長 移管
2013年度 事業推進課 研修 JCIA派遣依頼 国際企画課長 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部事業推進課長 廃棄
2013年度 事業推進課 研修 JICA人件費補てん 国際企画課長 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部事業推進課長 廃棄
2013年度 事業推進課 招へい ストラスブール大学との研究者交流 国際企画課長 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 第1共同利用施設2F倉庫 教育推進部事業推進課長 廃棄
2013年度 事業推進課 研修 平成24年度~平成25年度アフガニスタン人材育成（PEACE）プロジェクト 国際企画課長 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部事業推進課長 廃棄
2013年度 事業推進課 管理 ヨーロッパセンター関係綴 国際企画課長 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 第1共同利用施設2F倉庫 教育推進部事業推進課長 廃棄

2013年度 事業推進課 協定 学術交流協定関係綴1 国際企画課長 2014/4/1
無期
限

- 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管

2013年度 事業推進課 会議 国際交流委員会 国際企画課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 第1共同利用施設2F倉庫 教育推進部事業推進課長 移管
2013年度 事業推進課 表彰 国際交流貢献顕彰 国際企画課長 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄

2013年度 事業推進課 助成
国立大学改革強化推進補助金
執行関係

国際企画課長 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管

2013年度 事業推進課 助成
国立大学改革強化推進補助金
申請関係

国際企画課長 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管

2013年度 事業推進課 管理 上海事務所管理 国際企画課長 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 第1共同利用施設2F倉庫 教育推進部事業推進課長 廃棄
2013年度 事業推進課 研修 平成25年度JICA外国人受託研修員 国際企画課長 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 第1共同利用施設３Ｆ倉庫 教育推進部事業推進課長 廃棄
2013年度 事業推進課 管理 本部等訪問関係綴① 国際企画課長 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2013年度 事業推進課 管理 本部等訪問関係綴②（学生） 国際企画課長 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2014年度 事業推進課 研修 ABEイニシアティブ 国際企画課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2014年度 事業推進課 会議 AC21国際フォーラム 国際企画課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2014年度 事業推進課 会議 AC21推進室会議 国際企画課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2014年度 事業推進課 助成 AC21スペシャル・プロジェクト・ファンド 国際企画課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2014年度 事業推進課 申請 G30外国人教員 国際企画課長 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部事業推進課長 移管
2014年度 事業推進課 助成 H26 大学の世界展開力強化事業　1/2 国際企画課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2014年度 事業推進課 助成 H26 大学の世界展開力強化事業　2/2 国際企画課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2014年度 事業推進課 会議 H26年度　アジアサテライトキャンパス学院運営委員会 事業推進課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 教育推進部事業推進課(ASCI)室内 教育推進部事業推進課長 移管
2014年度 事業推進課 会計 H26年度　アジアサテライトキャンパス学院前渡資金申請 事業推進課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育推進部事業推進課(ASCI)室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2014年度 事業推進課 庶務 H26年度　アジアサテライトキャンパス学院役員懇談会・役員会提出資料 事業推進課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育推進部事業推進課(ASCI)室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2014年度 事業推進課 人事 H26年度　教員人事1 事業推進課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 教育推進部事業推進課(ASCI)室内 教育推進部事業推進課長 移管
2014年度 事業推進課 人事 H26年度　教員人事2 事業推進課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 教育推進部事業推進課(ASCI)室内 教育推進部事業推進課長 移管
2014年度 事業推進課 人事 H26年度　教員人事3 事業推進課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 教育推進部事業推進課(ASCI)室内 教育推進部事業推進課長 移管
2014年度 事業推進課 人事 H26年度　教員人事4 事業推進課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 教育推進部事業推進課(ASCI)室内 教育推進部事業推進課長 移管
2014年度 事業推進課 管理 HP更新 国際企画課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2014年度 事業推進課 規程 アジアサテライトキャンパス学院関係規程 事業推進課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 教育推進部事業推進課(ASCI)室内 教育推進部事業推進課長 移管
2014年度 事業推進課 総務 アジアサテライトキャンパス学院ステイタス 事業推進課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教育推進部事業推進課(ASCI)室内 教育推進部事業推進課長 移管
2014年度 事業推進課 管理 ウズベキスタン事務所 国際企画課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄

2014年度 事業推進課 協定 協定書原本 事業推進課長 2014/4/1
無期
限

- 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管

2014年度 事業推進課 外国出張 国際会議等出張 国際企画課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2014年度 事業推進課 会議 国際交流委員会 国際企画課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2014年度 事業推進課 申請 在留資格認定証明書 国際企画課長 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部事業推進課長 移管
2014年度 事業推進課 申請 在留資格認定証明書（高度人材ポイント制度利用） 国際企画課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
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2014年度 事業推進課 研修 事務職員の海外研修 国際企画課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2014年度 事業推進課 研修 事務職員の海外研修 国際企画課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 国際企画課１ 教育推進部事業推進課長 廃棄
2014年度 事業推進課 招へい ストラスブール大学との研究者交流 国際企画課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 第1共同利用施設2F倉庫 教育推進部事業推進課長 廃棄
2014年度 事業推進課 外国出張 ノーベル賞授賞式出張関係 国際企画課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2014年度 事業推進課 管理 バンコク事務所 国際企画課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2014年度 事業推進課 管理 バンコク事務所開所式 国際企画課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2014年度 事業推進課 研修 平成26年度人材育成支援無償事業（ＪＤＳ） 国際企画課長 2013/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2014年度 事業推進課 管理 モンゴル事務所 国際企画課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2014年度 事業推進課 管理 ヨーロッパセンター関係綴 国際企画課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2014年度 事業推進課 庶務 来日研修 事業推進課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育推進部事業推進課(ASCI)室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2014年度 事業推進課 刊行物 英文･中文プロフィール/ファクトブック 国際企画課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2014年度 事業推進課 管理 外国人研究者等受入データベース 国際企画課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2014年度 事業推進課 研修 国際業務トレーニング研修 国際企画課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2014年度 事業推進課 調査 国際交流状況調査(外部） 国際企画課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2014年度 事業推進課 調査 国際交流状況調査（学内） 国際企画課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2014年度 事業推進課 管理 上海事務所 国際企画課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2014年度 事業推進課 調査 世界大学ランキング関係綴 国際企画課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2014年度 事業推進課 管理 AC21年会費徴収関係 国際企画課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2014年度 事業推進課 助成 G30　ウズベキスタン留学フェア 国際企画課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2014年度 事業推進課 助成 G30　家具付き宿舎 国際企画課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2014年度 事業推進課 助成 G30　グローバル化に係る会議 国際企画課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2014年度 事業推進課 助成 G30　国際教育運営委員会 国際企画課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2014年度 事業推進課 助成 G30　事後評価 国際企画課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2014年度 事業推進課 助成 G30　申請・執行関係 国際企画課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2014年度 事業推進課 助成 G30　物件費 国際企画課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部事業推進課長 移管
2014年度 事業推進課 助成 G30　外国人教員選考関係 国際企画課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部事業推進課長 移管
2014年度 事業推進課 助成 G30　外国旅費・国内旅費 国際企画課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部事業推進課長 移管
2014年度 事業推進課 助成 G30　広報・調査等 国際企画課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2014年度 事業推進課 助成 G30　国際プログラム群教員選考選考委員会 国際企画課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2014年度 事業推進課 助成 G30　雑件 国際企画課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2014年度 事業推進課 助成 G30　謝金・短期雇用 国際企画課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部事業推進課長 移管
2014年度 事業推進課 助成 G30　専門委員会　①～② 国際企画課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2014年度 事業推進課 管理 SGU各種委員会保存資料 事業推進課長 2015/4/1 14年 2029/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2014年度 事業推進課 助成 国際化拠点整備事業費補助金【SGU】　間接費・授業料 事業推進課長 2015/4/1 14年 2029/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2014年度 事業推進課 助成 国際化拠点整備事業費補助金【SGU】　直接費 事業推進課長 2015/4/1 14年 2029/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2014年度 事業推進課 助成 国際課拠点整備事業費補助金【ＳＧＵ】支払伝票 国際企画課長 2015/4/1 14年 2029/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2014年度 事業推進課 助成 さくらサイエンスプラン 国際企画課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2014年度 事業推進課 助成 スーパーグローバル創成事業関係 国際企画課長 2015/4/1 14年 2029/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2014年度 事業推進課 管理 スパーグローバル大学創成支援事業　決裁関係資料 事業推進課長 2015/4/1 14年 2029/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管

2014年度 事業推進課 協定 学術交流協定関係綴1 国際企画課長 2015/4/1
無期
限

- 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管

2014年度 事業推進課 表彰 国際交流貢献顕彰 国際企画課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄

2014年度 事業推進課 助成
国立大学改革強化推進補助金
ＦＤ研修

国際企画課長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管

2014年度 事業推進課 助成
国立大学改革強化推進補助金
予算振替・人件費

国際企画課長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管

2014年度 事業推進課 助成
国立大学改革強化推進補助金
申請関係

国際企画課長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管

2014年度 事業推進課 助成
国立大学改革強化推進補助金（授業料）
外国旅費　2-1～2-2

国際企画課長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管

2014年度 事業推進課 助成
国立大学改革強化推進補助金（授業料）
短期雇用

国際企画課長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管

2014年度 事業推進課 助成
国立大学改革強化推進補助金（授業料）
物件費　2-1～2-2

国際企画課長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管

2014年度 事業推進課 助成
国立大学改革強化推進補助金（授業料）
国内旅費

国際企画課長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管

2014年度 事業推進課 助成
国立大学改革強化推進補助金（授業料）
謝金

国際企画課長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管

2014年度 事業推進課 助成
国立大学改革強化推進補助金（補助金）
支払伝票

国際企画課長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管

2014年度 事業推進課 会議 日本・ウズベキスタン学長会議 国際企画課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2014年度 事業推進課 研修 平成25年度JICA外国人受託研修員 国際企画課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 第1共同利用施設２Ｆ倉庫 教育推進部事業推進課長 廃棄
2014年度 事業推進課 渡航 平成26年度JICA派遣・人件費補てん 国際企画課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2014年度 事業推進課 研修 平成26年度アフガニスタン人材育成（PEACE）プロジェクト 国際企画課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2014年度 事業推進課 管理 本部等訪問関係綴① 国際企画課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2014年度 事業推進課 管理 本部等訪問関係綴②（学生） 国際企画課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2015年度 事業推進課 会議 AC21国際フォーラム 事業推進課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2015年度 事業推進課 会議 AC21推進室会議 事業推進課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2015年度 事業推進課 助成 AC21スペシャル・プロジェクト・ファンド 事業推進課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2015年度 事業推進課 管理 AC21年会費徴収関係 事業推進課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2015年度 事業推進課 会議 H27年度　アジアサテライトキャンパス学院運営委員会 事業推進課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 教育推進部事業推進課(ASCI)室内 教育推進部事業推進課長 移管
2015年度 事業推進課 会計 H27年度　アジアサテライトキャンパス学院前渡資金申請 事業推進課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育推進部事業推進課(ASCI)室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2015年度 事業推進課 会議 H27年度　アジアサテライトキャンパス学院役員懇談会・役員会提出資料 事業推進課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育推進部事業推進課(ASCI)室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2015年度 事業推進課 人事 H27年度　教員人事1 事業推進課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 教育推進部事業推進課(ASCI)室内 教育推進部事業推進課長 移管
2015年度 事業推進課 人事 H27年度　教員人事2 事業推進課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 教育推進部事業推進課(ASCI)室内 教育推進部事業推進課長 移管
2015年度 事業推進課 管理 HP更新 事業推進課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2015年度 事業推進課 学生 アジアサテライトキャンパス学院学生関連 事業推進課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教育推進部事業推進課(ASCI)室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2015年度 事業推進課 総務 アジアサテライトキャンパス学院ステイタス 事業推進課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教育推進部事業推進課(ASCI)室内 教育推進部事業推進課長 移管
2015年度 事業推進課 会計 アジアサテライトキャンパス学院前渡資金出納帳（ウズベキスタン） 事業推進課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育推進部事業推進課(ASCI)室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2015年度 事業推進課 会計 アジアサテライトキャンパス学院前渡資金出納帳（カンボジア） 事業推進課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育推進部事業推進課(ASCI)室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2015年度 事業推進課 会計 アジアサテライトキャンパス学院前渡資金出納帳（フィリピン） 事業推進課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育推進部事業推進課(ASCI)室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2015年度 事業推進課 会計 アジアサテライトキャンパス学院前渡資金出納帳（ベトナム） 事業推進課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育推進部事業推進課(ASCI)室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2015年度 事業推進課 会計 アジアサテライトキャンパス学院前渡資金出納帳（モンゴル） 事業推進課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育推進部事業推進課(ASCI)室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2015年度 事業推進課 会計 アジアサテライトキャンパス学院前渡資金出納帳（ラオス） 事業推進課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育推進部事業推進課(ASCI)室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2015年度 事業推進課 会計 アジアサテライトキャンパス学院予算 事業推進課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教育推進部事業推進課(ASCI)室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2015年度 事業推進課 外国出張 国際会議等出張 事業推進課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 第1共同利用施設2F倉庫 教育推進部事業推進課長 廃棄
2015年度 事業推進課 会議 国際交流委員会 事業推進課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 第1共同利用施設2F倉庫 教育推進部事業推進課長 移管
2015年度 事業推進課 研修 事務職員の海外研修 事業推進課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 第1共同利用施設2F倉庫 教育推進部事業推進課長 廃棄
2015年度 事業推進課 招へい ストラスブール大学との研究者交流 事業推進課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2015年度 事業推進課 調査 日本・スウェーデン学長会議 事業推進課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2015年度 事業推進課 刊行物 英文･中文プロフィール/ファクトブック 事業推進課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
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2015年度 事業推進課 管理 外国人研究者等受入データベース 事業推進課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2015年度 事業推進課 研修 国際業務トレーニング研修 事業推進課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 第1共同利用施設2F倉庫 教育推進部事業推進課長 廃棄
2015年度 事業推進課 調査 国際交流状況調査(外部） 事業推進課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2015年度 事業推進課 調査 国際交流状況調査（学内） 事業推進課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2015年度 事業推進課 調査 世界大学ランキング関係綴 事業推進課長 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2015年度 事業推進課 研修 ABEイニシアティブ 事業推進課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2015年度 事業推進課 助成 G30　ウズベキスタン留学フェア 事業推進課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2015年度 事業推進課 助成 G30　外国人教員選考関係 事業推進課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2015年度 事業推進課 助成 G30　家具付き宿舎 事業推進課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2015年度 事業推進課 助成 G30　国際教育運営委員会 事業推進課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2015年度 事業推進課 助成 G30　執行関係 事業推進課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2015年度 事業推進課 助成 G30　申請・執行関係 事業推進課長 2016/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2015年度 事業推進課 助成 G30　物件費 事業推進課長 2016/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2015年度 事業推進課 助成 G30　外国旅費・国内旅費 事業推進課長 2016/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2015年度 事業推進課 助成 G30　専門委員会　①～② 事業推進課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2015年度 事業推進課 申請 G30外国人教員 事業推進課長 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2015年度 事業推進課 助成 H27 大学の世界展開力強化事業 事業推進課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2015年度 事業推進課 研修 JICA 外国人受託研修員 事業推進課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2015年度 事業推進課 研修 JICA 太平洋島嶼国リーダー教育支援プログラム(Pacificbou‐LEADS) 事業推進課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2015年度 事業推進課 申請 JICA 派遣・人件費補てん 事業推進課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2015年度 事業推進課 管理 ウズベキスタン事務所 国際企画課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2015年度 事業推進課 手紙 各種イベント招待・手紙 事業推進課長 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2015年度 事業推進課 手紙 各種イベント招待・手紙 事業推進課長 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2015年度 事業推進課 助成 がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン　決裁関係 事業推進課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2015年度 事業推進課 助成 国際化拠点整備事業費補助金【SGU】　執行関係 事業推進課長 2016/4/1 13年 2029/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2015年度 事業推進課 助成 国際課拠点整備事業費補助金【ＳＧＵ】支払伝票 事業推進課長 2016/4/1 13年 2029/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2015年度 事業推進課 助成 国立大学改革強化推進補助金　　執行関係 事業推進課長 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2015年度 事業推進課 助成 国立大学改革強化推進補助金(授業料)　執行関係 事業推進課長 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2015年度 事業推進課 助成 さくらサイエンスプラン 事業推進課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2015年度 事業推進課 助成 スパーグローバル大学創成支援事業　TGUシンポジウム　(H27・5・13開催) 事業推進課長 2016/4/1 13年 2029/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2015年度 事業推進課 助成 スパーグローバル大学創成支援事業フォローアップ調査 事業推進課長 2016/4/1 13年 2029/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2015年度 事業推進課 管理 バンコク事務所 国際企画課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2015年度 事業推進課 管理 バンコク事務所開所式 国際企画課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2015年度 事業推進課 協定 平成27年度JICA連携協定更新 事業推進課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2015年度 事業推進課 情報 平成27年度NOIS関係 事業推進課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2015年度 事業推進課 管理 モンゴル事務所 国際企画課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2015年度 事業推進課 管理 ヨーロッパセンター関係綴 国際企画課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄

2015年度 事業推進課 協定 学術交流協定関係綴 事業推進課長 2016/4/1
無期
限

- 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管

2015年度 事業推進課 供用 記念品供用簿 事業推進課長 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2015年度 事業推進課 表彰 国際交流貢献顕彰 事業推進課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄

2015年度 事業推進課 助成
国立大学改革強化推進補助金
申請関係

事業推進課長 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管

2015年度 事業推進課 助成
国立大学改革強化推進補助金（授業料）
外国旅費

事業推進課長 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管

2015年度 事業推進課 助成
国立大学改革強化推進補助金（授業料）
物件費

事業推進課長 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管

2015年度 事業推進課 助成
国立大学改革強化推進補助金（授業料）
国内旅費

事業推進課長 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管

2015年度 事業推進課 助成
国立大学改革強化推進補助金（授業料）
謝金

事業推進課長 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管

2015年度 事業推進課 助成
国立大学改革強化推進補助金（補助金）
支払伝票

事業推進課長 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管

2015年度 事業推進課 申請 在留資格認定証明書① 事業推進課長 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2015年度 事業推進課 申請 在留資格認定証明書② 事業推進課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管

2015年度 事業推進課 申請
在留資格認定証明書代理
申請システム管理

事業推進課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管

2015年度 事業推進課 管理 上海事務所 国際企画課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2015年度 事業推進課 研修 人材育成奨学計画（JSD） 事業推進課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2015年度 事業推進課 申請 短期査証書類関係 事業推進課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2015年度 事業推進課 助成 日中笹川奨学金研究員 事業推進課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2015年度 事業推進課 管理 本部等訪問関係綴① 事業推進課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2016年度 事業推進課 庶務 ASEANネット 事業推進課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2015年度 事業推進課 調査 アジアサテライトキャンパス雑件 事業推進課長 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 教育推進部事業推進課(ASCI)室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2016年度 事業推進課 会議 H28年度　アジアサテライトキャンパス学院運営委員会 事業推進課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 教育推進部事業推進課(ASCI)室内 教育推進部事業推進課長 移管
2016年度 事業推進課 会計 H28年度　アジアサテライトキャンパス学院前渡資金申請 事業推進課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部事業推進課(ASCI)室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2016年度 事業推進課 庶務 H28年度　アジアサテライトキャンパス学院役員懇談会・役員会提出資料 事業推進課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部事業推進課(ASCI)室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2016年度 事業推進課 人事 H28年度　教員人事 事業推進課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 教育推進部事業推進課(ASCI)室内 教育推進部事業推進課長 移管
2016年度 事業推進課 調査 H28年度　照会・調査 事業推進課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 教育推進部事業推進課(ASCI)室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2016年度 事業推進課 助成 JICA「国際社会人ドクタープログラム」 事業推進課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 教育推進部事業推進課(ASCI)室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2016年度 事業推進課 学生 アジアサテライトキャンパス学院学生関連 事業推進課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教育推進部事業推進課(ASCI)室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2016年度 事業推進課 会計 アジアサテライトキャンパス学院前渡資金出納帳（ウズベキスタン） 事業推進課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部事業推進課(ASCI)室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2016年度 事業推進課 会計 アジアサテライトキャンパス学院前渡資金出納帳（カンボジア） 事業推進課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部事業推進課(ASCI)室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2016年度 事業推進課 会計 アジアサテライトキャンパス学院前渡資金出納帳（フィリピン） 事業推進課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部事業推進課(ASCI)室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2016年度 事業推進課 会計 アジアサテライトキャンパス学院前渡資金出納帳（ベトナム） 事業推進課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部事業推進課(ASCI)室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2016年度 事業推進課 会計 アジアサテライトキャンパス学院前渡資金出納帳（モンゴル） 事業推進課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部事業推進課(ASCI)室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2016年度 事業推進課 会計 アジアサテライトキャンパス学院前渡資金出納帳（ラオス） 事業推進課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部事業推進課(ASCI)室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2016年度 事業推進課 会計 アジアサテライトキャンパス学院予算 事業推進課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教育推進部事業推進課(ASCI)室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2016年度 事業推進課 調査 アジアサテライトキャンパス雑件 事業推進課長 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 教育推進部事業推進課(ASCI)室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2016年度 事業推進課 庶務 外部機関との連携 事業推進課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教育推進部事業推進課(ASCI)室内 教育推進部事業推進課長 廃棄

2016年度 事業推進課 協定 協定書原本 事業推進課長 2016/4/1
無期
限

- 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管

2016年度 事業推進課 庶務 タシケント工科大学イノベーションセンター 事業推進課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教育推進部事業推進課(ASCI)室内 教育推進部事業推進課長 移管
2016年度 事業推進課 研修 ABEイニシアティブ 事業推進課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2016年度 事業推進課 会議 AC21国際フォーラム 事業推進課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2016年度 事業推進課 会議 AC21推進室会議 事業推進課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2016年度 事業推進課 助成 AC21スペシャル・プロジェクト・ファンド 事業推進課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2016年度 事業推進課 管理 AC21年会費徴収関係 事業推進課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2016年度 事業推進課 助成 G30　ウズベキスタン留学フェア 事業推進課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2016年度 事業推進課 助成 G30　国際教育運営委員会 事業推進課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2016年度 事業推進課 助成 G30　執行関係 事業推進課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
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2016年度 事業推進課 助成 G30　申請・執行関係 事業推進課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2016年度 事業推進課 助成 G30　物件費 事業推進課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2016年度 事業推進課 助成 G30　外国旅費・国内旅費 事業推進課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2016年度 事業推進課 申請 G30外国人教員 事業推進課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2016年度 事業推進課 助成 H27 大学の世界展開力強化事業 事業推進課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2016年度 事業推進課 助成 H28 概算要求関係 事業推進課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2016年度 事業推進課 助成 H28　第一係　その他　旅費 事業推進課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2016年度 事業推進課 研修 JICA 外国人受託研修員 事業推進課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2016年度 事業推進課 研修 JICA 太平洋島嶼国リーダー教育支援プログラム(Pacificbou‐LEADS) 事業推進課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2016年度 事業推進課 申請 JICA 派遣・人件費補てん 事業推進課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2016年度 事業推進課 助成 JICA草の根技術協力事業（草の根パートナー型）2016年第一回 事業推進課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2016年度 事業推進課 助成 SGU　各種委員会保存資料 事業推進課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2016年度 事業推進課 助成 アフガニスタン人材育成（ＰＥＡＣＥ）プロジェクト 事業推進課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2016年度 事業推進課 管理 ウズベキスタン事務所 国際企画課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2016年度 事業推進課 手紙 各種イベント招待・手紙 事業推進課長 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2016年度 事業推進課 助成 がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン　決裁関係 事業推進課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2016年度 事業推進課 助成 国際化拠点整備事業費補助金【SGU】　外国旅費・国内旅費 事業推進課長 2017/4/1 12年 2029/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2016年度 事業推進課 助成 国際化拠点整備事業費補助金【SGU】　執行関係 事業推進課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2016年度 事業推進課 助成 国際課拠点整備事業費補助金【ＳＧＵ】支払伝票 事業推進課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2016年度 事業推進課 助成 国際化拠点整備事業補助金【SGU】間接経費・授業料 事業推進課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2016年度 事業推進課 助成 国際化拠点整備事業補助金【SGU】物件費 事業推進課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2016年度 事業推進課 会議 国際交流委員会 事業推進課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2016年度 事業推進課 助成 国立大学改革強化推進補助金　　執行関係 事業推進課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2016年度 事業推進課 助成 国立大学改革強化推進補助金(授業料)　執行関係 事業推進課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2016年度 事業推進課 助成 国立大学改革強化推進補助金(授業料)外国旅費・国内旅費 事業推進課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2016年度 事業推進課 助成 国立大学改革強化推進補助金(授業料)謝金・短期雇用 事業推進課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2016年度 事業推進課 助成 さくらサイエンスプラン 事業推進課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2016年度 事業推進課 研修 事務職員の海外研修 事業推進課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2016年度 事業推進課 助成 スーパーグローバル大学創成支援事業　TGUシンポジウム【平成29年2月17日開催】 事業推進課長 2017/4/1 12年 2029/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2016年度 事業推進課 助成 スーパーグローバル大学創成支援事業　決裁関係資料 事業推進課長 2017/4/1 12年 2029/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2016年度 事業推進課 助成 スーパーグローバル大学創成支援事業　補助金間接費 事業推進課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2016年度 事業推進課 招へい ストラスブール大学との研究者交流 事業推進課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2016年度 事業推進課 助成 スーパーグローバル大学創成支援事業　TGUシンポジウム　(H27・5・13開催) 事業推進課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2016年度 事業推進課 助成 スーパーグローバル大学創成支援事業フォローアップ調査 事業推進課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2016年度 事業推進課 管理 バンコク事務所 国際企画課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2016年度 事業推進課 協定 平成27年度JICA連携協定更新 事業推進課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2016年度 事業推進課 情報 平成28年度NOIS関係 事業推進課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2016年度 事業推進課 情報 平成28年度　概算要求事項ヒアリング資料 事業推進課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2016年度 事業推進課 管理 ベトナム・カンボジア・フィリピン事務所 国際企画課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2016年度 事業推進課 管理 モンゴル事務所 国際企画課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2016年度 事業推進課 管理 ヨーロッパセンター関係綴 国際企画課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2016年度 事業推進課 刊行物 英文･中文プロフィール/ファクトブック 事業推進課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2016年度 事業推進課 管理 外国人研究者等受入データベース 事業推進課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管

2016年度 事業推進課 協定 学術交流協定関係綴 事業推進課長 2017/4/1
無期
限

- 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管

2016年度 事業推進課 供用 記念品供用簿 事業推進課長 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2016年度 事業推進課 助成 国際化拠点整備事業補助金【SGU】間接経費・授業料 事業推進課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2016年度 事業推進課 助成 国際化拠点整備事業補助金【SGU】物件費 事業推進課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2016年度 事業推進課 研修 国際業務トレーニング研修 事業推進課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2016年度 事業推進課 表彰 国際交流貢献顕彰 事業推進課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2016年度 事業推進課 調査 国際交流状況調査(外部） 事業推進課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2016年度 事業推進課 調査 国際交流状況調査（学内） 事業推進課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2016年度 事業推進課 助成 国立大学改革強化推進補助金
申請関係 事業推進課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2016年度 事業推進課 助成 国立大学改革強化推進補助金（授業料）
外国旅費国内旅費 事業推進課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2016年度 事業推進課 助成 国立大学改革強化推進補助金（授業料）
物件費 事業推進課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2016年度 事業推進課 助成 国立大学改革強化推進補助金（授業料）短期雇用
謝金 事業推進課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2016年度 事業推進課 助成 国立大学改革強化推進補助金（補助金）
支払伝票 事業推進課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2016年度 事業推進課 申請 在留資格認定証明書① 事業推進課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2016年度 事業推進課 申請 在留資格認定証明書② 事業推進課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2016年度 事業推進課 申請 在留資格認定証明書3 事業推進課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2016年度 事業推進課 申請 在留資格認定証明書4 事業推進課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2016年度 事業推進課 申請 在留資格認定証明書代理
申請システム管理 事業推進課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2016年度 事業推進課 管理 上海事務所 国際企画課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2016年度 事業推進課 研修 人材育成奨学計画（JSD） 事業推進課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2016年度 事業推進課 申請 短期査証書類関係 事業推進課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2016年度 事業推進課 助成 日中笹川奨学金研究員 事業推進課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2016年度 事業推進課 管理 本部等訪問関係綴① 事業推進課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2012年度 事業推進課 研修 事務職員の海外研修関係綴 事業推進課長 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2013年度 事業推進課 研修 事務職員の海外研修関係綴 事業推進課長 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2014年度 事業推進課 研修 事務職員の海外研修関係綴 事業推進課長 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2015年度 事業推進課 申請 ハーバード・イェンチン研究所 事業推進課長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 第1共同利用施設2F倉庫 教育推進部事業推進課長 廃棄
2016年度 事業推進課 申請 ハーバード・イェンチン研究所 事業推進課長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2017年度 事業推進課 申請 ハーバード・イェンチン研究所 事業推進課長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2017年度 事業推進課 管理 ウズベキスタン事務所 事業推進課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2017年度 事業推進課 研修 事務職員の海外研修 事業推進課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2017年度 事業推進課 管理 バンコク事務所 事業推進課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2017年度 事業推進課 管理 ベトナム・カンボジア・フィリピン事務所 事業推進課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2017年度 事業推進課 管理 モンゴル事務所 事業推進課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2017年度 事業推進課 管理 ヨーロッパセンター関係綴 事業推進課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2017年度 事業推進課 研修 国際業務トレーニング研修 事業推進課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2017年度 事業推進課 管理 上海事務所 事業推進課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2017年度 事業推進課 会議 国際交流委員会 事業推進課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2017年度 事業推進課 管理 海外拠点に係る各種原義書 事業推進課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2017年度 事業推進課 管理 学内文書の英文化推進（英語表記関係資料）① 事業推進課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2017年度 事業推進課 管理 学内文書の英文化推進（英語表記関係資料）② 事業推進課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2017年度 事業推進課 管理 学内文書の英文化推進（英文化推進会議　議事録） 事業推進課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2017年度 事業推進課 管理 学内文書の英文化推進（その他） 事業推進課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2017年度 事業推進課 助成 G30　執行関係 事業推進課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育推進部事業推進課長 教育推進部事業推進課長 移管
2017年度 事業推進課 助成 H29 大学の世界展開力強化事業 事業推進課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育推進部事業推進課長 教育推進部事業推進課長 移管
2017年度 事業推進課 助成 H29 概算要求関係 事業推進課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 教育推進部事業推進課長 教育推進部事業推進課長 移管
2017年度 事業推進課 助成 H29　第一係　その他　旅費 事業推進課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育推進部事業推進課長 教育推進部事業推進課長 移管
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2017年度 事業推進課 申請 JICA 派遣・人件費補てん 事業推進課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育推進部事業推進課長 教育推進部事業推進課長 移管
2017年度 事業推進課 助成 JICA草の根技術協力事業（草の根パートナー型）2017年第一回 事業推進課長 2018/4/1 10年 2027/3/31 紙 教育推進部事業推進課長 教育推進部事業推進課長 移管
2017年度 事業推進課 助成 国際化拠点整備事業費補助金【SGU】　外国旅費・国内旅費 事業推進課長 2018/4/1 11年 2029/3/31 紙 教育推進部事業推進課長 教育推進部事業推進課長 移管
2017年度 事業推進課 助成 国立大学改革強化推進補助金　　執行関係 事業推進課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育推進部事業推進課長 教育推進部事業推進課長 移管
2017年度 事業推進課 助成 国立大学改革強化推進補助金(授業料)外国旅費・国内旅費 事業推進課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育推進部事業推進課長 教育推進部事業推進課長 移管
2017年度 事業推進課 助成 さくらサイエンスプラン 事業推進課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育推進部事業推進課長 教育推進部事業推進課長 移管
2017年度 事業推進課 助成 スーパーグローバル大学創成支援事業　決裁関係資料 事業推進課長 2018/4/1 11年 2029/3/31 紙 教育推進部事業推進課長 教育推進部事業推進課長 移管
2017年度 事業推進課 協定 平成29年度JICA連携協定更新 事業推進課長 2018/4/1 10年 2023/3/31 紙 教育推進部事業推進課長 教育推進部事業推進課長 移管
2017年度 事業推進課 情報 平成29年度NOIS関係 事業推進課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育推進部事業推進課長 教育推進部事業推進課長 移管
2017年度 事業推進課 申請 在留資格認定証明書 事業推進課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育推進部事業推進課長 教育推進部事業推進課長 移管
2017年度 事業推進課 研修 人材育成奨学計画（JSD） 事業推進課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育推進部事業推進課長 教育推進部事業推進課長 移管
2017年度 事業推進課 申請 短期査証書類関係 事業推進課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育推進部事業推進課長 教育推進部事業推進課長 移管
2017年度 事業推進課 研修 【ITTH】インド工科大学ハイデラバード校（IIT-H）支援プログラム(2013-17年度）（H25-29) 事業推進課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育推進部事業推進課長 移管
2017年度 事業推進課 助成 JICA各種プログラム関係 事業推進課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育推進部事業推進課長 移管
2017年度 事業推進課 情報 サマースクール（フライブルク・ストラスブール） 事業推進課長 2018/4/1 11年 2029/3/31 紙 教育推進部事業推進課長 移管
2017年度 事業推進課 助成 地球規模課題解決に資する国際協力プログラム（GGS) 事業推進課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育推進部事業推進課長 移管
2017年度 事業推進課 庶務 ASEANネット plus関係 事業推進課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育推進部事業推進課(ASCI)室内 教育推進部事業推進課長 移管
2017年度 事業推進課 会議 H29年度　アジアサテライトキャンパス学院運営委員会 事業推進課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 教育推進部事業推進課(ASCI)室内 教育推進部事業推進課長 移管
2017年度 事業推進課 会計 H29年度　アジアサテライトキャンパス学院前渡資金申請 事業推進課長 2018/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部事業推進課(ASCI)室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2017年度 事業推進課 庶務 H29年度　アジアサテライトキャンパス学院役員懇談会・役員会提出資料 事業推進課長 2018/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部事業推進課(ASCI)室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2017年度 事業推進課 人事 H29年度　教員人事1 事業推進課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 教育推進部事業推進課(ASCI)室内 教育推進部事業推進課長 移管
2017年度 事業推進課 人事 H29年度　教員人事2 事業推進課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 教育推進部事業推進課(ASCI)室内 教育推進部事業推進課長 移管
2017年度 事業推進課 調査 H29年度　照会・調査 事業推進課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 教育推進部事業推進課(ASCI)室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2017年度 事業推進課 助成 H29年度JICA「国際社会人ドクタープログラム」 事業推進課長 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 教育推進部事業推進課(ASCI)室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2017年度 事業推進課 学生 アジアサテライトキャンパス学院学生関連 事業推進課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育推進部事業推進課(ASCI)室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2017年度 事業推進課 会計 アジアサテライトキャンパス学院前渡資金出納帳（ウズベキスタン） 事業推進課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育推進部事業推進課(ASCI)室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2017年度 事業推進課 会計 アジアサテライトキャンパス学院前渡資金出納帳（カンボジア） 事業推進課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育推進部事業推進課(ASCI)室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2017年度 事業推進課 会計 アジアサテライトキャンパス学院前渡資金出納帳（フィリピン） 事業推進課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育推進部事業推進課(ASCI)室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2017年度 事業推進課 会計 アジアサテライトキャンパス学院前渡資金出納帳（ベトナム） 事業推進課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育推進部事業推進課(ASCI)室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2017年度 事業推進課 会計 アジアサテライトキャンパス学院前渡資金出納帳（モンゴル） 事業推進課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育推進部事業推進課(ASCI)室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2017年度 事業推進課 会計 アジアサテライトキャンパス学院予算 事業推進課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育推進部事業推進課(ASCI)室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2017年度 事業推進課 調査 アジアサテライトキャンパス雑件 事業推進課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 教育推進部事業推進課(ASCI)室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2017年度 事業推進課 庶務 外部機関との連携 事業推進課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育推進部事業推進課(ASCI)室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2017年度 事業推進課 庶務 ウズベキスタン関係 事業推進課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育推進部事業推進課(ASCI)室内 教育推進部事業推進課長 移管
2018年度 事業推進課 庶務 ASEANネット plus関係 事業推進課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 教育推進部事業推進課(ASCI)室内 教育推進部事業推進課長 移管
2018年度 事業推進課 会議 H30年度　アジアサテライトキャンパス学院運営委員会 事業推進課長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 教育推進部事業推進課(ASCI)室内 教育推進部事業推進課長 移管
2018年度 事業推進課 会計 H30年度　アジアサテライトキャンパス学院前渡資金申請 事業推進課長 2019/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育推進部事業推進課(ASCI)室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2018年度 事業推進課 庶務 H30年度　アジアサテライトキャンパス学院役員懇談会・役員会提出資料 事業推進課長 2019/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育推進部事業推進課(ASCI)室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2018年度 事業推進課 人事 H30年度　教員人事1 事業推進課長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 教育推進部事業推進課(ASCI)室内 教育推進部事業推進課長 移管
2018年度 事業推進課 人事 H30年度　教員人事2 事業推進課長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 教育推進部事業推進課(ASCI)室内 教育推進部事業推進課長 移管
2018年度 事業推進課 調査 H30年度　照会・調査 事業推進課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 教育推進部事業推進課(ASCI)室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2018年度 事業推進課 助成 H30年度JICA「国際社会人ドクタープログラム」 事業推進課長 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 教育推進部事業推進課(ASCI)室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2018年度 事業推進課 学生 アジアサテライトキャンパス学院学生関連 事業推進課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 教育推進部事業推進課(ASCI)室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2018年度 事業推進課 会計 アジアサテライトキャンパス学院前渡資金出納帳（ウズベキスタン） 事業推進課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教育推進部事業推進課(ASCI)室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2018年度 事業推進課 会計 アジアサテライトキャンパス学院前渡資金出納帳（カンボジア） 事業推進課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教育推進部事業推進課(ASCI)室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2018年度 事業推進課 会計 アジアサテライトキャンパス学院前渡資金出納帳（フィリピン） 事業推進課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教育推進部事業推進課(ASCI)室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2018年度 事業推進課 会計 アジアサテライトキャンパス学院前渡資金出納帳（ベトナム） 事業推進課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教育推進部事業推進課(ASCI)室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2018年度 事業推進課 会計 アジアサテライトキャンパス学院前渡資金出納帳（モンゴル） 事業推進課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教育推進部事業推進課(ASCI)室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2018年度 事業推進課 会計 アジアサテライトキャンパス学院予算 事業推進課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 教育推進部事業推進課(ASCI)室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2018年度 事業推進課 調査 アジアサテライトキャンパス雑件 事業推進課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 教育推進部事業推進課(ASCI)室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2018年度 事業推進課 庶務 外部機関との連携 事業推進課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 教育推進部事業推進課(ASCI)室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2018年度 事業推進課 庶務 ウズベキスタン関係 事業推進課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 教育推進部事業推進課(ASCI)室内 教育推進部事業推進課長 移管
2018年度 事業推進課 助成 H30 大学の世界展開力強化事業 事業推進課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2018年度 事業推進課 助成 H30　概算要求関係 事業推進課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教育推進部事業推進課長 教育推進部事業推進課長 移管
2018年度 事業推進課 助成 H30　第一係　その他　旅費 事業推進課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教育推進部事業推進課長 教育推進部事業推進課長 移管
2018年度 事業推進課 助成 国際化拠点整備事業費補助金【SGU】　外国旅費・国内旅費 事業推進課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 教育推進部事業推進課長 教育推進部事業推進課長 移管
2018年度 事業推進課 助成 さくらサイエンスプラン 事業推進課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教育推進部事業推進課長 教育推進部事業推進課長 移管
2018年度 事業推進課 助成 国際化拠点整備事業費補助金【SGU】　原議書 事業推進課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教育推進部事業推進課長 教育推進部事業推進課長 移管
2018年度 事業推進課 助成 JICA　留学生事業 事業推進課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教育推進部事業推進課長 教育推進部事業推進課長 移管
2018年度 事業推進課 申請 在留資格認定証明書 事業推進課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教育推進部事業推進課長 教育推進部事業推進課長 移管
2018年度 事業推進課 申請 JICA 派遣・人件費補てん 事業推進課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教育推進部事業推進課長 教育推進部事業推進課長 移管
2018年度 事業推進課 管理 ウズベキスタン事務所 事業推進課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2018年度 事業推進課 管理 上海事務所 事業推進課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2018年度 事業推進課 管理 バンコク事務所 事業推進課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2018年度 事業推進課 管理 ヨーロッパセンター 事業推進課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2018年度 事業推進課 管理 海外拠点整備関係（カンボジア） 事業推進課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2018年度 事業推進課 管理 海外拠点整備関係（ベトナム・モンゴル） 事業推進課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2018年度 事業推進課 管理 海外事務所（共通） 事業推進課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2018年度 事業推進課 研修 事務職員の海外研修 事業推進課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2018年度 事業推進課 研修 国際業務トレーニング研修 事業推進課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2018年度 事業推進課 会議 国際交流委員会 事業推進課長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2018年度 事業推進課 会議 JANET Forum 2018 事業推進課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2018年度 事業推進課 申請 ハーバード・イェンチン研究所 2019-2020 事業推進課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2018年度 事業推進課 管理 中国語スピーチコンテスト 事業推進課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2014年度 事業推進課 管理 海外拠点勤務者の就業規則の特例に関する規程① 事業推進課長 2015/4/1 10年 2045/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2014年度 事業推進課 管理 海外拠点勤務者の就業規則の特例に関する規程② 事業推進課長 2015/4/1 10年 2045/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2017年度 事業推進課 管理 海外拠点整備（活動資格等） 事業推進課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2017年度 事業推進課 管理 海外拠点整備（ウズベキスタン） 事業推進課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2017年度 事業推進課 管理 海外拠点整備（人税派遣） 事業推進課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2017年度 事業推進課 調査 海外拠点整備（直接雇用調査） 事業推進課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2017年度 事業推進課 調査 海外拠点整備（労働事情調査） 事業推進課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2017年度 事業推進課 調査 海外拠点整備（給与事情調査） 事業推進課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2017年度 事業推進課 調査 海外拠点整備（給与設定調査） 事業推進課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2017年度 事業推進課 管理 海外拠点整備（カンボジア）① 事業推進課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2017年度 事業推進課 管理 海外拠点整備（カンボジア）② 事業推進課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2017年度 事業推進課 管理 海外拠点整備（ベトナム）① 事業推進課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2017年度 事業推進課 管理 海外拠点整備（ベトナム）② 事業推進課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2017年度 事業推進課 管理 海外拠点整備（カンボジア・ベトナム） 事業推進課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2017年度 事業推進課 管理 海外拠点整備（タイ・中国） 事業推進課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2017年度 事業推進課 管理 海外拠点整備（モンゴル） 事業推進課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2017年度 事業推進課 会議 名古屋大学MIRAIプロジェクト 事業推進課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
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2017年度 事業推進課 会議 RENKEI 事業推進課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2017年度 事業推進課 会議 ARPU 事業推進課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2017年度 事業推進課 会計 平成２９年度AC21年会費徴収関係 事業推進課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2017年度 事業推進課 会議 AC21推進室会議 事業推進課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2017年度 事業推進課 会議 第2回AC21国際スクーリング（ガジャマダ） 事業推進課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2017年度 事業推進課 刊行物 英文･中文プロフィール　ファクトブック 2018 事業推進課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2017年度 事業推進課 招へい ストラスブール大学との研究者交流 事業推進課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2018年度 事業推進課 会計 MIRAI支払関係 事業推進課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2018年度 事業推進課 会議 名古屋大学MIRAIプロジェクト 事業推進課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2018年度 事業推進課 庶務 AC21広報関係H30～ 事業推進課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2018年度 事業推進課 会議 RENKEI 事業推進課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2018年度 事業推進課 会議 ARPU 事業推進課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2018年度 事業推進課 会計 MIRAIプロジェクト予算 事業推進課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2018年度 事業推進課 会議 MIRAIセミナー 事業推進課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2018年度 事業推進課 会計 平成３０年度AC21年会費徴収関係 事業推進課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2018年度 事業推進課 会議 コンソーシアム推進室会議 事業推進課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2018年度 事業推進課 会議 MIRAI実行委員会 事業推進課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2018年度 事業推進課 会議 第７回AC２１国際フォーラム（吉林） 事業推進課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2018年度 事業推進課 刊行物 英文･中文プロフィール　ファクトブック 2019 事業推進課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2018年度 事業推進課 招へい ストラスブール大学との研究者交流 事業推進課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 廃棄
2016年度 事業推進課 会議 名古屋大学MIRAIプロジェクト 事業推進課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管

2014年度 事業推進課 庶務 UNAI関係（2014～〇〇） 事業推進課長 未定
効力
終了
後5年

未定 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管

2015年度 事業推進課 庶務 第1回日・スウェーデン学長会議 事業推進課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育推進部事業推進課室内 教育推進部事業推進課長 移管
2017年度 課長補佐 会議 ３ポリシー確認作業WG　平成29年度 教育推進部教育企画課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管

2015年度 課長補佐
学生の身

分
学生案件に関する綴 教育推進部教育企画課長 2016/4/1

無期
限

－ 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管

2015年度 課長補佐 教務 学生生活ガイダンス/キャンパスライフ安全論　平成27年度 教育推進部教育企画課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2016年度 課長補佐 教務 学生生活ガイダンス/キャンパスライフ安全論　平成28年度 教育推進部教育企画課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2017年度 課長補佐 教務 学生生活ガイダンス/キャンパスライフ安全論　平成29年度 教育推進部教育企画課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2018年度 課長補佐 教務 学生生活に関する特別講義　平成30年度 教育推進部教育企画課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2017年度 総務 庶務 価値創造型サマースクール　平成29年度 教育推進部教育企画課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2018年度 総務 庶務 価値創造型サマースクール　平成30年度 教育推進部教育企画課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄

2017年度 総務 庶務 株式会社デンソーとの共創教育及び価値創造に関する連携協定　平成29年度 教育推進部教育企画課長 2018/4/1
無期
限

- 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 -

2016年度 総務 会議 教育基盤連携本部アドミッション部門会議　平成28年度 教育推進部教育企画課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2017年度 総務 会議 教育基盤連携本部アドミッション部門会議　平成29年度 教育推進部教育企画課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2016年度 総務 庶務 教育基盤連携本部アドミッション部門教員候補者選考委員会（特任教員） 教育推進部教育企画課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2017年度 総務 庶務 教育基盤連携本部シンポジウム　平成29年度 教育推進部教育企画課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2016年度 総務 庶務 教育基盤連携本部に関する綴（会議を除く）　平成28年度 教育推進部教育企画課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2017年度 総務 庶務 教育基盤連携本部に関する綴（会議を除く）　平成29年度 教育推進部教育企画課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2014年度 教務 補助金 教育奨励費　平成26年度 企画･学務部学務課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育企画課内 教育推進部教育企画課長 移管
2015年度 教務 補助金 教育奨励費関係　平成27年度 教育推進部教育企画課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育企画課内 教育推進部教育企画課長 移管
2016年度 教務 補助金 教育奨励費関係　平成28年度 教育推進部教育企画課長 2017/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2017年度 教務 補助金 教育奨励費関係　平成29年度 教育推進部教育企画課長 2018/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2018年度 教務 補助金 教育奨励費関係　平成30年度 教育推進部教育企画課長 2019/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2016年度 総務 会議 教学IR検討WG　平成28年度 教育推進部教育企画課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2017年度 総務 会議 教学IR検討WG　平成29年度 教育推進部教育企画課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2017年度 総務 会議 教学IRデータ活用WG　平成29年度 教育推進部教育企画課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2016年度 総務 庶務 契約職員・パート職員採用に関する綴　平成28年度 教育推進部教育企画課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2016年度 総務 庶務 高大接続改革シンポジウム　平成28年度 教育推進部教育企画課長 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2018年度 課長補佐 庶務 質保証を担う中核教職員能力開発拠点関係　平成30年度 教育推進部教育企画課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2009年度 課長補佐 表彰 総長顕彰　平成21年度 学務部学務企画課長 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管
2010年度 課長補佐 表彰 総長顕彰　平成22年度 学務部学務企画課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管
2011年度 課長補佐 表彰 総長顕彰　平成23年度 学務部学務企画課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管
2012年度 課長補佐 表彰 総長顕彰　平成24年度 学務部学務企画課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2013年度 課長補佐 表彰 総長顕彰　平成25年度 学務部学務企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2014年度 課長補佐 表彰 総長顕彰　平成26年度 企画･学務部学務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2015年度 課長補佐 表彰 総長顕彰　平成27年度 教育推進部教育企画課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2016年度 課長補佐 表彰 総長顕彰　平成28年度 教育推進部教育企画課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2017年度 課長補佐 表彰 総長顕彰　平成29年度 教育推進部教育企画課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2018年度 課長補佐 表彰 総長顕彰　平成30年度 教育推進部教育企画課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2015年度 課長補佐 派遣 総長奨励による短期海外研修　平成27年度 教育推進部教育企画課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2016年度 課長補佐 派遣 総長奨励による短期海外研修　平成28年度 教育推進部教育企画課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2017年度 課長補佐 派遣 総長奨励による短期海外研修　平成29年度 教育推進部教育企画課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育企画課内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2018年度 課長補佐 派遣 総長奨励による短期海外研修　平成30年度 教育推進部教育企画課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2010年度 課長補佐 表彰 総長表彰　平成21年度～ 学務部学務企画課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2018年度 総務 庶務 大学間職員短期派遣研修関係　平成30年度 教育推進部教育企画課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2015年度 課長補佐 会議 名古屋大学教育基盤連携本部（仮称）設立準備委員会関係 教育推進部教育企画課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 教育企画課内 教育推進部教育企画課長 移管
2016年度 課長補佐 会議 名古屋大学教育基盤連携本部会議　平成28年度 教育推進部教育企画課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 教育企画課内 教育推進部教育企画課長 移管
2017年度 課長補佐 会議 名古屋大学教育基盤連携本部会議　平成29年度 教育推進部教育企画課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 教育企画課内 教育推進部教育企画課長 移管
2018年度 課長補佐 会議 名古屋大学教育基盤連携本部会議　平成30年度 教育推進部教育企画課長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2016年度 課長補佐 庶務 名古屋大学の教育を支える３つの方針の成文化 教育推進部教育企画課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2016年度 課長補佐 庶務 法人評価　認証評価 教育推進部教育企画課長 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管

2006年度 課長補佐
学生の身

分
学生の教育的措置等に関する綴（部局）　平成18年度-平成23年度 学務部学務企画課長 2012/4/1

無期
限

－ 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管

2005年度 課長補佐 教務 学生の事件・事故関係　平成17年度-平成25年度 学務部学務企画課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄

2006年度 課長補佐
学生の身

分
学生の懲戒等に関する綴（懲戒委員会関係）　平成18年度-平成21年度 学務部学務企画課長 2010/4/1

無期
限

－ 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管

2010年度 課長補佐
学生の身

分
学生の懲戒等に関する綴（懲戒委員会関係）　平成22年度-平成24年度 学務部学務企画課長 2012/4/1

無期
限

－ 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管

2014年度 課長補佐
学生の身

分
学生の懲戒等に関する綴（懲戒委員会関係）　平成25年度-平成26年度 企画･学務部学務課長 2015/4/1

無期
限

－ 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管

2015年度 課長補佐
学生の身

分
学生の懲戒等に関する綴（懲戒委員会関係）　平成27年度 教育推進部教育企画課長 2016/4/1

無期
限

－ 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管

2017年度 課長補佐
学生の身

分
学生の懲戒等に関する綴（懲戒委員会関係）　平成29年度 教育推進部教育企画課長 2017/4/1

無期
限

－ 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管

2018年度 課長補佐 学生の身分 学生の懲戒等に関する綴（懲戒委員会関係）　平成30年度 教育推進部教育企画課長 2019/4/1
無期
限

- 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管

2018年度 総務 庶務 教育基盤連携本部シンポジウム　平成30年度 教育推進部教育企画課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
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2018年度 総務 庶務 教育基盤連携本部に関する綴（会議を除く）　平成30年度 教育推進部教育企画課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2018年度 総務 庶務 契約職員・パート職員採用に関する綴　平成30年度 教育推進部教育企画課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2018年度 総務 庶務 庶務一般①　平成30年度 教育推進部教育企画課長 2019/4/1 1年 2020/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2018年度 総務 庶務 庶務一般②　平成30年度 教育推進部教育企画課長 2019/4/1 1年 2020/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2018年度 課長補佐 庶務 名古屋大学の教育を支える３つの方針に関する綴　平成30年度 教育推進部教育企画課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2017年度 総務 庶務 アドミッション部門に関する綴（会議を除く）　平成29年度 教育推進部教育企画課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育基盤連携本部アドミッション部門 教育推進部教育企画課長 移管
2018年度 総務 庶務 アドミッション部門に関する綴（会議を除く）　平成30年度 教育推進部教育企画課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教育基盤連携本部アドミッション部門 教育推進部教育企画課長 移管
2017年度 総務 会議 記述式WG　平成29年度 教育推進部教育企画課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育基盤連携本部アドミッション部門 教育推進部教育企画課長 移管
2017年度 教務 教務 教育関係共同利用拠点　平成29年度 教育推進部教育企画課長 2018/4/1 常用 － 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2017年度 総務 庶務 教育基盤連携本部に関する綴（会議を除く）　平成29年度 教育推進部教育企画課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育基盤連携本部アドミッション部門 教育推進部教育企画課長 移管
2018年度 総務 庶務 教育基盤連携本部に関する綴（会議を除く）　平成30年度 教育推進部教育企画課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教育基盤連携本部アドミッション部門 教育推進部教育企画課長 移管
2016年度 総務 庶務 入試改革プロジェクトチームに関する綴（会議を除く）　平成28年度 教育推進部教育企画課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育基盤連携本部アドミッション部門 教育推進部教育企画課長 移管
2017年度 総務 庶務 入試改革プロジェクトチームに関する綴（会議を除く）　平成29年度 教育推進部教育企画課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育基盤連携本部アドミッション部門 教育推進部教育企画課長 移管
2018年度 総務 庶務 入試改革プロジェクトチームに関する綴（会議を除く）　平成30年度 教育推進部教育企画課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教育基盤連携本部アドミッション部門 教育推進部教育企画課長 移管
2014年度 総務 庶務 法人文書管理簿　平成26年度 企画･学務部学務課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2015年度 総務 庶務 法人文書管理簿　平成27年度 教育推進部教育企画課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2016年度 総務 庶務 法人文書管理簿　平成28年度 教育推進部教育企画課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2017年度 総務 庶務 法人文書管理簿　平成29年度 教育推進部教育企画課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2018年度 総務 庶務 法人文書管理簿　平成30年度 教育推進部教育企画課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2014年度 教務 入試 入試案内・巡回関係　平成26年度（平成27年度入試） 企画･学務部学務課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2015年度 教務 入試 入試案内・巡回関係　平成27年度（平成28年度入試） 教育推進部教育企画課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2016年度 教務 入試 入試案内・巡回関係　平成28年度（平成29年度入試） 教育推進部教育企画課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2017年度 教務 入試 入試案内・巡回関係　平成29年度（平成30年度入試） 教育推進部教育企画課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2018年度 教務 入試 入試案内・巡回関係　平成30年度（平成31年度入試） 教育推進部教育企画課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2013年度 教務 会議 ４学期制ＷＧ　平成25年度 学務部学務企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2013年度 教務 会議 GPA成績評価に係る検討ＷＧ　平成25年度 学務部学務企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2014年度 教務 教務 愛知県内国公私立大学単位互換事業　平成26年度 企画･学務部学務課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2015年度 教務 教務 愛知県内国公私立大学単位互換事業　平成27年度 教育推進部教育企画課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2016年度 教務 教務 愛知県内国公私立大学単位互換事業　平成28年度 教育推進部教育企画課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2017年度 教務 教務 愛知県内国公私立大学単位互換事業　平成29年度 教育推進部教育企画課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2005年度 教務 学位 学位記サンプル　平成17年度-平成23年度 学務部学務企画課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 廃棄
2012年度 教務 学位 学位記サンプル　平成24年度　① 学務部学務企画課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 廃棄
2012年度 教務 学位 学位記サンプル　平成24年度　② 学務部学務企画課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 廃棄
2014年度 教務 学位 学位記サンプル　平成26年度　③　（リーディング大学) 企画･学務部学務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 廃棄

1957年度 教務 学位 学位記授与者名簿　昭和32-35年度 学務部学務企画課長 1961/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1925年度 教務 学位 学位授与原簿1 学務部学務企画課長 1937/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1937年度 教務 学位 学位授与原簿2 学務部学務企画課長 1950/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1949年度 教務 学位 学位授与原簿3 学務部学務企画課長 1956/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1956年度 教務 学位 学位授与原簿4 学務部学務企画課長 1960/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1959年度 教務 学位 学位授与原簿5 学務部学務企画課長 1962/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1969年度 教務 学位 学位授与原簿6 学務部学務企画課長 1970/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

2015年度 教務 教務 学籍等に関する依頼・報告　平成26年度～ 教育推進部教育企画課長 2016/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管

2007年度 教務 調査 学部定員超過抑制関係　平成19年度-平成26年度 学務部学務企画課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2015年度 教務 調査 学部定員超過抑制関係　平成27年度- 学務部学務企画課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2013年度 教務 調査 学校基本調査　平成25年度 学務部学務企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2014年度 教務 調査 学校基本調査　平成26年度 企画･学務部学務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2015年度 教務 調査 学校基本調査　平成27年度 教育推進部教育企画課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2016年度 教務 調査 学校基本調査　平成28年度 教育推進部教育企画課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2017年度 教務 調査 学校基本調査　平成29年度 教育推進部教育企画課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管

1953年度 教務 教職 課程認定申請関係　昭和28度-昭和53年度 学務部学務企画課長 1979/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1985年度 教務 教職 課程認定申請関係　昭和60年度 学務部学務企画課長 1985/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1998年度 教務 教職 課程認定申請関係　平成10年度 学務部学務企画課長 1999/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1999年度 教務 教職 課程認定申請関係　平成11年度 学務部学務企画課長 2000/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

2000年度 教務 教職 課程認定申請関係　平成12年度　① 学務部学務企画課長 2001/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

2000年度 教務 教職 課程認定申請関係　平成12年度　② 学務部学務企画課長 2001/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

2000年度 教務 教職 課程認定申請関係　平成12年度　③ 学務部学務企画課長 2001/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

2001年度 教務 教職 課程認定申請関係　平成13年度　① 学務部学務企画課長 2002/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

2001年度 教務 教職 課程認定申請関係　平成13年度　② 学務部学務企画課長 2002/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

2001年度 教務 教職 課程認定申請関係　平成13年度　③ 学務部学務企画課長 2002/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

2002年度 教務 教職 課程認定申請関係　平成14年度 学務部学務企画課長 2003/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

2003年度 教務 教職 課程認定申請関係　平成15年度　① 学務部学務企画課長 2004/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

2003年度 教務 教職 課程認定申請関係　平成15年度　② 学務部学務企画課長 2004/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

2003年度 教務 教職 課程認定申請関係　平成15年度　③ 学務部学務企画課長 2004/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

2003年度 教務 教職 課程認定申請関係　平成15年度　④ 学務部学務企画課長 2004/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

2004年度 教務 教職 課程認定申請関係　平成16年度　① 学務部学務企画課長 2005/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

2004年度 教務 教職 課程認定申請関係　平成16年度　② 学務部学務企画課長 2005/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管
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2004年度 教務 教職 課程認定申請関係　平成16年度　③ 学務部学務企画課長 2005/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

2005年度 教務 教職 課程認定申請関係　平成17年度　① 学務部学務企画課長 2006/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

2005年度 教務 教職 課程認定申請関係　平成17年度　② 学務部学務企画課長 2006/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

2005年度 教務 教職 課程認定申請関係　平成17年度　③ 学務部学務企画課長 2006/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

2006年度 教務 教職 課程認定申請関係　平成18年度 学務部学務企画課長 2007/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

2007年度 教務 教職 課程認定申請関係　平成19年度 学務部学務企画課長 2008/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

2008年度 教務 教職 課程認定申請関係　平成20年度 学務部学務企画課長 2009/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

2009年度 教務 教職 課程認定申請関係　平成21年度 学務部学務企画課長 2010/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管

2010年度 教務 教職 課程認定申請関係　平成22年度 学務部学務企画課長 2011/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管

2011年度 教務 教職 課程認定申請関係　平成23年度-平成25年度 学務部学務企画課長 2012/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管

2014年度 教務 教職 課程認定申請関係　平成26年度 企画･学務部学務課長 2015/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管

2015年度 教務 教職 課程認定申請関係　平成27年度 教育推進部教育企画課長 2016/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管

2016年度 教務 教職 課程認定申請関係　平成28年度 教育推進部教育企画課長 2017/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管

2017年度 教務 教職 課程認定申請関係　平成29年度 教育推進部教育企画課長 2018/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管

2018年度 教務 教職 課程認定申請関係　平成30年度 教育推進部教育企画課長 2018/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管

1993年度 教務 教職 課程認定申請関係　平成5年度　① 学務部学務企画課長 1994/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1993年度 教務 教職 課程認定申請関係　平成5年度　② 学務部学務企画課長 1994/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1995年度 教務 教職 課程認定申請関係　平成7年度　① 学務部学務企画課長 1996/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1995年度 教務 教職 課程認定申請関係　平成7年度　② 学務部学務企画課長 1996/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1996年度 教務 教職 課程認定申請関係　平成8年度　① 学務部学務企画課長 1997/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1996年度 教務 教職 課程認定申請関係　平成8年度　② 学務部学務企画課長 1997/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1997年度 教務 教職 課程認定申請関係　平成9年度 学務部学務企画課長 1998/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1989年度 教務 教職 課程認定申請関係　平成元年度　① 学務部学務企画課長 1990/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1989年度 教務 教職 課程認定申請関係　平成元年度　② 学務部学務企画課長 1990/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1989年度 教務 教職 課程認定申請関係　平成元年度　③ 学務部学務企画課長 1990/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1989年度 教務 教職 課程認定申請関係　平成元年度　④ 学務部学務企画課長 1990/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1994年度 教務 教職 課程認定申請関係（認定通知等綴） 学務部学務企画課長 1995/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管

2012年度 教務 教務 規程改正　平成24年度 学務部学務企画課長 2013/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管

2013年度 教務 教務 規程改正　平成25年度 学務部学務企画課長 2014/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管

2014年度 教務 教務 規程改正　平成26年度 企画･学務部学務課長 2015/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管

2013年度 教務 教務 教育関係共同利用拠点　平成25年度 学務部学務企画課長 2014/4/1 常用 － 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2014年度 教務 教務 教育関係共同利用拠点　平成26年度 企画･学務部学務課長 2015/4/1 常用 － 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2015年度 教務 教務 教育関係共同利用拠点　平成27年度 教育推進部教育企画課長 2016/4/1 常用 － 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2016年度 教務 教務 教育関係共同利用拠点　平成28年度 教育推進部教育企画課長 2017/4/1 常用 － 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2009年度 教務 教務 教育関係共同利用拠点認定・概算要求資料　平成21年度-平成22年度 企画･学務部学務課長 2010/4/1 常用 － 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2016年度 教務 教職 教育実習参加辞退願　平成28年度- 教育推進部教育企画課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2008年度 教務 教職 教育職員免許法改正関係　平成20年度-平成22年度 学務部学務企画課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2011年度 教務 教職 教育職員免許法改正関係　平成23年度-平成28年度 学務部学務企画課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2013年度 教務 教務 教育の質保証　平成25年度 学務部学務企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2014年度 教務 教務 教育の質保証　平成26年度 企画･学務部学務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管

1959年度 教務 調査 教員免許状取得状況及び教員就職状況調査　昭和34年度-昭和37年度 学務部学務企画課長 1963/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1985年度 教務 調査 教員免許状取得状況及び教員就職状況調査　昭和60年度-平成2年度 学務部学務企画課長 1991/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1999年度 教務 調査 教員免許状取得状況及び教員就職状況調査　平成11年度 学務部学務企画課長 2000/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

2000年度 教務 調査 教員免許状取得状況及び教員就職状況調査　平成12年度 学務部学務企画課長 2001/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

2001年度 教務 調査 教員免許状取得状況及び教員就職状況調査　平成13年度 学務部学務企画課長 2002/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

2002年度 教務 調査 教員免許状取得状況及び教員就職状況調査　平成14年度 学務部学務企画課長 2003/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

2003年度 教務 調査 教員免許状取得状況及び教員就職状況調査　平成15年度 学務部学務企画課長 2004/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

2004年度 教務 調査 教員免許状取得状況及び教員就職状況調査　平成16年度 学務部学務企画課長 2005/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

2005年度 教務 調査 教員免許状取得状況及び教員就職状況調査　平成17年度 学務部学務企画課長 2006/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

2006年度 教務 調査 教員免許状取得状況及び教員就職状況調査　平成18年度 学務部学務企画課長 2007/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管
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2007年度 教務 調査 教員免許状取得状況及び教員就職状況調査　平成19年度 学務部学務企画課長 2008/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

2008年度 教務 調査 教員免許状取得状況及び教員就職状況調査　平成20年度 学務部学務企画課長 2009/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1995年度 教務 調査 教員免許状取得状況及び教員就職状況調査　平成7年度-平成10年度 学務部学務企画課長 1999/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

2014年度 教務 教職 教職科目授業アンケート　平成26年度-平成28年度 学務部学務企画課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2017年度 教務 教職 教職科目授業アンケート　平成29年度 教育推進部教育企画課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2018年度 教務 教職 教職科目授業アンケート　平成30年度 教育推進部教育企画課長 2018/4/1 5年 2024/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2014年度 教務 教職 教職実践演習　平成26年度 企画･学務部学務課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2015年度 教務 教職 教職実践演習　平成27年度 教育推進部教育企画課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2016年度 教務 教職 教職実践演習　平成28年度 教育推進部教育企画課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2017年度 教務 教職 教職実践演習　平成29年度 教育推進部教育企画課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2018年度 教務 教職 教職実践演習　平成30年度 教育推進部教育企画課長 2018/4/1 5年 2024/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄

2015年度 教務 教務 教務に関する通知・回答　平成25年度～平成27年度 教育推進部教育企画課長 2016/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管

2016年度 教務 教務 教務に関する通知・回答　平成28年度～ 教育推進部教育企画課長 2017/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管

2012年度 教務 会議 語学力強化ＷＧ　平成24年度 学務部学務企画課長 2014/4/1 10年 2023/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管

1954年度 教務 学位 修士学位名簿　教育 学務部学務企画課長 1969/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1954年度 教務 学位 修士学位名簿　経済 学務部学務企画課長 1969/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1954年度 教務 学位 修士学位名簿　工 学務部学務企画課長 1969/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1956年度 教務 学位 修士学位名簿　農 学務部学務企画課長 1968/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1954年度 教務 学位 修士学位名簿　文 学務部学務企画課長 1969/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1954年度 教務 学位 修士学位名簿　法 学務部学務企画課長 1969/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1954年度 教務 学位 修士学位名簿　理 学務部学務企画課長 1969/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

2014年度 教務 教務 修得単位通知書送付　平成26年度～ 企画･学務部学務課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2011年度 教務 教務 修得単位通知書の送付に係る同意書　平成23年度　1/3 学務部学務企画課長 2012/4/1 常用 － 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 廃棄
2012年度 教務 教務 修得単位通知書の送付に係る同意書　平成24年度　1/3 学務部学務企画課長 2013/4/1 常用 － 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 廃棄
2013年度 教務 教務 修得単位通知書の送付に係る同意書　平成25年度　1/3 学務部学務企画課長 2014/4/1 常用 － 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 廃棄
2014年度 教務 教務 修得単位通知書の送付に係る同意書　平成26年度　1/3 企画･学務部学務課長 2015/4/1 常用 － 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 廃棄
2015年度 教務 教務 修得単位通知書の送付に係る同意書　平成27年度　1/3 教育推進部教育企画課長 2016/4/1 常用 － 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 廃棄
2016年度 教務 教務 修得単位通知書の送付に係る同意書　平成28年度　1/3 教育推進部教育企画課長 2017/4/1 常用 － 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 廃棄
2017年度 教務 教務 修得単位通知書の送付に係る同意書　平成29年度　1/3 教育推進部教育企画課長 2018/4/1 常用 － 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 廃棄
2017年度 教務 教務 修得単位通知書の送付に係る同意書　平成29年度　2/3 教育推進部教育企画課長 2018/4/1 常用 － 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 廃棄
2017年度 教務 教務 修得単位通知書の送付に係る同意書　平成29年度　3/3 教育推進部教育企画課長 2018/4/1 常用 － 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 廃棄
2018年度 教務 教務 修得単位通知書の送付に係る同意書　平成30年度　1/3 教育推進部教育企画課長 2019/4/1 常用 － 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 廃棄
2018年度 教務 教務 修得単位通知書の送付に係る同意書　平成30年度　2/3 教育推進部教育企画課長 2019/4/1 常用 － 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 廃棄
2018年度 教務 教務 修得単位通知書の送付に係る同意書　平成30年度　3/3 教育推進部教育企画課長 2019/4/1 常用 － 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 廃棄
2011年度 教務 教務 修得単位通知書の送付に係る同意書　平成23年度　2/3 学務部学務企画課長 2012/4/1 常用 － 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 廃棄
2011年度 教務 教務 修得単位通知書の送付に係る同意書　平成23年度　3/3 学務部学務企画課長 2012/4/1 常用 － 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 廃棄
2012年度 教務 教務 修得単位通知書の送付に係る同意書　平成24年度　2/3 学務部学務企画課長 2013/4/1 常用 － 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 廃棄
2012年度 教務 教務 修得単位通知書の送付に係る同意書　平成24年度　3/3 学務部学務企画課長 2013/4/1 常用 － 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 廃棄
2013年度 教務 教務 修得単位通知書の送付に係る同意書　平成25年度　2/3 学務部学務企画課長 2014/4/1 常用 － 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 廃棄
2013年度 教務 教務 修得単位通知書の送付に係る同意書　平成25年度　3/3 学務部学務企画課長 2014/4/1 常用 － 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 廃棄
2014年度 教務 教務 修得単位通知書の送付に係る同意書　平成26年度　2/3 企画･学務部学務課長 2015/4/1 常用 － 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 廃棄
2014年度 教務 教務 修得単位通知書の送付に係る同意書　平成26年度　3/3 企画･学務部学務課長 2015/4/1 常用 － 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 廃棄
2015年度 教務 教務 修得単位通知書の送付に係る同意書　平成27年度　2/3 教育推進部教育企画課長 2016/4/1 常用 － 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 廃棄
2015年度 教務 教務 修得単位通知書の送付に係る同意書　平成27年度　3/3 教育推進部教育企画課長 2016/4/1 常用 － 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 廃棄
2016年度 教務 教務 修得単位通知書の送付に係る同意書　平成28年度　2/3 教育推進部教育企画課長 2017/4/1 常用 － 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 廃棄
2016年度 教務 教務 修得単位通知書の送付に係る同意書　平成28年度　3/3 教育推進部教育企画課長 2017/4/1 常用 － 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 廃棄

2014年度 教務
学生の身

分
除籍関係　平成26年度－平成28年度 企画･学務部学務課長 2017/4/1

無期
限

－ 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管

2017年度 教務
学生の身

分
除籍関係　平成29年度－平成30年度 教育推進部教育企画課長 2019/4/1

無期
限

－ 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管

1953年度 教務
学生の身

分
除籍関係　昭和28年度-昭和40年度 学務部学務企画課長 1966/4/1

無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1966年度 教務
学生の身

分
除籍関係　昭和41年度-昭和49年度 学務部学務企画課長 1975/4/1

無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1975年度 教務
学生の身

分
除籍関係　昭和50年度-昭和58年度 学務部学務企画課長 1984/4/1

無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1984年度 教務
学生の身

分
除籍関係　昭和59年度-平成2年度 学務部学務企画課長 1991/4/1

無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

2000年度 教務
学生の身

分
除籍関係　平成12年度-平成14年度 学務部学務企画課長 2003/4/1

無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

2003年度 教務
学生の身

分
除籍関係　平成15年度-平成16年度 学務部学務企画課長 2005/4/1

無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

2005年度 教務
学生の身

分
除籍関係　平成17年度-平成19年度 学務部学務企画課長 2008/4/1

無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

2008年度 教務
学生の身

分
除籍関係　平成20年度-平成22年度 学務部学務企画課長 2011/4/1

無期
限

－ 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管

1991年度 教務
学生の身

分
除籍関係　平成3年度-平成4年度 学務部学務企画課長 1993/4/1

無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1993年度 教務
学生の身

分
除籍関係　平成5年度-平成11年度 学務部学務企画課長 2000/4/1

無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

2011年度 教務
学生の身

分
除籍関係　平成23年度-平成25年度 学務部学務企画課長 2013/4/1

無期
限

－ 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管

2017年度 教務 会議 数理・データ科学教育・研究プログラム検討WG　平成29年度 教育推進部教育企画課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2018年度 教務 会議 数理・データ科学教育・研究プログラム検討WG　平成30年度 教育推進部教育企画課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2016年度 教務 会議 数理・データ科学の全学横断教育・人材育成に関する連携会議 教育推進部教育企画課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管

1949年度 教務 学位 卒業者名簿　旧制　文系 学務部学務企画課長 1954/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1944年度 教務 学位 卒業者名簿　旧制　理系 学務部学務企画課長 1954/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管
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1952年度 教務 学位 卒業者名簿　教育 学務部学務企画課長 1968/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1952年度 教務 学位 卒業者名簿　経済1 学務部学務企画課長 1966/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1952年度 教務 学位 卒業者名簿　経済2 学務部学務企画課長 1969/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1952年度 教務 学位 卒業者名簿　工1 学務部学務企画課長 1963/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1963年度 教務 学位 卒業者名簿　工2 学務部学務企画課長 1968/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1967年度 教務 学位 卒業者名簿　工3 学務部学務企画課長 1968/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1952年度 教務 学位 卒業者名簿　全学部　昭和27年度 学務部学務企画課長 1953/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1954年度 教務 学位 卒業者名簿　農 学務部学務企画課長 1968/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1952年度 教務 学位 卒業者名簿　文 学務部学務企画課長 1968/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1952年度 教務 学位 卒業者名簿　法 学務部学務企画課長 1968/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1952年度 教務 学位 卒業者名簿　理 学務部学務企画課長 1968/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1953年度 教務 学位 卒業者名簿　全学部　昭和28年度 学務部学務企画課長 1954/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1945年度 教務 学位 卒業証書授与関係綴　昭和20-49年度 学務部学務企画課長 1975/4/1
無期
限

－ 紙 事務局2号館倉庫 教育推進部教育企画課長 移管

1975年度 教務 学位 卒業証書授与関係綴　昭和50-54年度 学務部学務企画課長 1975/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2014年度 教務 調査 大学院活動状況調査　平成26年度 企画･学務部学務課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2015年度 教務 調査 大学院活動状況調査　平成27年度 教育推進部教育企画課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2017年度 教務 調査 大学院活動状況調査　平成29年度 教育推進部教育企画課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄

1956年度 教務 調査 大学院修了関係調書綴　昭和31年度-昭和37年度 学務部学務企画課長 1963/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1963年度 教務 調査 大学院修了状況関係綴　昭和38年度-昭和43年度 学務部学務企画課長 1969/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2014年度 教務 学生の身 大学院入学許可　平成26年度 企画･学務部学務課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2015年度 教務 学生の身 大学院入学許可　平成27年度 教育推進部教育企画課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2014年度 教務 調査 大学における教育内容等の改革状況調査　平成26年度 企画･学務部学務課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2015年度 教務 調査 大学における教育内容等の改革状況調査　平成27年度 企画･学務部学務課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2016年度 教務 調査 大学における教育内容等の改革状況調査　平成28年度 企画･学務部学務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2017年度 教務 調査 大学における教育内容等の改革状況調査　平成29年度 教育推進部教育企画課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2014年度 教務 調査 調査　平成26年度① 企画･学務部学務課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2014年度 教務 調査 調査　平成26年度② 企画･学務部学務課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2015年度 教務 調査 調査　平成27年度① 教育推進部教育企画課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2015年度 教務 調査 調査　平成27年度② 教育推進部教育企画課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2016年度 教務 調査 調査　平成28年度① 教育推進部教育企画課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2016年度 教務 調査 調査　平成28年度② 教育推進部教育企画課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2017年度 教務 調査 調査　平成29年度① 教育推進部教育企画課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2017年度 教務 調査 調査　平成29年度② 教育推進部教育企画課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2018年度 教務 調査 調査　平成30年度① 教育推進部教育企画課長 2018/4/1 5年 2024/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2018年度 教務 調査 調査　平成30年度② 教育推進部教育企画課長 2018/4/1 5年 2024/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄

2000年度 教務 教務 名古屋大学学生の氏名表記の取扱いについて 学務部学務企画課長 2003/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2018年度 教務 教務 名古屋大学学生の氏名表記に関する取扱いについて 教育推進部教育企画課長 2019/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管

2015年度 教務 教職 名古屋大学課程認定申請書（学部学科等の課程）　平成27年度 教育推進部教育企画課長 2016/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管

2015年度 教務 教職 名古屋大学大学院課程認定申請書（研究科専攻等の課程）　平成27年度 教育推進部教育企画課長 2016/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管

1991年度 教務 教務 入試課関係通知集綴 学務部学務企画課長 1992/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管

2002年度 教務 学位 博士学位論文　赤本(内容及び審査の結果の要旨)印刷伺・配布依頼　平成14年度-平成24年度 学務部学務企画課長 2013/4/1 常用 － 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管
2016年度 教務 学位 博士学位上申書　乙　平成28年度① 教育推進部教育企画課長 2017/4/1 常用 － 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2016年度 教務 学位 博士学位上申書　乙　平成28年度② 教育推進部教育企画課長 2017/4/1 常用 － 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2017年度 教務 学位 博士学位上申書　乙　平成29年度① 教育推進部教育企画課長 2018/4/1 常用 － 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2017年度 教務 学位 博士学位上申書　乙　平成29年度② 教育推進部教育企画課長 2018/4/1 常用 － 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2018年度 教務 学位 博士学位上申書　乙　平成30年度① 教育推進部教育企画課長 2018/4/1 常用 － 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2013年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成25年度① 学務部学務企画課長 2014/4/1 常用 － 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管
2013年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成25年度② 学務部学務企画課長 2014/4/1 常用 － 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管
2013年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成25年度③ 学務部学務企画課長 2014/4/1 常用 － 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管
2013年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成25年度④ 学務部学務企画課長 2014/4/1 常用 － 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管
2013年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成25年度⑤ 学務部学務企画課長 2014/4/1 常用 － 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管
2013年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成25年度⑥ 学務部学務企画課長 2014/4/1 常用 － 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管
2013年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成25年度⑦ 学務部学務企画課長 2014/4/1 常用 － 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管
2013年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成25年度⑧ 学務部学務企画課長 2014/4/1 常用 － 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管
2014年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成26年度① 企画･学務部学務課長 2015/4/1 常用 － 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1998年度 教務 学位 博士学位上申書　乙　平成10年度① 学務部学務企画課長 1999/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1998年度 教務 学位 博士学位上申書　乙　平成10年度② 学務部学務企画課長 1999/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1998年度 教務 学位 博士学位上申書　乙　平成10年度③ 学務部学務企画課長 1999/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1999年度 教務 学位 博士学位上申書　乙　平成11年度① 学務部学務企画課長 2000/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1999年度 教務 学位 博士学位上申書　乙　平成11年度② 学務部学務企画課長 2000/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1999年度 教務 学位 博士学位上申書　乙　平成11年度③ 学務部学務企画課長 2000/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2000年度 教務 学位 博士学位上申書　乙　平成12年度① 学務部学務企画課長 2001/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管
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2000年度 教務 学位 博士学位上申書　乙　平成12年度② 学務部学務企画課長 2001/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2001年度 教務 学位 博士学位上申書　乙　平成13年度① 学務部学務企画課長 2002/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2001年度 教務 学位 博士学位上申書　乙　平成13年度② 学務部学務企画課長 2002/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2002年度 教務 学位 博士学位上申書　乙　平成14年度① 学務部学務企画課長 2003/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2002年度 教務 学位 博士学位上申書　乙　平成14年度② 学務部学務企画課長 2003/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2003年度 教務 学位 博士学位上申書　乙　平成15年度① 学務部学務企画課長 2004/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2003年度 教務 学位 博士学位上申書　乙　平成15年度② 学務部学務企画課長 2004/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2003年度 教務 学位 博士学位上申書　乙　平成15年度③ 学務部学務企画課長 2004/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2004年度 教務 学位 博士学位上申書　乙　平成16年度① 学務部学務企画課長 2005/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2004年度 教務 学位 博士学位上申書　乙　平成16年度② 学務部学務企画課長 2005/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2005年度 教務 学位 博士学位上申書　乙　平成17年度① 学務部学務企画課長 2006/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2005年度 教務 学位 博士学位上申書　乙　平成17年度② 学務部学務企画課長 2006/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2006年度 教務 学位 博士学位上申書　乙　平成18年度① 学務部学務企画課長 2007/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2006年度 教務 学位 博士学位上申書　乙　平成18年度② 学務部学務企画課長 2007/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2007年度 教務 学位 博士学位上申書　乙　平成19年度① 学務部学務企画課長 2008/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2007年度 教務 学位 博士学位上申書　乙　平成19年度② 学務部学務企画課長 2008/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2008年度 教務 学位 博士学位上申書　乙　平成20年度 学務部学務企画課長 2009/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2009年度 教務 学位 博士学位上申書　乙　平成21年度 学務部学務企画課長 2010/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2010年度 教務 学位 博士学位上申書　乙　平成22年度 学務部学務企画課長 2011/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2011年度 教務 学位 博士学位上申書　乙　平成23年度 学務部学務企画課長 2012/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2012年度 教務 学位 博士学位上申書　乙　平成24年度 学務部学務企画課長 2013/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1994年度 教務 学位 博士学位上申書　乙　平成6年度① 学務部学務企画課長 1995/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1994年度 教務 学位 博士学位上申書　乙　平成6年度② 学務部学務企画課長 1995/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1995年度 教務 学位 博士学位上申書　乙　平成7年度① 学務部学務企画課長 1996/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1995年度 教務 学位 博士学位上申書　乙　平成7年度② 学務部学務企画課長 1996/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1995年度 教務 学位 博士学位上申書　乙　平成7年度③ 学務部学務企画課長 1996/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1996年度 教務 学位 博士学位上申書　乙　平成8年度① 学務部学務企画課長 1997/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1996年度 教務 学位 博士学位上申書　乙　平成8年度② 学務部学務企画課長 1997/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1996年度 教務 学位 博士学位上申書　乙　平成8年度③ 学務部学務企画課長 1997/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1997年度 教務 学位 博士学位上申書　乙　平成9年度① 学務部学務企画課長 1998/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1997年度 教務 学位 博士学位上申書　乙　平成9年度② 学務部学務企画課長 1998/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1997年度 教務 学位 博士学位上申書　乙　平成9年度③ 学務部学務企画課長 1998/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1998年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成10年度① 学務部学務企画課長 1999/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1998年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成10年度② 学務部学務企画課長 1999/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1998年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成10年度③ 学務部学務企画課長 1999/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1998年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成10年度④ 学務部学務企画課長 1999/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1998年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成10年度⑤ 学務部学務企画課長 1999/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1999年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成11年度① 学務部学務企画課長 2000/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1999年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成11年度② 学務部学務企画課長 2000/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1999年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成11年度③ 学務部学務企画課長 2000/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1999年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成11年度④ 学務部学務企画課長 2000/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1999年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成11年度⑤ 学務部学務企画課長 2000/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2000年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成12年度① 学務部学務企画課長 2001/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2000年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成12年度② 学務部学務企画課長 2001/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2000年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成12年度③ 学務部学務企画課長 2001/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管
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2000年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成12年度④ 学務部学務企画課長 2001/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2000年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成12年度⑤ 学務部学務企画課長 2001/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2001年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成13年度① 学務部学務企画課長 2002/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2001年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成13年度② 学務部学務企画課長 2002/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2001年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成13年度③ 学務部学務企画課長 2002/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2001年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成13年度④ 学務部学務企画課長 2002/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2001年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成13年度⑤ 学務部学務企画課長 2002/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2002年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成14年度① 学務部学務企画課長 2003/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2002年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成14年度② 学務部学務企画課長 2003/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2002年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成14年度③ 学務部学務企画課長 2003/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2002年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成14年度④ 学務部学務企画課長 2003/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2002年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成14年度⑤ 学務部学務企画課長 2003/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2003年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成15年度① 学務部学務企画課長 2004/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2003年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成15年度② 学務部学務企画課長 2004/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2003年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成15年度③ 学務部学務企画課長 2004/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2003年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成15年度④ 学務部学務企画課長 2004/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2003年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成15年度⑤ 学務部学務企画課長 2004/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2003年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成15年度⑥ 学務部学務企画課長 2004/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2004年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成16年度① 学務部学務企画課長 2005/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2004年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成16年度② 学務部学務企画課長 2005/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2004年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成16年度③ 学務部学務企画課長 2005/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2004年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成16年度④ 学務部学務企画課長 2005/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2004年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成16年度⑤ 学務部学務企画課長 2005/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2004年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成16年度⑥ 学務部学務企画課長 2005/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2005年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成17年度① 学務部学務企画課長 2006/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2005年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成17年度② 学務部学務企画課長 2006/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2005年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成17年度③ 学務部学務企画課長 2006/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2005年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成17年度④ 学務部学務企画課長 2006/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2005年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成17年度⑤ 学務部学務企画課長 2006/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2005年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成17年度⑥ 学務部学務企画課長 2006/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2006年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成18年度① 学務部学務企画課長 2007/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2006年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成18年度② 学務部学務企画課長 2007/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2006年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成18年度③ 学務部学務企画課長 2007/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2006年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成18年度④ 学務部学務企画課長 2007/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2006年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成18年度⑤ 学務部学務企画課長 2007/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2006年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成18年度⑥ 学務部学務企画課長 2007/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2006年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成18年度⑦ 学務部学務企画課長 2007/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2007年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成19年度① 学務部学務企画課長 2008/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2007年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成19年度② 学務部学務企画課長 2008/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2007年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成19年度③ 学務部学務企画課長 2008/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2007年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成19年度④ 学務部学務企画課長 2008/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2007年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成19年度⑤ 学務部学務企画課長 2008/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2007年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成19年度⑥ 学務部学務企画課長 2008/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2007年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成19年度⑦ 学務部学務企画課長 2008/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2007年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成19年度⑧ 学務部学務企画課長 2008/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管
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2007年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成19年度⑨ 学務部学務企画課長 2008/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2008年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成20年度① 学務部学務企画課長 2009/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2008年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成20年度② 学務部学務企画課長 2009/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2008年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成20年度③ 学務部学務企画課長 2009/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2008年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成20年度④ 学務部学務企画課長 2009/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2008年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成20年度⑤ 学務部学務企画課長 2009/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2008年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成20年度⑥ 学務部学務企画課長 2009/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2008年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成20年度⑦ 学務部学務企画課長 2009/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2008年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成20年度⑧ 学務部学務企画課長 2009/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2009年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成21年度① 学務部学務企画課長 2010/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2009年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成21年度② 学務部学務企画課長 2010/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2009年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成21年度③ 学務部学務企画課長 2010/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2009年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成21年度④ 学務部学務企画課長 2010/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2009年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成21年度⑤ 学務部学務企画課長 2010/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2009年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成21年度⑥ 学務部学務企画課長 2010/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2010年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成22年度① 学務部学務企画課長 2011/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2010年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成22年度② 学務部学務企画課長 2011/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2010年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成22年度③ 学務部学務企画課長 2011/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2010年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成22年度④ 学務部学務企画課長 2011/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2010年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成22年度⑤ 学務部学務企画課長 2011/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2010年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成22年度⑥ 学務部学務企画課長 2011/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2011年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成23年度① 学務部学務企画課長 2012/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2011年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成23年度② 学務部学務企画課長 2012/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2011年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成23年度③ 学務部学務企画課長 2012/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2011年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成23年度④ 学務部学務企画課長 2012/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2011年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成23年度⑤ 学務部学務企画課長 2012/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2011年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成23年度⑥ 学務部学務企画課長 2012/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2011年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成23年度⑦ 学務部学務企画課長 2012/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2012年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成24年度① 学務部学務企画課長 2013/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2012年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成24年度② 学務部学務企画課長 2013/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2012年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成24年度③ 学務部学務企画課長 2013/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2012年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成24年度④ 学務部学務企画課長 2013/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2012年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成24年度⑤ 学務部学務企画課長 2013/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2012年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成24年度⑥ 学務部学務企画課長 2013/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2012年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成24年度⑦ 学務部学務企画課長 2013/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2012年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成24年度⑧ 学務部学務企画課長 2013/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1994年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成6年度① 学務部学務企画課長 1995/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1994年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成6年度② 学務部学務企画課長 1995/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1995年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成7年度① 学務部学務企画課長 1996/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1995年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成7年度② 学務部学務企画課長 1996/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1995年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成7年度③ 学務部学務企画課長 1996/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1995年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成7年度④ 学務部学務企画課長 1996/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1996年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成8年度① 学務部学務企画課長 1997/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1996年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成8年度② 学務部学務企画課長 1997/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1996年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成8年度③ 学務部学務企画課長 1997/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管
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1996年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成8年度④ 学務部学務企画課長 1997/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1997年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成9年度① 学務部学務企画課長 1998/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1997年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成9年度② 学務部学務企画課長 1998/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1997年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成9年度③ 学務部学務企画課長 1998/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1997年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成9年度④ 学務部学務企画課長 1998/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2013年度 教務 学位 博士学位上申書　乙　平成25年度 学務部学務企画課長 2014/4/1 常用 － 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管
2014年度 教務 学位 博士学位上申書　乙　平成26年度 企画･学務部学務課長 2015/4/1 常用 － 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管
2015年度 教務 学位 博士学位上申書　乙　平成27年度 教育推進部教育企画課長 2016/4/1 常用 － 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2014年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成26年度② 企画･学務部学務課長 2015/4/1 常用 － 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管
2014年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成26年度③ 企画･学務部学務課長 2015/4/1 常用 － 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管
2014年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成26年度④ 企画･学務部学務課長 2015/4/1 常用 － 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管
2014年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成26年度⑤ 企画･学務部学務課長 2015/4/1 常用 － 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管
2014年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成26年度⑥ 企画･学務部学務課長 2015/4/1 常用 － 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管
2014年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成26年度⑦ 企画･学務部学務課長 2015/4/1 常用 － 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管
2014年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成26年度⑧ 企画･学務部学務課長 2015/4/1 常用 － 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管
2015年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成27年度① 教育推進部教育企画課長 2016/4/1 常用 － 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2015年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成27年度② 教育推進部教育企画課長 2016/4/1 常用 － 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2015年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成27年度③ 教育推進部教育企画課長 2016/4/1 常用 － 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2015年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成27年度④ 教育推進部教育企画課長 2016/4/1 常用 － 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2015年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成27年度⑤ 教育推進部教育企画課長 2016/4/1 常用 － 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2015年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成27年度⑥ 教育推進部教育企画課長 2016/4/1 常用 － 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2015年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成27年度⑦ 教育推進部教育企画課長 2016/4/1 常用 － 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2015年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成27年度⑧ 教育推進部教育企画課長 2016/4/1 常用 － 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2016年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成28年度① 教育推進部教育企画課長 2017/4/1 常用 － 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2016年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成28年度② 教育推進部教育企画課長 2017/4/1 常用 － 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2016年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成28年度③ 教育推進部教育企画課長 2017/4/1 常用 － 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2016年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成28年度④ 教育推進部教育企画課長 2017/4/1 常用 － 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2016年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成28年度⑤ 教育推進部教育企画課長 2017/4/1 常用 － 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2016年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成28年度⑥ 教育推進部教育企画課長 2017/4/1 常用 － 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2016年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成28年度⑦ 教育推進部教育企画課長 2017/4/1 常用 － 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2016年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成28年度⑧ 教育推進部教育企画課長 2017/4/1 常用 － 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2016年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成28年度⑨ 教育推進部教育企画課長 2017/4/1 常用 － 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2016年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成28年度⑩ 教育推進部教育企画課長 2017/4/1 常用 － 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2017年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成29年度① 教育推進部教育企画課長 2018/4/1 常用 － 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2017年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成29年度② 教育推進部教育企画課長 2018/4/1 常用 － 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2017年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成29年度③ 教育推進部教育企画課長 2018/4/1 常用 － 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2017年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成29年度④ 教育推進部教育企画課長 2018/4/1 常用 － 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2017年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成29年度⑤ 教育推進部教育企画課長 2018/4/1 常用 － 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2017年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成29年度⑥ 教育推進部教育企画課長 2018/4/1 常用 － 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2018年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成30年度① 教育推進部教育企画課長 2018/4/1 常用 － 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2018年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成30年度② 教育推進部教育企画課長 2018/4/1 常用 － 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2018年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成30年度③ 教育推進部教育企画課長 2018/4/1 常用 － 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2018年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成30年度④ 教育推進部教育企画課長 2018/4/1 常用 － 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2018年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成30年度⑤ 教育推進部教育企画課長 2018/4/1 常用 － 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2018年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成30年度⑥ 教育推進部教育企画課長 2018/4/1 常用 － 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2018年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成30年度⑦ 教育推進部教育企画課長 2018/4/1 常用 － 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2018年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成30年度⑧ 教育推進部教育企画課長 2018/4/1 常用 － 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2018年度 教務 学位 博士学位上申書　甲　平成30年度⑨ 教育推進部教育企画課長 2018/4/1 常用 － 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管

2015年度 教務 教務 文部科学省からの通知　平成26年度～平成27年度 教育推進部教育企画課長 2016/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管

2015年度 教務 教務 文部科学省からの通知　平成28年度～ 教育推進部教育企画課長 2017/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管

2004年度 教務 教務 文部科学省からの通知関係　平成16年度-平成21年度 学務部学務企画課長 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2010年度 教務 教務 文部科学省からの通知関係　平成22年度-平成25年度 学務部学務企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管

2000年度 教務 教職 課程認定申請関係　平成12年度-平成15年度 学務部学務企画課長 2004/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

2003年度 教務 教職 課程認定申請関係　平成15年度-平成17年度 学務部学務企画課長 2006/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1979年度 教務 教職 課程認定申請関係　昭和54年度 学務部学務企画課長 1980/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

2014年度 教務 教職 介護等体験　平成26年度 企画･学務部学務課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2015年度 教務 教職 介護等体験　平成27年度 教育推進部教育企画課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2016年度 教務 教職 介護等体験　平成28年度 教育推進部教育企画課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2017年度 教務 教職 介護等体験　平成29年度 教育推進部教育企画課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2018年度 教務 教職 介護等体験　平成30年度 教育推進部教育企画課長 2018/4/1 5年 2024/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄

1967年度 教務 資格 各種資格に関する綴（学芸員） 昭和42年度-平成21年度 学務部学務企画課長 2010/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2009年度 教務 資格 各種資格に関する綴（学芸員） 平成21年度-平成25年度 学務部学務企画課長 2013/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2014年度 教務 資格 各種資格に関する綴（学芸員） 平成26年度～ 企画･学務部学務課長 2016/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1993年度 教務 資格 各種資格に関する綴（建築士） 学務部学務企画課長 1994/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2003年度 教務 資格 各種資格に関する綴（測量士） 学務部学務企画課長 2004/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1992年度 教務 資格 各種資格に関する綴（その他） 学務部学務企画課長 1993/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1994年度 教務 資格 各種資格に関する綴（電気事業法主任技術者） 学務部学務企画課長 1995/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1994年度 教務 資格 各種資格に関する綴（無線従事者） 学務部学務企画課長 1995/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2014年度 教務 学位 学位記作成　平成26年度-平成28年度 企画･学務部学務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 廃棄
2008年度 教務 学位 学位記関係綴　平成20年度-平成25年度 学務部学務企画課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 廃棄

2002年度 教務 調査 学位授与状況調査　平成14年度-平成15年度授与分 学務部学務企画課長 2004/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管
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2003年度 教務 調査 学位授与状況調査　平成15年度-平成17年度授与分 学務部学務企画課長 2006/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2006年度 教務 調査 学位授与状況調査　平成18年度-平成20年度授与分 学務部学務企画課長 2009/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1988年度 教務 調査 学位授与状況調査　平成2年度－（昭和63年度-平成5年度授与分） 学務部学務企画課長 1994/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1994年度 教務 調査 学位授与状況調査　平成8年度-平成13年度授与分 学務部学務企画課長 2002/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1998年度 教務 学位 学士学位記授与関係綴　平成10年度-平成11年度 学務部学務企画課長 2000/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2000年度 教務 学位 学士学位記授与関係綴　平成12年度-平成14年度 学務部学務企画課長 2003/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2003年度 教務 学位 学士学位記授与関係綴　平成15年度-平成16年度 学務部学務企画課長 2005/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2005年度 教務 学位 学士学位記授与関係綴　平成17年度-平成19年度 学務部学務企画課長 2008/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2008年度 教務 学位 学士学位記授与関係綴　平成20年度-平成22年度 学務部学務企画課長 2011/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2011年度 教務 学位 学士学位記授与関係綴　平成23年度-平成25年度 学務部学務企画課長 2012/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2014年度 教務 学位 学士学位記授与関係綴　平成26年度-平成28年度 企画･学務部学務課長 2017/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2017年度 教務 学位 学士学位記授与関係綴　平成29年度 教育推進部教育企画課長 2018/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2018年度 教務 学位 学士学位記授与関係綴　平成30年度 教育推進部教育企画課長 2018/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1992年度 教務 学位 学士学位記授与関係綴　平成4年度 学務部学務企画課長 1993/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1993年度 教務 学位 学士学位記授与関係綴　平成5年度-平成7年度 学務部学務企画課長 1996/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1996年度 教務 学位 学士学位記授与関係綴　平成8年度-平成9年度 学務部学務企画課長 1998/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2014年度 教務 調査 学生数　平成26年度　1/2 企画･学務部学務課長 2015/4/1 常用 － 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2014年度 教務 調査 学生数　平成26年度　2/2 企画･学務部学務課長 2015/4/1 常用 － 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2015年度 教務 調査 学生数　平成27年度　1/2 教育推進部教育企画課長 2016/4/1 常用 － 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2015年度 教務 調査 学生数　平成27年度　2/2 教育推進部教育企画課長 2016/4/1 常用 － 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2016年度 教務 調査 学生数　平成28年度　1/2 教育推進部教育企画課長 2017/4/1 常用 － 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2016年度 教務 調査 学生数　平成28年度　2/2 教育推進部教育企画課長 2017/4/1 常用 － 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2017年度 教務 調査 学生数　平成29年度　1/2 教育推進部教育企画課長 2018/4/1 常用 － 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2017年度 教務 調査 学生数　平成29年度　2/2 教育推進部教育企画課長 2018/4/1 常用 － 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2018年度 教務 調査 学生数　平成30年度　1/2 教育推進部教育企画課長 2019/4/1 常用 － 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2018年度 教務 調査 学生数　平成30年度　2/2 教育推進部教育企画課長 2019/4/1 常用 － 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管

2003年度 教務 調査 学生数報告　平成15年度　後期 学務部学務企画課長 2004/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

2003年度 教務 調査 学生数報告　平成15年度　前期 学務部学務企画課長 2004/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

2004年度 教務 調査 学生数報告　平成16年度　後期 学務部学務企画課長 2005/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

2004年度 教務 調査 学生数報告　平成16年度　前期 学務部学務企画課長 2005/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

2005年度 教務 調査 学生数報告　平成17年度　後期 学務部学務企画課長 2006/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

2005年度 教務 調査 学生数報告　平成17年度　前期 学務部学務企画課長 2006/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

2006年度 教務 調査 学生数報告　平成18年度　後期 学務部学務企画課長 2007/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

2006年度 教務 調査 学生数報告　平成18年度　前期 学務部学務企画課長 2007/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

2007年度 教務 調査 学生数報告　平成19年度　後期 学務部学務企画課長 2008/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

2007年度 教務 調査 学生数報告　平成19年度　前期 学務部学務企画課長 2008/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

2008年度 教務 調査 学生数報告　平成20年度　後期 学務部学務企画課長 2009/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

2008年度 教務 調査 学生数報告　平成20年度　前期 学務部学務企画課長 2009/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

2009年度 教務 調査 学生数報告　平成21年度　後期 学務部学務企画課長 2010/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

2009年度 教務 調査 学生数報告　平成21年度　前期 学務部学務企画課長 2010/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

2010年度 教務 調査 学生数報告　平成22年度　後期 学務部学務企画課長 2011/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

2010年度 教務 調査 学生数報告　平成22年度　前期 学務部学務企画課長 2011/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

2011年度 教務 調査 学生数報告　平成23年度　後期 学務部学務企画課長 2012/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

2011年度 教務 調査 学生数報告　平成23年度　前期 学務部学務企画課長 2012/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

2012年度 教務 調査 学生数報告　平成24年度 学務部学務企画課長 2013/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

2013年度 教務 調査 学生数報告　平成25年度 学務部学務企画課長 2014/4/1 常用 － 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1966年度 教務 調査 学生数調　昭和41年度 学務部学務企画課長 1967/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1967年度 教務 調査 学生数調　昭和42年度 学務部学務企画課長 1968/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1968年度 教務 調査 学生数調　昭和43年度 学務部学務企画課長 1969/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1969年度 教務 調査 学生数調　昭和44年度 学務部学務企画課長 1970/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1970年度 教務 調査 学生数調　昭和45年度 学務部学務企画課長 1971/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管
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1971年度 教務 調査 学生数調　昭和46年度 学務部学務企画課長 1972/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1972年度 教務 調査 学生数調　昭和47年度 学務部学務企画課長 1973/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1973年度 教務 調査 学生数調　昭和48年度 学務部学務企画課長 1974/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1974年度 教務 調査 学生数調　昭和49年度 学務部学務企画課長 1975/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1975年度 教務 調査 学生数調　昭和50年度 学務部学務企画課長 1976/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1976年度 教務 調査 学生数調　昭和51年度 学務部学務企画課長 1977/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1977年度 教務 調査 学生数調　昭和52年度 学務部学務企画課長 1978/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1978年度 教務 調査 学生数調　昭和53年度 学務部学務企画課長 1979/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1979年度 教務 調査 学生数調　昭和54年度 学務部学務企画課長 1980/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1980年度 教務 調査 学生数調　昭和55年度 学務部学務企画課長 1981/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1981年度 教務 調査 学生数調　昭和56年度 学務部学務企画課長 1982/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1982年度 教務 調査 学生数調　昭和57年度 学務部学務企画課長 1983/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1983年度 教務 調査 学生数調　昭和58年度 学務部学務企画課長 1984/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1984年度 教務 調査 学生数調　昭和59年度 学務部学務企画課長 1985/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1985年度 教務 調査 学生数調　昭和60年度 学務部学務企画課長 1986/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1986年度 教務 調査 学生数調　昭和61年度 学務部学務企画課長 1987/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1987年度 教務 調査 学生数調　昭和62年度 学務部学務企画課長 1988/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1988年度 教務 調査 学生数調　昭和63年度 学務部学務企画課長 1989/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1998年度 教務 調査 学生数調　平成10年度　前期 学務部学務企画課長 1999/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1998年度 教務 調査 学生数調　平成10年度　後期 学務部学務企画課長 1999/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1999年度 教務 調査 学生数調　平成11年度　前期 学務部学務企画課長 2000/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1999年度 教務 調査 学生数調　平成11年度　後期 学務部学務企画課長 2000/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

2000年度 教務 調査 学生数調　平成12年度　前期 学務部学務企画課長 2001/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

2000年度 教務 調査 学生数調　平成12年度　後期 学務部学務企画課長 2001/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

2001年度 教務 調査 学生数調　平成13年度　前期 学務部学務企画課長 2002/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

2001年度 教務 調査 学生数調　平成13年度　後期 学務部学務企画課長 2002/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

2002年度 教務 調査 学生数調　平成14年度　前期 学務部学務企画課長 2003/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

2002年度 教務 調査 学生数調　平成14年度　後期 学務部学務企画課長 2003/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1990年度 教務 調査 学生数調　平成2年度 学務部学務企画課長 1991/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1991年度 教務 調査 学生数調　平成3年度 学務部学務企画課長 1992/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1992年度 教務 調査 学生数調　平成4年度 学務部学務企画課長 1993/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1993年度 教務 調査 学生数調　平成5年度 学務部学務企画課長 1994/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1994年度 教務 調査 学生数調　平成6年度 学務部学務企画課長 1995/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1995年度 教務 調査 学生数調　平成7年度 学務部学務企画課長 1996/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1996年度 教務 調査 学生数調　平成8年度 学務部学務企画課長 1997/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1997年度 教務 調査 学生数調　平成9年度　前期 学務部学務企画課長 1998/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1997年度 教務 調査 学生数調　平成9年度　後期 学務部学務企画課長 1998/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1989年度 教務 調査 学生数調　平成元年度 学務部学務企画課長 1990/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

2014年度 教務 教職 教育実習　 参加申込書　平成26年度 企画･学務部学務課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2014年度 教務 教職 教育実習　 参加申込書　平成27年度 企画･学務部学務課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2015年度 教務 教職 教育実習　 参加申込書　平成28年度 教育推進部教育企画課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2016年度 教務 教職 教育実習　 参加申込書　平成29年度 教育推進部教育企画課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2017年度 教務 教職 教育実習　 参加申込書　平成30年度 教育推進部教育企画課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2018年度 教務 教職 教育実習　 参加申込書　平成31年度 教育推進部教育企画課長 2018/4/1 5年 2024/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2014年度 教務 教職 教育実習　 平成26年度 企画･学務部学務課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2015年度 教務 教職 教育実習　 平成27年度 教育推進部教育企画課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2016年度 教務 教職 教育実習　 平成28年度 教育推進部教育企画課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2017年度 教務 教職 教育実習　 平成29年度 教育推進部教育企画課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2018年度 教務 教職 教育実習　 平成30年度 教育推進部教育企画課長 2018/4/1 5年 2024/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2014年度 教務 教職 教育実習　評価表　平成26年度 企画･学務部学務課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2015年度 教務 教職 教育実習　評価表　平成27年度 教育推進部教育企画課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2016年度 教務 教職 教育実習　評価表　平成28年度 教育推進部教育企画課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2017年度 教務 教職 教育実習　評価表　平成29年度 教育推進部教育企画課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
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2018年度 教務 教職 教育実習　評価表　平成30年度 教育推進部教育企画課長 2018/4/1 5年 2024/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄

2009年度 教務 調査 教員免許状取得状況及び教員就職状況調査　平成21年度 学務部学務企画課長 2010/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

2010年度 教務 調査 教員免許状取得状況及び教員就職状況調査　平成22年度 学務部学務企画課長 2011/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管

2011年度 教務 調査 教員免許状取得状況及び教員就職状況調査　平成23年度 学務部学務企画課長 2012/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管

2012年度 教務 調査 教員免許状取得状況及び教員就職状況調査　平成24年度 学務部学務企画課長 2013/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管

2013年度 教務 調査 教員免許状取得状況及び教員就職状況調査　平成25年度 学務部学務企画課長 2014/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管

2014年度 教務 調査 教員免許状取得状況及び教員就職状況調査　平成25年度 企画･学務部学務課長 2015/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管

2015年度 教務 調査 教員免許状取得状況及び教員就職状況調査　平成26年度 教育推進部教育企画課長 2016/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管

2016年度 教務 調査 教員免許状取得状況及び教員就職状況調査　平成27年度 教育推進部教育企画課長 2017/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管

2017年度 教務 調査 教員免許状取得状況及び教員就職状況調査　平成28年度 教育推進部教育企画課長 2018/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管

2018年度 教務 調査 教員免許状取得状況及び教員就職状況調査　平成29年度 教育推進部教育企画課長 2018/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管

2014年度 教務 教職 教職課程　平成26年度 企画･学務部学務課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2015年度 教務 教職 教職課程　平成27年度 教育推進部教育企画課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2016年度 教務 教職 教職課程　平成28年度 教育推進部教育企画課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2017年度 教務 教職 教職課程　平成29年度 教育推進部教育企画課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2018年度 教務 教職 教職課程　平成30年度 教育推進部教育企画課長 2018/4/1 5年 2024/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2009年度 教務 会議 教職課程委員会　平成21年度 学務部学務企画課長 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管
2010年度 教務 会議 教職課程委員会　平成22年度-平成23年度 学務部学務企画課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2012年度 教務 会議 教職課程委員会　平成24年度 学務部学務企画課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2013年度 教務 会議 教職課程委員会　平成25年度 学務部学務企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2014年度 教務 会議 教職課程委員会　平成26年度 企画･学務部学務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2015年度 教務 会議 教職課程委員会　平成27年度 教育推進部教育企画課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2016年度 教務 会議 教職課程委員会　平成28年度 教育推進部教育企画課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2017年度 教務 会議 教職課程委員会　平成29年度 教育推進部教育企画課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2018年度 教務 会議 教職課程委員会　平成30年度 教育推進部教育企画課長 2018/4/1 10年 2029/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2015年度 教務 教職 教職課程経費関係　平成27年度～ 教育推進部教育企画課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 廃棄
2014年度 教務 教務 教務　平成26年度～平成28年度 企画･学務部学務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2017年度 教務 教務 教務　平成29年度 教育推進部教育企画課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2018年度 教務 教務 教務　平成30年度 教育推進部教育企画課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄

2017年度 教務 学位 修士学位記授与関係綴　平成29年度 教育推進部教育企画課長 2018/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2018年度 教務 学位 修士学位記授与関係綴　平成30年度 教育推進部教育企画課長 2018/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1999年度 教務 学位 修士学位記授与関係綴　平成11年度-平成14年度 学務部学務企画課長 2003/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2003年度 教務 学位 修士学位記授与関係綴　平成15年度-平成16年度 学務部学務企画課長 2005/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2005年度 教務 学位 修士学位記授与関係綴　平成17年度-平成19年度 学務部学務企画課長 2008/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2008年度 教務 学位 修士学位記授与関係綴　平成20年度-平成22年度 学務部学務企画課長 2011/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2011年度 教務 学位 修士学位記授与関係綴　平成23年度-平成25年度 学務部学務企画課長 2014/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2012年度 教務 学位 修士学位記授与関係綴　平成24年度 学務部学務企画課長 2013/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2014年度 教務 学位 修士学位記授与関係綴　平成26年度-平成28年度 企画･学務部学務課長 2017/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1993年度 教務 学位 修士学位記授与関係綴　平成5年度-平成7年度 学務部学務企画課長 1996/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1996年度 教務 学位 修士学位記授与関係綴　平成8年度-平成10年度 学務部学務企画課長 1999/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1989年度 教務 学位 修士学位記授与関係綴　平成元年度-平成4年度 学務部学務企画課長 1993/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1954年度 教務 学位 修士学位記授与関係綴　昭和29年度-昭和43年度 学務部学務企画課長 1969/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1969年度 教務 学位 修士学位記授与関係綴　昭和44年度-昭和49年度 学務部学務企画課長 1975/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2008年度 教務
学生の身

分
除籍関係（非正規学生）　平成20年度-平成25年度 学務部学務企画課長 2013/4/1

無期
限

－ 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管

2006年度 教務 学位 専門職学位記授与関係綴　平成18年度-平成28年度 学務部学務企画課長 2017/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2017年度 教務 学位 専門職学位記授与関係綴　平成29年度 教育推進部教育企画課長 2018/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2018年度 教務 学位 専門職学位記授与関係綴　平成30年度 教育推進部教育企画課長 2018/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2013年度 教務 会議 全学教育企画委員会　平成25年度 学務部学務企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2014年度 教務 会議 全学教育企画委員会　平成26年度 企画･学務部学務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2015年度 教務 会議 全学教育企画委員会　平成27年度 教育推進部教育企画課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2016年度 教務 会議 全学教育企画委員会　平成28年度 教育推進部教育企画課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2017年度 教務 会議 全学教育企画委員会　平成29年度 教育推進部教育企画課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2018年度 教務 会議 全学教育企画委員会　平成30年度 教育推進部教育企画課長 1900/1/9 10年 2029/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管

1964年度 教務 学位 大学院関係例記綴　昭和39年度-昭和50年度 学務部学務企画課長 1976/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2000年度 教務 教務 単位互換等関係綴　平成12年度-平成17年度 学務部学務企画課長 2006/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管

2006年度 教務 教務 単位互換等関係綴　平成18年度-平成20年度 学務部学務企画課長 2009/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管

2001年度 教務 教務 単位互換に関する協定書等 学務部学務企画課長 2013/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管

1979年度 教務 教務 単位互換について関係綴　昭和54年度-昭和58年度 学務部学務企画課長 1984/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
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2009年度 教務 教務 単位互換関係　平成21年度- 学務部学務企画課長 2013/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管

1996年度 教務 教務 単位互換関係調査　平成8年度-平成11年度 学務部学務企画課長 1999/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管

1980年度 教務 学位 博士学位授与報告書　乙　昭和55年度 学務部学務企画課長 1981/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1981年度 教務 学位 博士学位授与報告書　乙　昭和56年度 学務部学務企画課長 1982/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1982年度 教務 学位 博士学位授与報告書　乙　昭和57年度 学務部学務企画課長 1983/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1961年度 教務 学位 博士学位授与報告書　乙1 学務部学務企画課長 1964/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1968年度 教務 学位 博士学位授与報告書　乙10 学務部学務企画課長 1970/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1969年度 教務 学位 博士学位授与報告書　乙11 学務部学務企画課長 1971/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1970年度 教務 学位 博士学位授与報告書　乙12 学務部学務企画課長 1972/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1972年度 教務 学位 博士学位授与報告書　乙13 学務部学務企画課長 1974/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1973年度 教務 学位 博士学位授与報告書　乙14 学務部学務企画課長 1975/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1975年度 教務 学位 博士学位授与報告書　乙15 学務部学務企画課長 1976/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1976年度 教務 学位 博士学位授与報告書　乙16 学務部学務企画課長 1978/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1977年度 教務 学位 博士学位授与報告書　乙17 学務部学務企画課長 1978/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1963年度 教務 学位 博士学位授与報告書　乙2 学務部学務企画課長 1965/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1964年度 教務 学位 博士学位授与報告書　乙3 学務部学務企画課長 1966/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1965年度 教務 学位 博士学位授与報告書　乙4 学務部学務企画課長 1966/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1965年度 教務 学位 博士学位授与報告書　乙5 学務部学務企画課長 1967/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1966年度 教務 学位 博士学位授与報告書　乙6 学務部学務企画課長 1968/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1967年度 教務 学位 博士学位授与報告書　乙7 学務部学務企画課長 1968/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1967年度 教務 学位 博士学位授与報告書　乙8 学務部学務企画課長 1968/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1967年度 教務 学位 博士学位授与報告書　乙9 学務部学務企画課長 1969/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1980年度 教務 学位 博士学位授与報告書　甲　昭和55年度 学務部学務企画課長 1981/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1981年度 教務 学位 博士学位授与報告書　甲　昭和56年度 学務部学務企画課長 1982/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1982年度 教務 学位 博士学位授与報告書　甲　昭和57年度 学務部学務企画課長 1983/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1957年度 教務 学位 博士学位授与報告書　甲1 学務部学務企画課長 1960/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1969年度 教務 学位 博士学位授与報告書　甲10 学務部学務企画課長 1972/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1971年度 教務 学位 博士学位授与報告書　甲11 学務部学務企画課長 1973/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1972年度 教務 学位 博士学位授与報告書　甲12 学務部学務企画課長 1975/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1974年度 教務 学位 博士学位授与報告書　甲13 学務部学務企画課長 1976/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1959年度 教務 学位 博士学位授与報告書　甲2 学務部学務企画課長 1962/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1961年度 教務 学位 博士学位授与報告書　甲3 学務部学務企画課長 1963/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1963年度 教務 学位 博士学位授与報告書　甲4 学務部学務企画課長 1965/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1964年度 教務 学位 博士学位授与報告書　甲5 学務部学務企画課長 1966/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1965年度 教務 学位 博士学位授与報告書　甲6 学務部学務企画課長 1967/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1966年度 教務 学位 博士学位授与報告書　甲7 学務部学務企画課長 1968/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1967年度 教務 学位 博士学位授与報告書　甲8 学務部学務企画課長 1969/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1968年度 教務 学位 博士学位授与報告書　甲9 学務部学務企画課長 1970/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1958年度 教務 学位 博士学位関係綴　昭和33年度-昭和39年度 学務部学務企画課長 1965/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2000年度 教務 学位 博士学位授与報告書　甲・乙　平成12年度 学務部学務企画課長 2001/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2001年度 教務 学位 博士学位授与報告書　甲・乙　平成13年度 学務部学務企画課長 2002/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2002年度 教務 学位 博士学位授与報告書　甲・乙　平成14年度-平成15年度 学務部学務企画課長 2004/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2004年度 教務 学位 博士学位授与報告書　甲・乙　平成16年度-平成18年度 学務部学務企画課長 2007/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2007年度 教務 学位 博士学位授与報告書　甲・乙　平成19年度-平成21年度 学務部学務企画課長 2010/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2010年度 教務 学位 博士学位授与報告書　甲・乙　平成22年度-平成25年度 学務部学務企画課長 2014/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管
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1996年度 教務 学位 博士学位授与報告書　甲・乙　平成8年度-平成11年度 学務部学務企画課長 2000/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

2014年度 教務 学位 博士学位授与報告書　平成26年度～ 企画･学務部学務課長 2016/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1992年度 教務 学位 博士学位授与報告書　乙　平成4年度① 学務部学務企画課長 1993/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1992年度 教務 学位 博士学位授与報告書　乙　平成4年度② 学務部学務企画課長 1993/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1992年度 教務 学位 博士学位授与報告書　乙　平成4年度③ 学務部学務企画課長 1993/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1993年度 教務 学位 博士学位授与報告書　乙　平成5年度① 学務部学務企画課長 1994/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1993年度 教務 学位 博士学位授与報告書　乙　平成5年度② 学務部学務企画課長 1994/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1993年度 教務 学位 博士学位授与報告書　乙　平成5年度③ 学務部学務企画課長 1994/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1992年度 教務 学位 博士学位授与報告書　甲　平成4年度① 学務部学務企画課長 1993/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1992年度 教務 学位 博士学位授与報告書　甲　平成4年度② 学務部学務企画課長 1993/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1992年度 教務 学位 博士学位授与報告書　甲　平成4年度③ 学務部学務企画課長 1993/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1993年度 教務 学位 博士学位授与報告書　甲　平成5年度① 学務部学務企画課長 1994/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1993年度 教務 学位 博士学位授与報告書　甲　平成5年度② 学務部学務企画課長 1994/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1961年度 教務 学位 博士学位上申書　乙1 学務部学務企画課長 1965/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1964年度 教務 学位 博士学位上申書　乙2 学務部学務企画課長 1966/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1965年度 教務 学位 博士学位上申書　乙3 学務部学務企画課長 1967/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1967年度 教務 学位 博士学位上申書　乙4 学務部学務企画課長 1968/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1970年度 教務 学位 博士学位上申書　乙5 学務部学務企画課長 1976/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1979年度 教務 学位 博士学位上申書　乙6 学務部学務企画課長 1981/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1981年度 教務 学位 博士学位上申書　乙7 学務部学務企画課長 1983/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1957年度 教務 学位 博士学位上申書　甲1 学務部学務企画課長 1964/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1963年度 教務 学位 博士学位上申書　甲2 学務部学務企画課長 1966/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1965年度 教務 学位 博士学位上申書　甲3 学務部学務企画課長 1968/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1968年度 教務 学位 博士学位上申書　甲4 学務部学務企画課長 1971/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1970年度 教務 学位 博士学位上申書　甲5 学務部学務企画課長 1976/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1979年度 教務 学位 博士学位上申書　甲6 学務部学務企画課長 1981/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1981年度 教務 学位 博士学位上申書　甲7 学務部学務企画課長 1983/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課室内(東) 教育推進部教育企画課長 移管

1959年度 教務 学位 博士学位名簿　医 学務部学務企画課長 1960/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1958年度 教務 学位 博士学位名簿　工 学務部学務企画課長 1959/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1960年度 教務 学位 博士学位名簿　農 学務部学務企画課長 1961/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1957年度 教務 学位 博士学位名簿　理 学務部学務企画課長 1958/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1962年度 教務 学位 博士学位名簿　論文　医 学務部学務企画課長 1963/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1965年度 教務 学位 博士学位名簿　論文　教育 学務部学務企画課長 1966/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1964年度 教務 学位 博士学位名簿　論文　経済 学務部学務企画課長 1965/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1962年度 教務 学位 博士学位名簿　論文　工 学務部学務企画課長 1963/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1961年度 教務 学位 博士学位名簿　論文　農 学務部学務企画課長 1962/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1961年度 教務 学位 博士学位名簿　論文　理 学務部学務企画課長 1962/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1961年度 教務 学位 博士学位名簿（乙）1 学務部学務企画課長 1962/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1973年度 教務 学位 博士学位名簿（乙）2 学務部学務企画課長 1974/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1978年度 教務 学位 博士学位名簿（乙）3 学務部学務企画課長 1979/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1983年度 教務 学位 博士学位名簿（乙）4 学務部学務企画課長 1984/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1988年度 教務 学位 博士学位名簿（乙）5 学務部学務企画課長 1989/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1991年度 教務 学位 博士学位名簿（乙）6 学務部学務企画課長 1992/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1996年度 教務 学位 博士学位名簿（乙）7 学務部学務企画課長 1997/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

2004年度 教務 学位 博士学位名簿（乙）8 学務部学務企画課長 2005/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管
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1957年度 教務 学位 博士学位名簿（甲）1 学務部学務企画課長 1958/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1972年度 教務 学位 博士学位名簿（甲）2 学務部学務企画課長 1973/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1985年度 教務 学位 博士学位名簿（甲）3 学務部学務企画課長 1986/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1991年度 教務 学位 博士学位名簿（甲）4 学務部学務企画課長 1992/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

1996年度 教務 学位 博士学位名簿（甲）5 学務部学務企画課長 1997/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

2002年度 教務 学位 博士学位名簿（甲）6 学務部学務企画課長 2003/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

2008年度 教務 学位 博士学位名簿（甲）7 学務部学務企画課長 2009/4/1
無期
限

－ 紙 教育企画課分室 教育推進部教育企画課長 移管

2018年度 教務 会議 「名大ブランドの教育ビジョンを創る」TF　平成30年度 教育推進部教育企画課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2014年度 教務 補助金 SGUプログラム検討（教育関係）　平成26年度 企画･学務部学務課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2014年度 教務 補助金 ＴＧＵ関連業務　平成26年度 企画･学務部学務課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2015年度 教務 補助金 ＴＧＵ関連業務　平成27年度 教育推進部教育企画課 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2016年度 教務 補助金 ＴＧＵ関連業務　平成28年度 教育推進部教育企画課 2017/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2017年度 教務 補助金 ＴＧＵ関連業務　平成29年度 教育推進部教育企画課 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2018年度 教務 補助金 ＴＧＵ関連業務　平成30年度 教育推進部教育企画課 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2018年度 教務 会議 学生の外国語力強化施策実施WG　平成30年度 教育推進部教育企画課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2017年度 教務 会議 学生の外国語力強化に関するPT　平成29年度 教育推進部教育企画課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2014年度 教務 会議 教育改革ＷＧ　平成26年度 企画･学務部学務課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2015年度 教務 会議 教育改革ＷＧ　平成27年度 教育推進部教育企画課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2015年度 教務 会議 教育改革推進懇話会　平成27年度 教育推進部教育企画課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2014年度 教務 会議 教育改革推進懇話会チューニングＷＧ 　平成25年度～平成26年度 企画･学務部学務課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2016年度 教務 会議 教育国際化検討ＷＧ　平成28年度 教育推進部教育企画課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2018年度 教務 教務 業務高度化に向けた対応 教育推進部教育企画課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2017年度 教務 教務 研究倫理教育e-learning　平成29年度 教育推進部教育企画課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2018年度 教務 教務 研究倫理教育e-learning　平成30年度 教育推進部教育企画課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2017年度 教務 教務 研修関係　平成29年度 教育推進部教育企画課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2015年度 教務 補助金 国際共同教育研究プログラム推進室 教育部門　平成27年度 教育推進部教育企画課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2016年度 教務 補助金 国際共同教育研究プログラム推進室 教育部門　平成28年度 教育推進部教育企画課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2017年度 教務 補助金 国際共同教育研究プログラム推進室 教育部門　平成29年度 教育推進部教育企画課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2018年度 教務 補助金 国際共同教育研究プログラム推進室 教育部門　平成30年度 教育推進部教育企画課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2014年度 教務 補助金 国際共同教育研究プログラム推進室　平成26年度 企画･学務部学務課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2014年度 教務 補助金 ジョイント・ディグリー　平成26年度　1/3 企画･学務部学務課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2014年度 教務 補助金 ジョイント・ディグリー　平成26年度　2/3 企画･学務部学務課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2014年度 教務 補助金 ジョイント・ディグリー　平成26年度　3/3 企画･学務部学務課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2015年度 教務 補助金 ジョイント・ディグリー　平成27年度 教育推進部教育企画課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2016年度 教務 補助金 ジョイント・ディグリー　平成28年度 教育推進部教育企画課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2017年度 教務 補助金 ジョイント・ディグリー　平成29年度 教育推進部教育企画課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2017年度 教務 会議 成績評価基準検討WG　平成29年度 教育推進部教育企画課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2014年度 教務 教務 大学ポートレート　平成26年度 企画･学務部学務課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2018年度 教務 教務 平成30年度学位システム 教育推進部教育企画課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2014年度 教務 補助金 留学積立金　平成26年度 企画･学務部学務課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2014年度 教務 学務情報 学務情報システム運用に係る連絡等関係 企画･学務部学務課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2013年度 教務 教務 学務情報システム改修　平成25年度 学務部学務企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2014年度 教務 学務情報 学務情報システム改修にかかる設計・開発業務 企画･学務部学務課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2015年度 教務 学務情報 学務情報システム改修にかかる設計・開発業務　平成27年度 教育推進部教育企画課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2016年度 教務 学務情報 学務情報システム改修にかかる設計・開発業務　平成28年度 教育推進部教育企画課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2017年度 教務 学務情報 学務情報システム改修にかかる設計・開発業務　平成29年度 教育推進部教育企画課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2018年度 教務 学務情報 学務情報システム改修にかかる設計・開発業務　平成30年度 教育推進部教育企画課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2013年度 教務 会議 教務システム更新W.G.・仕様策定委員会　資料関係　平成25年度 学務部学務企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2014年度 教務 会議 新学務系情報システム検討プロジェクト会議（W.G.含む）　平成26年度 企画･学務部学務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2016年度 教務 会議 新学務情報システムＷＧ／学務情報システム仕様策定委員会（平成28年度～平成30年度） 教育推進部教育企画課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 移管
2014年度 教務 教務 通学定期券購入・通学定期乗車券発行控関係・非正規生学生証　平成20年度-平成29年度 企画･学務部学務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2014年度 教務 教務 学生証再交付願　平成26年度　1/2 企画･学務部学務課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2014年度 教務 教務 学生証再交付願　平成26年度　2/2 企画･学務部学務課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2015年度 教務 教務 学生証再交付願　平成27年度　1/2 教育推進部教育企画課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2015年度 教務 教務 学生証再交付願　平成27年度　2/2 教育推進部教育企画課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2016年度 教務 教務 学生証再交付願　平成28年度　1/2 教育推進部教育企画課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2016年度 教務 教務 学生証再交付願　平成28年度　2/2 教育推進部教育企画課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2017年度 教務 教務 学生証再交付願　平成29年度　1/2 教育推進部教育企画課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2017年度 教務 教務 学生証再交付願　平成29年度　2/2 教育推進部教育企画課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2018年度 教務 教務 学生証再交付願　平成30年度　1/2 教育推進部教育企画課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄
2018年度 教務 教務 学生証再交付願　平成30年度　2/2 教育推進部教育企画課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教育企画課室内 教育推進部教育企画課長 廃棄

2018年度
教養教育院

管理係
雇用 平成30年度　常勤人事・教員個人評価

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/04/01 30年 2049/03/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

移管

2018年度
教養教育院

管理係
雇用 平成30年度　非常勤人事

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/04/01 10年 2028/03/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

移管

2018年度
教養教育院

管理係
雇用 平成30年度　短期パート①

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

廃棄

2018年度
教養教育院

管理係
雇用 平成30年度　短期パート②

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

廃棄

2018年度
教養教育院

管理係
庶務 平成30年度　庶務・共済・福祉関係

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

廃棄

2018年度
教養教育院

管理係
服務 平成30年度　休暇簿（常勤・非常勤職員）

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/04/01 7年 2026/03/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

廃棄

2018年度
教養教育院

管理係
服務 平成30年度　出勤簿（常勤・非常勤職員）

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/04/01 7年 2026/03/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

廃棄

2018年度
教養教育院

管理係
服務 平成30年度　兼業兼職

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

廃棄

2018年度
教養教育院

管理係
服務 平成３０年度　旅行命令簿（国内・外国出張）

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/04/01 7年 2026/03/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

廃棄

2018年度
教養教育院

管理係
服務 平成３０年度　旅行命令簿（科研費）

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/04/01 7年 2025/03/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

廃棄

2018年度
教養教育院

管理係
庶務 平成30年度　法人文書管理ファイル

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

移管
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2018年度
教養教育院

管理係
服務 平成30年度　勤務時間報告書①

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/04/01 7年 2024/03/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

廃棄

2018年度
教養教育院

管理係
服務 平成30年度　勤務時間報告書②

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/04/01 7年 2026/03/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

廃棄

2018年度
教養教育院

管理係
庶務 平成３０年度　放射線従事者

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

廃棄

2018年度
教養教育院

管理係
会計 平成30年度支出決定決議書　事務部　運営費

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

破棄

2018年度
教養教育院

管理係
会計 平成30年度支出決定決議書　事務部　委託費・保守費・修繕費・機械装置等維持費

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

破棄

2018年度
教養教育院

管理係
会計 平成30年度支出決定決議書　事務部　人件費・印刷経費・会議費

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

破棄

2018年度
教養教育院

管理係
会計 平成30年度支出決定決議書　単価契約等　物品

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

破棄

2018年度
教養教育院

管理係
会計 平成30年度支出決定決議書　単価契約等　役務　A館清掃・情報

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

破棄

2018年度
教養教育院

管理係
会計 平成30年度支出決定決議書　単価契約等　役務

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

破棄

2018年度
教養教育院

管理係
会計 平成30年度支出決定決議書　光熱水費

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

破棄

2018年度
教養教育院

管理係
会計 平成30年度支出決定決議書　実験経費等　生物学実験

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

破棄

2018年度
教養教育院

管理係
会計 平成30年度支出決定決議書　実験経費等　物理学実験

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

破棄

2018年度
教養教育院

管理係
会計 平成30年度支出決定決議書　実験経費等　化学実験・地球科学実験

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

破棄

2018年度
教養教育院

管理係
会計 平成30年度支出決定決議書　健康　スポーツ科学

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

破棄

2018年度
教養教育院

管理係
会計 平成30年度支出決定決議書　教員講座費　栗本先生・実験担当教員

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

破棄

2018年度
教養教育院

管理係
会計 平成30年度支出決定決議書　教員講座費　基盤開発部門

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

破棄

2018年度
教養教育院

管理係
会計 平成30年度支出決定決議書　教員講座費　AW教育部門

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

破棄

2018年度
教養教育院

管理係
会計 平成30年度支出決定決議書　教材費

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

破棄

2018年度
教養教育院

管理係
会計 平成30年度支出決定決議書　教育奨励費

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

破棄

2018年度
教養教育院

管理係
会計 平成30年度支出決定決議書　推進室経費　基盤開発部門　OCW・AE

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

破棄

2018年度
教養教育院

管理係
会計 平成30年度支出決定決議書　間接経費

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

破棄

2018年度
教養教育院

管理係
会計 平成30年度支出決定決議書　科研費①　実験　大藪先生・伊藤先生

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

破棄

2018年度
教養教育院

管理係
会計 平成30年度支出決定決議書　科研費②　基盤開発部門　山里先生・AE

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/06/01 7年 2026/03/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

破棄

2018年度
教養教育院

管理係
会計 平成30年度支出決定決議書　科研費③　AW教育部門

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/06/01 7年 2026/03/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

破棄

2018年度
教養教育院

管理係
会計 平成30年度支出決定決議書　旅費

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

破棄

2018年度
教養教育院

管理係
会計 平成30年度支出決定決議書　謝金

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

破棄

2018年度
教養教育院

管理係
会計 平成30年度支出決定決議書　その他

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/06/01 7年 2026/05/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

破棄

2018年度
教養教育院

管理係
会計 平成29年度安全・衛生点検表

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

廃棄

2018年度
教養教育院

管理係
会計 平成30年度資産チェックリスト

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/04/01 10年 2029/03/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

廃棄

2018年度
教養教育院

管理係
会計 平成30年度切手受払簿

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

廃棄

2018年度
教養教育院

管理係
会計 平成30年度タクシーチケット受払簿

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/04/01 1年 2020/03/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

廃棄

2018年度
教養教育院

管理係
会計 平成30年マナカ受払簿

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

廃棄

2018年度
教養教育院

管理係
会計 平成30年度たな卸責任者委任簿・引継書

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

廃棄

2018年度
教養教育院

管理係
施設 平成30年度防災関係

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/04/01 5年 2024/03/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

廃棄

2018年度
共通教育企

画係
学生 平成30年度ＴＡ採用申請書（写）

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/4/1 1年 2020/3/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

廃棄

2018年度
共通教育企

画係
授業担当 平成30年度愛知学長懇話会単位互換事業

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

廃棄

2018年度
共通教育企

画係
会議 平成30年度学外諸会議

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/4/1 10年 2030/3/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

廃棄

2018年度
共通教育企

画係
総務関係 平成30年度規程・申合せ（教養教育院）

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/4/1 常用 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

廃棄

2018年度
共通教育企

画係
その他 平成30年度教養教育院事務室通知・照会1/2

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

廃棄

2018年度
共通教育企

画係
その他 平成30年度教養教育院事務室通知・照会2/2

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

廃棄

2018年度
共通教育企

画係
総務関係 平成30年度教養教育院統括部専任・兼任教員各種委員会・部会等名簿

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/4/1 1年 2020/3/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

廃棄

2018年度
共通教育企

画係
授業担当 平成30年度時間割変更

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

廃棄

2018年度
共通教育企

画係
会議 平成30年度全学教育科目検討ＷＧ

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/4/1 10年 2030/3/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

移管

2018年度
共通教育企

画係
授業担当 平成30年度全学教育科目授業関係冊子の送付

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/4/1 1年 2020/3/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

廃棄

2018年度
共通教育企

画係
授業担当 平成30年度大学院共通科目

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/4/1 10年 2030/3/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

廃棄
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2018年度
共通教育企

画係
総務関係 平成30年度調査

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

廃棄

2018年度
共通教育企

画係
学生 平成30年度ＴＡ

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

廃棄

2018年度
共通教育企

画係
学生 2019年度基礎セミナーＴＡ配置希望願

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/4/1 1年 2020/3/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

廃棄

2017年度
共通教育企

画係
授業担当 平成29年度印刷物（平成30年度発行）

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2018/4/1 5年 2024/3/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

廃棄

2018年度
共通教育企

画係
授業担当 平成30年度印刷物（2019年度発行）

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

廃棄

2018年度
共通教育企

画係
授業担当 平成30年度教養教育院ホームページ

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

廃棄

2018年度
共通教育企

画係
授業担当 平成30年度国際プログラム

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

廃棄

2018年度
共通教育企

画係
授業担当 平成30年度秋学期授業評価アンケート　コマ別表

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

廃棄

2018年度
共通教育企

画係
授業担当 平成30年度授業アンケート集計結果

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

廃棄

2018年度
共通教育企

画係
授業担当 平成30年度全学教育科目担当教員ＦＤ

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/4/1 10年 2030/3/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

廃棄

2018年度
共通教育企

画係
授業担当 平成30年度全学教育担当教員顕彰

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/4/1 10年 2030/3/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

廃棄

2018年度
共通教育企

画係
授業担当 平成30年度春学期授業評価アンケート　コマ別表

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

廃棄

2018年度
共通教育企

画係
会議 平成30年度教養教育院教育の質保証専門委員会

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/4/1 10年 2030/3/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

移管

2018年度
共通教育企

画係
会議 平成30年度教養教育院教務委員会

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/4/1 30年 2050/3/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

移管

2018年度
共通教育企

画係
会議 平成30年度教養教育院統括会議

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/4/1 30年 2050/3/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

移管

2018年度
共通教育企

画係
授業担当 平成30年度授業アンケート

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

廃棄

2018年度
共通教育企

画係
授業担当 平成30年度全学教育科目における全学協力教員の募集について

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

廃棄

2018年度
共通教育企

画係
授業担当 平成30年度全学教育科目カリキュラム及び時間割

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

廃棄

2018年度
共通教育企

画係
授業担当 平成30年度非常勤講師任用計画

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

廃棄

2018年度
共通教育教

務係
受講 平成30年度　履修登録修正　秋学期

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

廃棄

2018年度
共通教育教

務係
受講 平成30年度　履修登録修正　春学期

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

廃棄

2018年度
共通教育教

務係
受講 平成30年度秋学期　履修登録　2/2

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

廃棄

2018年度
共通教育教

務係
受講 平成30年度春学期　履修登録　1/2

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

廃棄

2018年度
共通教育教

務係
試験 平成30年度秋学期　学期末試験

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

廃棄

2018年度
共通教育教

務係
試験 平成30年度春学期　学期末試験

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

廃棄

2018年度
共通教育教

務係
試験 平成30年度追試験関係

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

廃棄

2018年度
共通教育教

務係
受講 平成30年度院生受講関係

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

廃棄

2018年度
共通教育教

務係
成績 平成30年度春学期　成績訂正他

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

廃棄

2018年度
共通教育教

務係
成績 平成30年度成績関係

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

廃棄

2018年度
共通教育教

務係
成績 平成30年度秋学期　成績訂正他

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

廃棄

2018年度
共通教育教

務係
その他 平成30年度共用施設関係

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

廃棄

2018年度
共通教育教

務係
成績 平成30年度秋学期　英・日検定試験単位認定1/2

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

廃棄

2018年度
共通教育教

務係
成績 平成30年度秋学期　英・日検定試験単位認定2/2

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

廃棄

2018年度
共通教育教

務係
試験 平成30年度秋学期　再試験(当該期）

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

廃棄

2018年度
共通教育教

務係
試験 平成30年度秋学期　再試験(次期）

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

廃棄

2018年度
共通教育教

務係
試験 平成30年度秋学期　再試験(有資格者一覧）

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

廃棄

2018年度
共通教育教

務係
成績 平成30年度春学期　英・日検定試験単位認定

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

廃棄

2018年度
共通教育教

務係
試験 平成30年度春学期　再試験(次期）

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

廃棄

2018年度
共通教育教

務係
試験 平成30年度春学期　再試験(当該期）

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

廃棄

2018年度
共通教育教

務係
試験 平成30年度春学期　再試験(有資格者一覧）

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

廃棄

2018年度
共通教育教

務係
成績 平成30年度成績記入表（マークシート）

教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教養教育院事務室
教育推進部課長
（共通教育推進担当課長）

廃棄

2011年度 学務 管理 平成23年度博士課程教育プログラム打ち合わせ資料 学務部学務企画課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 移管
2011年度 学務 管理 平成23年度博士課程教育プログラム学内公募 学務部学務企画課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 移管
2011年度 学務 管理 平成23年度博士課程教育プログラム申請書 学務部学務企画課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 移管
2011年度 学務 管理 平成23年度博士課程教育プログラム文科省申請書 学務部学務企画課長 2012/1/1 10年 2022/.3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 移管
2011年度 学務 管理 平成23年度博士課程教育プログラム内定・交付申請書・事業内容変更書 学務部学務企画課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2011年度 学務 管理 平成23年度博士課程教育プログラム申請一覧（学内・文科省） 学務部学務企画課長 2012/1/1 10年 2022/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 移管
2012年度 財務 管理 平成24年度博士課程教育プログラム返還（平成23年度分） 学務部学務企画課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2012年度 学務 管理 平成24年度博士課程教育プログラム実績報告書（平成23年度分） 学務部学務企画課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2012年度 学務 管理 平成24年度博士課程教育プログラム申請書 学務部学務企画課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 移管
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2012年度 学務 管理 平成24年度博士課程教育プログラム内定・交付申請書 学務部学務企画課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2012年度 学務 管理 平成24年度博士課程教育プログラム学内公募 学務部学務企画課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2012年度 学務 管理 平成24年度博士課程教育プログラム文科省申請書 学務部学務企画課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2012年度 学務 管理 平成24年度博士課程教育プログラム新規（PhD・フロンティア）計画調書 学務部学務企画課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2012年度 学務 管理 平成24年度博士課程教育プログラム新規（PhD・フロンティア）内定・交付申請書 学務部学務企画課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2012年度 総務 管理 平成24年度博士課程教育プログラム（要項・共通経費・機構本部会議・その他） 学務部学務企画課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 移管
2013年度 学務 管理 平成25年度リーディング推進機構会議関係 学務部学務企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 移管
2013年度 学務 管理 平成25年度博士課程教育プログラム（変更届・規程改正他） 学務部学務企画課長 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2013年度 学務 管理 平成25年度博士課程教育プログラム調書関係 学務部学務企画課長 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2013年度 学務 管理 平成25年度リーディング大学院推進機構に関する内規 学務部学務企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 移管
2013年度 学務 管理 平成25年度博士課程教育プログラム各種調査関係 学務部学務企画課長 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2013年度 学務 管理 平成25年度博士課程教育プログラム学内公募① 学務部学務企画課長 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2013年度 学務 管理 平成25年度博士課程教育プログラム学内公募② 学務部学務企画課長 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2013年度 学務 管理 平成26年度博士課程教育プログラム学内公募③ 学務部学務企画課長 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2013年度 学務 管理 平成25年度博士課程教育プログラム打ち合わせ資料 学務部学務企画課長 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 移管
2013年度 学務 管理 平成25年度博士課程教育プログラム雑件（広報誌等） 学務部学務企画課長 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2013年度 学務 管理 平成25年度リーディング大学院推進機構本部会議等 学務部学務企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 移管
2013年度 総務 イベント 平成25年度博士課程教育プログラムフォーラム関係 学務部学務企画課長 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2013年度 総務 会議 平成25年度博士課程教育プログラムPO現地訪問関係 学務部学務企画課長 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 移管
2013年度 総務 会議 平成25年度博士課程教育プログラムPO現地訪問当日資料（法・フロンティア・PhD） 学務部学務企画課長 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 移管
2013年度 学務 管理 平成25年度博士課程教育プログラム新規（ウェルビー・実世界）計画調書 学務部学務企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2013年度 学務 管理 平成25年度博士課程教育プログラム新規（ウェルビー・実世界）内定・交付申請書 学務部学務企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2013年度 学務 管理 平成25年度博士課程教育プログラム内定・交付申請書 学務部学務企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2013年度 学務 管理 平成25年度博士課程教育プログラム（奨励金・独創的研究経費）決済 学務部学務企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2013年度 学務 管理 平成25年度博士課程教育プログラム実施状況報告書（平成24年度） 学務部学務企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2013年度 学務 管理 平成25年度博士課程教育プログラム実績報告書（平成24年度） 学務部学務企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2013年度 学務 管理 平成25年度博士課程教育プログラム取扱要領・Q＆A・照会事項等 学務部学務企画課長 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2013年度 財務 管理 平成25年度博士課程教育プログラム返還（平成24年度） 学務部学務企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2014年度 学務 管理 平成26年度企画・学務部所管事項等資料 企画・学務部学務企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 移管
2014年度 学務 管理 平成26年度合同シンポジウム・合同プログラム履修生募集説明会（東海地区） 企画・学務部学務企画課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2014年度 学務 管理 平成26年度各種取扱等の参考資料 企画・学務部学務企画課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2014年度 財務 管理 平成26年度博士課程教育プログラム実績報告書・収支決算報告書・支出簿（平成25年度） 企画・学務部学務企画課長 2015/4/1 10年 2026/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2014年度 学務 管理 平成26年度博士課程教育プログラム学内諸規程（コーディネーター会議取下げ） 企画・学務部学務企画課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2014年度 学務 管理 平成26年度博士課程教育プログラム実績報告書（平成25年度） 企画・学務部学務企画課長 2015/4/1 10年 2026/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2014年度 学務 管理 平成26年度博士課程教育プログラム実施状況報告書（平成25年度） 企画・学務部学務企画課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2014年度 学務 管理 平成26年度博士課程教育プログラム調書関係 企画・学務部学務企画課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2014年度 学務 管理 平成26年度博士課程教育プログラム内定・交付申請書 企画・学務部学務企画課長 2015/4/1 10年 2026/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2014年度 学務 管理 平成26年度博士課程教育プログラム平成25年度実績報告書確認事項回答① 企画・学務部学務企画課長 2015/4/1 10年 2026/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2014年度 学務 管理 平成26年度博士課程教育プログラム平成25年度実績報告書確認事項回答② 企画・学務部学務企画課長 2015/4/1 10年 2026/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2014年度 学務 管理 平成26年度博士課程教育プログラム平成25年度実績報告書確認事項回答③ 企画・学務部学務企画課長 2015/4/1 10年 2026/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2014年度 学務 管理 平成26年度博士課程教育プログラム平成25年度実績報告書確認事項回答④ 企画・学務部学務企画課長 2015/4/1 10年 2026/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2014年度 学務 管理 平成26年度博士課程教育プログラム代表者交代・変更関係 企画・学務部学務企画課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2014年度 学務 管理 平成26年度博士課程教育プログラム現地調査・PO現地視察関係 企画・学務部学務企画課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2014年度 学務 管理 平成26年度博士課程教育プログラム中間評価関係① 企画・学務部学務企画課長 2015/4/1 10年 2026/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2014年度 学務 管理 平成26年度博士課程教育プログラム中間評価関係② 企画・学務部学務企画課長 2015/4/1 10年 2026/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2014年度 財務 管理 平成26年度博士課程教育プログラム奨励金・独創的研究経費 企画・学務部学務企画課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2014年度 学務 管理 平成26年度博士課程教育プログラム実施状況調査 企画・学務部学務企画課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2014年度 学務 管理 平成26年度博士課程教育プログラム照会・回答関係（文部科学省・学振） 企画・学務部学務企画課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2014年度 総務 イベント 平成26年度博士課程教育プログラム英語マナー講座・募集説明会（名古屋）・合同シンポジウム 企画・学務部学務企画課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2014年度 学務 管理 平成26年度リーディング大学院推進機構本部関係 企画・学務部学務企画課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2014年度 総務 会議 平成26年度博士課程教育プログラムコーディネーター会議資料 企画・学務部学務企画課長 2015/4/1 10年 2026/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 移管
2014年度 総務 イベント 平成26年度博士課程教育プログラム学内説明会 企画・学務部学務企画課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2014年度 学務 管理 平成26年度博士課程教育プログラム学内規程・学内通知等 企画・学務部学務企画課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2014年度 学務 管理 平成26年度経費調査（文科省） 企画・学務部学務企画課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2015年度 財務 管理 平成27年度博士課程教育プログラム会議費・謝金等 教育推進部事業推進課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2015年度 財務 管理 平成27年度博士課程教育プログラム東海東京フィナンシャルグループ 教育推進部事業推進課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2015年度 財務 管理 平成27年度博士課程教育プログラム実施状況調査・経費調査 教育推進部事業推進課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2015年度 学務 管理 平成27年度博士課程教育プログラム中間評価関係① 教育推進部事業推進課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2015年度 学務 管理 平成27年度博士課程教育プログラム中間評価関係② 教育推進部事業推進課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2015年度 学務 管理 平成27年度博士課程教育プログラム中間評価後修正・変更（グリーン・法制度） 教育推進部事業推進課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2015年度 学務 管理 平成27年度博士課程教育プログラム実績報告書（平成26年度）① 教育推進部事業推進課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2015年度 学務 管理 平成27年度博士課程教育プログラム実績報告書（平成26年度）② 教育推進部事業推進課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2015年度 学務 管理 平成27年度博士課程教育プログラム実績報告書（平成26年度）③ 教育推進部事業推進課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2015年度 学務 管理 平成27年度博士課程教育プログラム内定・交付申請書 教育推進部事業推進課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2015年度 学務 管理 平成27年度博士課程教育プログラム実施状況報告書（平成26年度） 教育推進部事業推進課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2015年度 学務 管理 平成27年度博士課程教育プログラム調書関係 教育推進部事業推進課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2015年度 学務 管理 平成27年度博士課程教育プログラム平成26年度実績報告書確認事項回答① 教育推進部事業推進課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2015年度 学務 管理 平成27年度博士課程教育プログラム平成26年度実績報告書確認事項回答② 教育推進部事業推進課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2015年度 財務 管理 平成27年度博士課程教育プログラム奨励金・独創的研究経費 教育推進部事業推進課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2015年度 学務 管理 平成27年度博士課程教育プログラム代表者交代・変更関係 教育推進部事業推進課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2015年度 学務 管理 平成27年度博士課程教育プログラム照会・回答関係（文部科学省・学振） 教育推進部事業推進課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2015年度 総務 イベント 平成27年度博士課程教育プログラム英語マナー講座・合同説明会・合同シンポジウム 教育推進部事業推進課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2015年度 学務 管理 平成27年度リーディング大学院推進機構本部関係 教育推進部事業推進課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2015年度 総務 イベント 平成27年度博士課程教育プログラム確定申告セミナー 教育推進部事業推進課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2015年度 学務 管理 平成27年度博士課程教育プログラム現地調査・PO現地視察関係 教育推進部事業推進課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2016年度 学務 イベント 平成28年度博士課程教育プログラム英語マナー講座・合同説明会・合同シンポジウム 教育推進部事業推進課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2016年度 学務 イベント 平成28年度博士課程教育プログラム確定申告セミナー 教育推進部事業推進課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2016年度 学務 管理 平成28年度博士課程教育プログラム奨励金・独創的研究経費 教育推進部事業推進課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2016年度 学務 管理 平成28年度博士課程教育プログラム中間評価関係 教育推進部事業推進課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2016年度 学務 管理 平成28年度博士課程教育プログラム実施状況報告書（平成27年度） 教育推進部事業推進課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2016年度 学務 管理 平成28年度博士課程教育プログラムプログラム調書関係 教育推進部事業推進課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2016年度 学務 管理 平成28年度博士課程教育プログラム推進機構本部（その他） 教育推進部事業推進課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2016年度 学務 管理 平成28年度博士課程教育プログラムその他照会・回答関係（文部科学省・学振） 教育推進部事業推進課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2016年度 学務 管理 平成28年度博士課程教育プログラム中間評価後修正・変更（PhD・フロンティア） 教育推進部事業推進課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2016年度 学務 管理 平成28年度博士課程教育プログラム実績報告書確認事項（平成27年度）回答① 教育推進部事業推進課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2016年度 学務 管理 平成28年度博士課程教育プログラム実績報告書確認事項（平成28年度）回答② 教育推進部事業推進課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2016年度 学務 管理 平成28年度博士課程教育プログラム実績報告書確認事項（平成29年度）回答③ 教育推進部事業推進課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2016年度 学務 管理 平成28年度博士課程教育プログラムPO現地調査・現地視察関係 教育推進部事業推進課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2016年度 学務 管理 平成28年度博士課程教育プログラム内定・交付申請書関係 教育推進部事業推進課長 2017/4/1 10年 2027/4/1 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2016年度 学務 管理 平成28年度博士課程教育プログラム実績報告書（平成27年度分）① 教育推進部事業推進課長 2017/4/1 10年 2027/4/1 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2016年度 学務 管理 平成28年度博士課程教育プログラム実績報告書（平成27年度分）② 教育推進部事業推進課長 2017/4/1 10年 2027/4/1 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
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2016年度 学務 管理 平成28年度博士課程教育プログラム実績報告書（平成27年度分）③ 教育推進部事業推進課長 2017/4/1 10年 2027/4/1 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2016年度 学務 管理 平成28年度実施状況調査（平成27年度）、経費調査（平成28年度） 教育推進部事業推進課長 2017/4/1 10年 2027/4/1 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2017年度 学務 管理 平成29年度博士課程教育プログラム実績報告書（平成28年度分）① 教育推進部事業推進課長 2018/4/1 10年 2028/4/1 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2017年度 学務 管理 平成29年度博士課程教育プログラム実績報告書（平成28年度分）② 教育推進部事業推進課長 2018/4/1 10年 2028/4/1 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2017年度 学務 管理 平成29年度博士課程教育プログラム実績報告書（平成28年度分）③ 教育推進部事業推進課長 2018/4/1 10年 2028/4/1 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2017年度 学務 管理 平成29年度博士課程教育プログラム実績報告書（平成28年度分）④ 教育推進部事業推進課長 2018/4/1 10年 2028/4/1 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2017年度 学務 管理 平成29年度博士課程教育プログラム実績報告書（平成28年度分）⑤ 教育推進部事業推進課長 2018/4/1 10年 2028/4/1 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2017年度 学務 管理 平成29年度博士課程教育プログラム内定・交付申請書関係 教育推進部事業推進課長 2018/4/1 10年 2028/4/1 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2017年度 学務 管理 平成29年度博士課程教育プログラム中間評価後調書（実世界・ウェルビー） 教育推進部事業推進課長 2018/4/1 5年 2023/4/1 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2017年度 学務 管理 平成29年度博士課程教育プログラム現況調査 教育推進部事業推進課長 2018/4/1 5年 2023/4/1 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2017年度 学務 管理 平成29年度博士課程教育プログラム実施状況報告書（平成28年度） 教育推進部事業推進課長 2018/4/1 5年 2023/4/1 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2017年度 学務 管理 平成29年度博士課程教育プログラム事後評価調書（グリーン・法） 教育推進部事業推進課長 2018/4/1 5年 2023/4/1 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2017年度 学務 管理 平成29年度博士課程教育プログラム奨励金・独創的研究経費 教育推進部事業推進課長 2018/4/1 5年 2023/4/1 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2017年度 学務 管理 平成29年度博士課程教育プログラム事後評価調書（グリーン・法）② 教育推進部事業推進課長 2018/4/1 5年 2023/4/1 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2017年度 学務 管理 平成29年度博士課程教育プログラムPO現地調査・現地視察関係 教育推進部事業推進課長 2018/4/1 5年 2023/4/1 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2017年度 学務 管理 平成29年度博士課程教育プログラム各種調書関係① 教育推進部事業推進課長 2018/4/1 5年 2023/4/1 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2017年度 学務 管理 平成29年度博士課程教育推進機構関係 教育推進部事業推進課長 2018/4/1 5年 2023/4/1 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2017年度 学務 イベント 平成29年度博士課程教育プログラム確定申告セミナー･合同企業説明会・ビジネス英語講座 教育推進部事業推進課長 2018/4/1 5年 2023/4/1 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2017年度 学務 管理 平成29年度博士課程教育プログラム実績報告書（平成28年度分）⑥ 教育推進部事業推進課長 2018/4/1 10年 2028/4/1 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2017年度 学務 管理 平成29年度博士課程教育プログラム実績報告書（平成28年度分）⑦ 教育推進部事業推進課長 2018/4/1 10年 2028/4/1 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2017年度 学務 管理 平成29年度博士課程教育リーディングプログラムフォーラム2017① 教育推進部事業推進課長 2018/4/1 5年 2023/4/1 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2017年度 学務 管理 平成29年度博士課程教育リーディングプログラムフォーラム2017② 教育推進部事業推進課長 2018/4/1 5年 2023/4/1 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2017年度 学務 管理 平成29年度ユニークな企画・教育訓練プログラムノウハウ説明書① 教育推進部事業推進課長 2018/4/1 5年 2023/4/1 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2017年度 学務 管理 平成29年度ユニークな企画・教育訓練プログラムノウハウ説明書② 教育推進部事業推進課長 2018/4/1 5年 2023/4/1 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2017年度 学務 管理 平成29年度ユニークな企画・教育訓練プログラムノウハウ説明書③ 教育推進部事業推進課長 2018/4/1 5年 2023/4/1 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2017年度 学務 管理 平成29年度博士課程教育プログラム実績報告書（平成28年度分）⑧ 教育推進部事業推進課長 2018/4/1 10年 2028/4/1 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2017年度 学務 管理 平成29年度博士課程教育プログラム各種調書関係② 教育推進部事業推進課長 2018/4/1 5年 2023/4/1 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2017年度 学務 管理 平成29年度博士課程教育プログラム代替者等交代・変更等関係 教育推進部事業推進課長 2018/4/1 5年 2023/4/1 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2017年度 学務 管理 平成29年度博士課程教育プログラム各種調書関係③ 教育推進部事業推進課長 2018/4/1 5年 2023/4/1 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2017年度 学務 管理 平成29年度博士課程教育プログラム実績報告書（平成28年度分）⑨確定版 教育推進部事業推進課長 2018/4/1 10年 2028/4/1 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2017年度 学務 管理 平成29年度博士課程教育プログラム実績報告書（平成28年度分）⑩確定版 教育推進部事業推進課長 2018/4/1 10年 2028/4/1 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部事業推進課 廃棄
2018年度 学務 管理 平成30年度研究拠点形成費等補助金（博士課程教育リーディングプログラム）調書 教育推進部事業推進課長 2019/4/1 5年 2024/4/1 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部教育企画課 廃棄
2018年度 学務 管理 平成30年度博士課程教育プログラムPO現地調査・現地視察関係 教育推進部事業推進課長 2019/4/1 5年 2024/4/1 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部教育企画課 廃棄
2018年度 学務 管理 平成30年度博士課程教育プログラム奨励金・独創的研究経費 教育推進部事業推進課長 2019/4/1 5年 2024/4/1 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部教育企画課 廃棄
2018年度 学務 管理 平成30年度博士課程教育プログラム実績報告書（平成29年度分）① 教育推進部事業推進課長 2019/4/1 10年 2029/4/1 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部教育企画課 廃棄
2018年度 学務 管理 平成30年度博士課程教育プログラム実績報告書（平成29年度分）② 教育推進部事業推進課長 2019/4/1 10年 2029/4/1 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部教育企画課 廃棄
2018年度 学務 管理 平成30年度博士課程教育プログラム実績報告書（平成29年度分）③ 教育推進部事業推進課長 2019/4/1 10年 2029/4/1 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部教育企画課 廃棄
2018年度 学務 管理 平成30年度博士課程教育プログラム内定・交付申請書関係 教育推進部事業推進課長 2019/4/1 10年 2029/4/1 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部教育企画課 廃棄
2018年度 学務 管理 平成30年度博士課程教育プログラム代表者交代・変更関係 教育推進部事業推進課長 2019/4/1 5年 2024/4/1 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部教育企画課 廃棄
2018年度 学務 管理 平成30年度博士課程教育プログラム事後評価調書（PhD、フロンティア） 教育推進部事業推進課長 2019/4/1 5年 2024/4/1 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部教育企画課 廃棄
2018年度 学務 管理 平成30年度博士課程教育プログラム各種調書関係① 教育推進部事業推進課長 2019/4/1 5年 2024/4/1 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部教育企画課 廃棄
2018年度 学務 管理 平成29年度博士課程教育プログラム実施状況報告書（平成29年度） 教育推進部事業推進課長 2019/4/1 5年 2024/4/1 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部教育企画課 廃棄
2018年度 学務 イベント 平成30年度博士課程教育プログラム確定申告セミナー･企業と博士人材の交流会・合同シンポジウム・ビジネス英語講座 教育推進部事業推進課長 2019/4/1 5年 2024/4/1 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部教育企画課 廃棄
2018年度 学務 管理 平成30年度卓越大学院プログラム内定・交付申請書関係 教育推進部事業推進課長 2019/4/1 10年 2029/4/1 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部教育企画課 廃棄
2018年度 学務 イベント 平成30年度英語スキルアップセミナー・博士課程教育シンポジウム 教育推進部事業推進課長 2019/4/1 5年 2024/4/1 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部教育企画課 廃棄
2018年度 学務 管理 平成30年度卓越大学院プログラム各種調書関係① 教育推進部事業推進課長 2019/4/1 5年 2024/4/1 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部教育企画課 廃棄
2018年度 学務 管理 平成30年度博士課程教育プログラム実績報告書（平成29年度分）④ 教育推進部事業推進課長 2019/4/1 10年 2029/4/1 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部教育企画課 廃棄
2018年度 学務 管理 平成30年度博士課程教育プログラム実績報告書（平成29年度分）⑤ 教育推進部事業推進課長 2019/4/1 10年 2029/4/1 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部教育企画課 廃棄
2018年度 学務 管理 平成30年度博士課程教育プログラム実績報告書（平成29年度分）⑥ 教育推進部事業推進課長 2019/4/1 10年 2029/4/1 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部教育企画課 廃棄
2018年度 学務 管理 平成30年度博士課程教育プログラム実績報告書（平成29年度分）⑦確定版 教育推進部事業推進課長 2019/4/1 10年 2029/4/1 紙 リーディング大学院推進機構本部 教育推進部教育企画課 廃棄

2012年度 総務 会議 平成24年度　コア会議 企画・学務部企画課長 2013/4/1 10年 2023/4/1 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 移管

2012年度 総務 服務 平成25年　出勤簿（YLC教員）（控え） 企画・学務部企画課長 2013/4/1 10年 2023/4/1 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2012年度 総務 人事 平成24年度　人事関係 企画・学務部企画課長 2013/4/1 10年 2023/4/1 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2012年度 財務 決議書 平成24年度　差引簿・決議書（控え）　法学　文学　理学　農学　教養　事務局 企画・学務部企画課長 2013/4/1 10年 2023/4/1 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2012年度 財務 決議書 平成25年度　法学（23-AA-10ry）No.13982に係る資料 企画・学務部企画課長 2013/4/1 10年 2023/4/1 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2012年度 財務 決議書 平成24年度　支出決議書（控え）　物品①　11～2月 企画・学務部企画課長 2013/4/1 10年 2023/4/1 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2012年度 財務 決議書 平成24年度　支出決議書（控え）　物品②　3月 企画・学務部企画課長 2013/4/1 10年 2023/4/1 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2012年度 財務 決議書 平成24年度　支出決議書（控え）　旅費①　11月～2月 企画・学務部企画課長 2013/4/1 10年 2023/4/1 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2012年度 財務 決議書 平成24年度　支出決議書（控え）　旅費②　3月 企画・学務部企画課長 2013/4/1 10年 2023/4/1 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2012年度 財務 決議書 平成24年度　支出決議書（控え）　謝金　11-3月 企画・学務部企画課長 2013/4/1 10年 2023/4/1 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2012年度 財務 会計 平成24年度　旅費　1-3月 企画・学務部企画課長 2013/4/1 10年 2023/4/1 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2012年度 財務 会計 平成24年度　謝金　11-3月 企画・学務部企画課長 2013/4/1 10年 2023/4/1 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2012年度 財務 会計 平成24年度　会議費 企画・学務部企画課長 2013/4/1 10年 2023/4/1 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2012年度 財務 会計 平成24年度　契約関係　1-2月 企画・学務部企画課長 2013/4/1 10年 2023/4/1 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2012年度 財務 予算 平成24年度　予算配当通知書（控え） 企画・学務部企画課長 2013/4/1 10年 2023/4/1 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2012年度 財務 会計 原議書　財務 企画・学務部企画課長 2013/4/1 10年 2023/4/1 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2012年度 学務 管理 研究アシスタント 企画・学務部企画課長 2013/4/1 10年 2023/4/1 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2012年度 学務 管理 平成24年度　研究アシスタント出勤簿 企画・学務部企画課長 2013/4/1 10年 2023/4/1 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2012年度 学務 管理 平成24年度　研究アシスタント超過勤務命令簿 企画・学務部企画課長 2013/4/1 10年 2023/4/1 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2012年度 学務 管理 平成24年度　研究アシスタント勤務時間報告書 企画・学務部企画課長 2013/4/1 10年 2023/4/1 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2012年度 学務 管理 平成24年度　研究アシスタント勤務時間台帳　労働条件通知書 企画・学務部企画課長 2013/4/1 10年 2023/4/1 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2012年度 学務 研修 平成24年度　研究アシスタント　試行プログラム1-3月 企画・学務部企画課長 2013/4/1 10年 2023/4/1 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2012年度 学務 レポート 平成24年度　研究アシスタント　試行プログラムレポート1-3月 企画・学務部企画課長 2013/4/1 10年 2023/4/1 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄
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2012年度 学務 レポート 平成24年度　研究アシスタント　月間レポート1-3月 企画・学務部企画課長 2013/4/1 10年 2023/4/1 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2012年度 財務 決議書 平成24年度　差引簿・決議書（控え）　博物館 企画・学務部企画課長 2013/4/1 10年 2023/4/1 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2012年度 財務 資産 H24年度　物品管理台帳 企画・学務部企画課長 2013/4/1 10年 2023/4/1 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2012年度 財務 資産 H24年度　書籍貸出簿 企画・学務部企画課長 2013/4/1 10年 2023/4/1 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2013年度 総務 会議 平成25年度　コア会議録 企画・学務部企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 移管

2013年度 総務 会議 平成25年度　グローバル化に係る会議（控え） 企画・学務部企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2013年度 総務 会議 平成25年度　部長連絡会（控え） 企画・学務部企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2013年度 総務 会議 平成25年度　学務部連絡会（控え） 企画・学務部企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2013年度 総務 会議 平成25年度　事務企画連絡協議会（控え） 企画・学務部企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2013年度 総務 会議 連合２群会議①　4月～6月（控え） 企画・学務部企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2013年度 総務 会議 連合２群会議②　7月～3月（控え） 企画・学務部企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2013年度 総務 会議 平成25年度　部局長懇談会資料（控え） 企画・学務部企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2013年度 総務 会議 平成25年度　リーディング大学院推進機構会議（控え） 企画・学務部企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2013年度 総務 資料 供覧 企画・学務部企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2013年度 総務 イベント 平成25年度　シンポジウム「社会にはばたく博士人材の育成」 企画・学務部企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2013年度 総務 イベント UK　Day　実施日：H25.11.20 企画・学務部企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2013年度 総務 イベント モンゴル　入校式　実施日：H25.10.10 企画・学務部企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2013年度 総務 総務 原議書　総務 企画・学務部企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2013年度 総務 服務 平成25年　出勤簿・休暇簿 企画・学務部企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2013年度 総務 服務 平成25年　超勤・振替・兼業・合議 企画・学務部企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2013年度 総務 人事 原議書　人事 企画・学務部企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2013年度 財務 会計 原議書　財務 企画・学務部企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2013年度 財務 会計 契約 企画・学務部企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2013年度 財務 予算 予算配当通知書（控え） 企画・学務部企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2013年度 財務 会計 平成25年度　会議費 企画・学務部企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2013年度 財務 会計 平成25年度　謝金 企画・学務部企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2013年度 財務 会計 平成25年度　旅費①　4月～12月分 企画・学務部企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2013年度 財務 会計 平成25年度　旅費②　1～3月分 企画・学務部企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2013年度 財務 会計 平成25年度　短期雇用（アルバイト） 企画・学務部企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2013年度 学務 会計 奨励金 企画・学務部企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2013年度 財務 施設 平成25年度　原議書　施設（会議室・講義室予約、電話） 企画・学務部企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2013年度 財務 決議書 支出決議書　PhD登龍門推進室　物品①　4～5月分　（控え） 企画・学務部企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2013年度 財務 決議書 支出決議書　PhD登龍門推進室　物品②　6～8月分（控え） 企画・学務部企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2013年度 財務 決議書 支出決議書　PhD登龍門推進室　物品③　9～10月分（控え） 企画・学務部企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2013年度 財務 決議書 支出決議書　PhD登龍門推進室　物品④　11月分 企画・学務部企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2013年度 財務 決議書 支出決議書　PhD登龍門推進室　物品⑤　12月分（控え） 企画・学務部企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2013年度 財務 決議書 支出決議書　PhD登龍門推進室　物品⑥　1月分（控え） 企画・学務部企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2013年度 財務 決議書 支出決議書　PhD登龍門推進室　物品⑦　2月分（控え） 企画・学務部企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2013年度 財務 決議書 支出決議書　PhD登龍門推進室　給与・奨励金　（控え） 企画・学務部企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2013年度 財務 決議書 支出決議書　PhD登龍門推進室　謝金（控え） 企画・学務部企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2013年度 財務 決議書 支出決議書　PhD登龍門推進室　旅費①　4～8月分　（控え） 企画・学務部企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2013年度 財務 決議書 支出決議書　PhD登龍門推進室　旅費②　9～10月分（控え） 企画・学務部企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2013年度 財務 決議書 支出決議書　PhD登龍門推進室　旅費③　11～1月分（控え） 企画・学務部企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2013年度 財務 決議書 支出決議書　PhD登龍門推進室　旅費④　2月分 企画・学務部企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2013年度 財務 決議書 支出決議書　PhD登龍門推進室　旅費⑤　3月分（控え） 企画・学務部企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2013年度 財務 決議書 支出決議書　工学・医学・社会連携（控え） 企画・学務部企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2013年度 財務 決議書 支出決議書　国際開発・法学・情報科学・生命農学（控え） 企画・学務部企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2013年度 財務 決議書 支出決議書　医学（保健）・教養教育院（控え） 企画・学務部企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2013年度 財務 決議書 支出決議書　教育・経済（控え） 企画・学務部企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2013年度 財務 決議書 支出決議書　環境学①4～11月分（控え） 企画・学務部企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2013年度 財務 決議書 支出決議書　環境学②12～3月分（控え） 企画・学務部企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄



47 / 84 ページ

作成・取得
年度

大分類 中分類
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

2013年度 財務 決議書 支出決議書　理学・文学（控え） 企画・学務部企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2013年度 財務 決議書 支出決議書　PhD登龍門推進室　授業料（控え）　03-D11200 企画・学務部企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2013年度 学務 管理 研究アシスタント勤務時間台帳　労働条件通知書 企画・学務部企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2013年度 学務 管理 研究アシスタント超過勤務命令簿 企画・学務部企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2013年度 学務 レポート 研究アシスタント　月間レポート①　５・６・７・８・１０月 企画・学務部企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2013年度 学務 レポート 研究アシスタント　月間レポート②　１１～３月 企画・学務部企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2013年度 学務 レポート 平成25年度　研究アシスタント　試行プログラムレポート 企画・学務部企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2013年度 学務 募集 平成25年度　（前期）研究アシスタント　継続審査①　文学・教育・法学・経済・理学・医学・保健・工学・農学・国開 企画・学務部企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2013年度 学務 募集 平成25年度　（前期）研究アシスタント　継続審査②　多元・国言・環・情・退職者・継続不可 企画・学務部企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2013年度 学務 募集 平成25年度　（後期）研究アシスタント　継続審査①　継続可・継続不可 企画・学務部企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2013年度 学務 募集 研究アシスタント　（後期）研究アシスタント　継続審査②　継続辞退・退職者 企画・学務部企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2013年度 学務 募集 研究アシスタント追加募集 企画・学務部企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2013年度 学務 講義 平成25年度　TOP LEADER TALK　講義資料 企画・学務部企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2013年度 学務 募集 大学院博士課程前期課程募集要項①　文・教・法・経・理 企画・学務部企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2013年度 学務 募集 大学院博士課程前期課程募集要項②　医・保・工・農・国開・多元・国言・環・情 企画・学務部企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2013年度 学務 募集 平成25年度　履修生募集関係 企画・学務部企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2013年度 学務 募集 履修生応募書類 企画・学務部企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2013年度 学務 講義 平成25年度　履修生　講義関係資料 企画・学務部企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2013年度 学務 レポート 平成25年度　履修生（1年次）レポート 企画・学務部企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2013年度 学務 講義 平成25年度　履修生（1年次）プログラム関係①　海外研修・コースワーク・トップリーダー・国際情勢講座・YM 企画・学務部企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2013年度 学務 講義 平成25年度　履修生（1年次）プログラム関係②　奨励金・特別英語研修・説明会・10月入学・eポートフォリオ 企画・学務部企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2013年度 学務 管理 研究アシスタント（継続者）勤務時間台帳・労働条件通知書 企画・学務部企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2013年度 学務 講義 試行プログラム 企画・学務部企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2013年度 学務 講義 試行プログラム　IELTS・APTIS・British Council 企画・学務部企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2013年度 財務 決議書 支出決議書　PhD登龍門推進室　物品　授業料　（控え）　03-U-008・03-K-10ｒｙ 企画・学務部企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2013年度 財務 決議書 支出決議書　PhD登龍門推進室　物品⑧　3月分（控え） 企画・学務部企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2013年度 学務 研修 カンボジア研修 企画・学務部企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2013年度 財務 資産 平成25年度　書籍貸出簿 企画・学務部企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2013年度 財務 資産 平成25年度　物品管理台帳 企画・学務部企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2013年度 財務 施設 シェアハウス関係 企画・学務部企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2014年度 総務 会議 平成26年度　コア会議録 PhD登龍門推進室掛長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 移管

2014年度 総務 会議 平成26年度　事務企画連絡協議会（控え） PhD登龍門推進室掛長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2014年度 総務 総務 原議書　総務 PhD登龍門推進室掛長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2014年度 総務 人事 原議書　人事 PhD登龍門推進室掛長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2014年度 総務 服務 平成26年　出勤簿・休暇簿 PhD登龍門推進室掛長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2014年度 総務 服務 平成26年　超勤・振替・兼業・合議 PhD登龍門推進室掛長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2014年度 総務 イベント リーディング合同リクルート PhD登龍門推進室掛長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2014年度 総務 施設 講義室予約・施設利用申請書 PhD登龍門推進室掛長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2014年度 財務 会計 原議書　財務 PhD登龍門推進室掛長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2014年度 財務 予算 予算配当通知書（控え） PhD登龍門推進室掛長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2014年度 財務 会計 会議費 PhD登龍門推進室掛長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2014年度 財務 会計 謝金 PhD登龍門推進室掛長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2014年度 財務 会計 国内旅費①　4月～10月分 PhD登龍門推進室掛長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2014年度 財務 会計 国内旅費②　11～3月分 PhD登龍門推進室掛長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2014年度 財務 会計 外国旅費 PhD登龍門推進室掛長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2014年度 学務 イベント 行事 PhD登龍門推進室掛長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2014年度 学務 募集 履修生募集 PhD登龍門推進室掛長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2014年度 学務 募集 履修生応募書類 PhD登龍門推進室掛長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2014年度 学務 レポート 履修生レポート PhD登龍門推進室掛長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2014年度 学務 会計 奨励金 PhD登龍門推進室掛長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2014年度 学務 管理 履修生 PhD登龍門推進室掛長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄
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2014年度 学務 会計 研究活動経費 PhD登龍門推進室掛長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2014年度 学務 資産 シェアハウス PhD登龍門推進室掛長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2014年度 学務 管理 研究アシスタント PhD登龍門推進室掛長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2014年度 学務 レポート 研究アシスタントレポート PhD登龍門推進室掛長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2014年度 学務 講義 試行プログラム PhD登龍門推進室掛長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2014年度 学務 講義 トップリーダートーク PhD登龍門推進室掛長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2014年度 学務 講義 英語研修 PhD登龍門推進室掛長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2014年度 学務 講義 海外研修①　（モンゴル8月・イギリス・キルギス・マレーシア） PhD登龍門推進室掛長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2014年度 学務 講義 海外研修②　（ラオス・海外研修希望調査・タイカンボジア・モンゴル2月） PhD登龍門推進室掛長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2014年度 学務 講義 コースワーク・ヤングメンター・国際情勢講座 PhD登龍門推進室掛長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2014年度 財務 会計 旅費【リーディング機構分】 PhD登龍門推進室掛長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2014年度 財務 決議書 支出決議書　03-BB-10ｒｙ　（控え） PhD登龍門推進室掛長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2014年度 財務 決議書 支出決議書　旅費①　4～6月分　（控え） PhD登龍門推進室掛長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2014年度 財務 決議書 支出決議書　旅費②　7月分　（控え） PhD登龍門推進室掛長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2014年度 財務 決議書 支出決議書　旅費③　8月分　（控え） PhD登龍門推進室掛長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2014年度 財務 決議書 支出決議書　旅費④　9月分　（控え） PhD登龍門推進室掛長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2014年度 財務 決議書 支出決議書　旅費⑤　10月分　（控え） PhD登龍門推進室掛長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2014年度 財務 決議書 支出決議書　旅費⑥　11・12月分　（控え） PhD登龍門推進室掛長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2014年度 財務 決議書 支出決議書　旅費⑦　1月分　（控え） PhD登龍門推進室掛長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2014年度 財務 決議書 支出決議書　旅費⑧　2～3月分　（控え） PhD登龍門推進室掛長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2014年度 財務 決議書 支出決議書　旅費⑨　3月31日付分　（控え） PhD登龍門推進室掛長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2014年度 財務 決議書 支出決議書　物品・その他①　4～6月分　（控え） PhD登龍門推進室掛長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2014年度 財務 決議書 支出決議書　物品・その他②　7～9月分　（控え） PhD登龍門推進室掛長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2014年度 財務 決議書 支出決議書　物品・その他③　10～11月分　（控え） PhD登龍門推進室掛長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2014年度 財務 決議書 支出決議書　物品・その他④　12月分　（控え） PhD登龍門推進室掛長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2014年度 財務 決議書 支出決議書　物品・その他⑤　1月分　（控え） PhD登龍門推進室掛長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2014年度 財務 決議書 支出決議書　物品・その他⑥　2～3月分　（控え） PhD登龍門推進室掛長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2014年度 財務 決議書 支出決議書　物品・その他　03-BB-10ry-02・03-BB-10ry-05・03-BB-10ry－06　（控え） PhD登龍門推進室掛長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2014年度 財務 決議書 支出決議書　研究活動経費①4-1月分　03-BB-10ry-03　（控え） PhD登龍門推進室掛長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2014年度 財務 決議書 支出決議書　研究活動経費②2･3月分　03-BB-10ry-03　（控え） PhD登龍門推進室掛長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2014年度 財務 決議書 支出決議書　謝金　03-BB-10ry-04　（控え） PhD登龍門推進室掛長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2014年度 財務 決議書 支出決議書　奨励金　03-BB-10ry・03-BB-10ry-06　（控え） PhD登龍門推進室掛長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2014年度 財務 決議書 支出決議書　環境学研究科　60-BB-10ry　（控え） PhD登龍門推進室掛長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2014年度 財務 決議書 支出決議書　授業料　（控え） PhD登龍門推進室掛長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2014年度 財務 決議書 支出決議書　リーディング機構本部　（控え） PhD登龍門推進室掛長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2014年度 財務 資産 平成26年度　書籍貸出簿 PhD登龍門推進室掛長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2014年度 財務 資産 平成26年度　物品管理台帳 PhD登龍門推進室掛長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2015年度 学務 会計 研究活動経費 教育推進部事業推進課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2015年度 学務 会計 奨励金 教育推進部事業推進課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2015年度 学務 会計 租税条約 教育推進部事業推進課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2015年度 学務 管理 研究アシスタント 教育推進部事業推進課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2015年度 学務 管理 履修生 教育推進部事業推進課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2015年度 学務 研修 海外研修 教育推進部事業推進課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2015年度 学務 研修 海外研修　ノースカロライナ研修・イギリス研修・インドネシア研修 教育推進部事業推進課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2015年度 学務 講義 英語講義 教育推進部事業推進課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2015年度 学務 講義 コースワーク・見学研修・国際情勢講座・グローバルビジネス講座 教育推進部事業推進課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2015年度 学務 講義 社会人メンター 教育推進部事業推進課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2015年度 学務 講義 登龍門プロジェクト 教育推進部事業推進課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2015年度 学務 講義 トップリーダートーク 教育推進部事業推進課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2015年度 学務 講義 ヤングメンター 教育推進部事業推進課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2015年度 学務 募集 履修生募集 教育推進部事業推進課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄
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2015年度 学務 募集 履修生応募書類 教育推進部事業推進課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2015年度 学務 レポート 研究アシスタントレポート 教育推進部事業推進課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2015年度 学務 レポート 履修生レポート 教育推進部事業推進課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2015年度 財務 会計 会議費 教育推進部事業推進課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2015年度 財務 会計 外国旅費 教育推進部事業推進課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2015年度 財務 会計 原議書　財務 教育推進部事業推進課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2015年度 財務 会計 国内旅費 4月～12月 教育推進部事業推進課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2015年度 財務 会計 国内旅費 1月～3月 教育推進部事業推進課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2015年度 財務 会計 謝金 教育推進部事業推進課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2015年度 財務 決議書 支出決議書　YM物品費（01-BB-ry02）・タクシー代（01-BB-ry05）　（控え） 教育推進部事業推進課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2015年度 財務 決議書 支出決議書　研究活動経費　物品(01-BB-ry03）　（控え） 教育推進部事業推進課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2015年度 財務 決議書 支出決議書　謝金・人件費（控え） 教育推進部事業推進課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2015年度 財務 決議書 支出決議書　奨励金（控え） 教育推進部事業推進課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2015年度 財務 決議書 支出決議書　その他（控え） 教育推進部事業推進課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2015年度 財務 決議書 支出決議書　物品①4-9月　（控え） 教育推進部事業推進課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2015年度 財務 決議書 支出決議書　物品②10-12月　（控え） 教育推進部事業推進課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2015年度 財務 決議書 支出決議書　リーディング機構本部（控え） 教育推進部事業推進課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2015年度 財務 決議書 支出決議書　旅費①4-6月　（控え） 教育推進部事業推進課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2015年度 財務 決議書 支出決議書　旅費②7･8月　（控え） 教育推進部事業推進課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2015年度 財務 決議書 支出決議書　旅費③9･10月　（控え） 教育推進部事業推進課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2015年度 財務 資産 備品リスト 教育推進部事業推進課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2015年度 財務 資産 平成27年度　書籍貸出簿 教育推進部事業推進課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2015年度 財務 施設 講義室予約 教育推進部事業推進課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2015年度 財務 施設 シェアハウス 教育推進部事業推進課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2015年度 財務 予算 予算配当通知書（控え） 教育推進部事業推進課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2015年度 総務 イベント 行事 教育推進部事業推進課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2015年度 総務 会議 コア会議録 教育推進部事業推進課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 移管

2015年度 総務 会議 事業推進課　連絡会議（控え） 教育推進部事業推進課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2015年度 総務 会議 事務企画連絡協議会（控え） 教育推進部事業推進課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2015年度 総務 人事 原議書　人事 教育推進部事業推進課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2015年度 総務 総務 原議書　総務 教育推進部事業推進課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2015年度 総務 人事 勤務時間報告・超勤命令簿・振替簿・欠勤届・兼業・研修 教育推進部事業推進課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2015年度 財務 決議書 支出決議書　環境学（控え） 教育推進部事業推進課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2015年度 財務 決議書 支出決議書　研究活動経費　旅費(01-BB-ry03）　（控え） 教育推進部事業推進課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2015年度 財務 決議書 支出決議書　物品③1-3月　（控え） 教育推進部事業推進課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2015年度 財務 決議書 支出決議書　旅費④11月　（控え） 教育推進部事業推進課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2015年度 財務 決議書 支出決議書　旅費⑤12-1月　（控え） 教育推進部事業推進課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2015年度 財務 決議書 支出決議書　旅費⑥2月　（控え） 教育推進部事業推進課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2015年度 財務 決議書 支出決議書　旅費⑦3月　（控え） 教育推進部事業推進課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2015年度 財務 資産 平成27年度　物品管理台帳 教育推進部事業推進課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2016年度 総務 会議 コア会議録 教育推進部事業推進課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 移管

2016年度 総務 総務 原議書　総務 教育推進部事業推進課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2016年度 総務 イベント 行事 教育推進部事業推進課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2016年度 財務 会計 原議書　財務 教育推進部事業推進課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2016年度 財務 会計 国内旅費 教育推進部事業推進課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2016年度 財務 会計 外国旅費 教育推進部事業推進課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2016年度 財務 会計 謝金 教育推進部事業推進課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2016年度 財務 会計 会議費 教育推進部事業推進課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2016年度 財務 計上票 債務計上票　旅費①4-6月　（控え） 教育推進部事業推進課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2016年度 財務 計上票 債務計上票　旅費②7月　（控え） 教育推進部事業推進課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2016年度 財務 計上票 債務計上票　旅費③8月　（控え） 教育推進部事業推進課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄
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2016年度 財務 計上票 債務計上票　旅費④9月　（控え） 教育推進部事業推進課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2016年度 財務 計上票 債務計上票　旅費⑤10月　（控え） 教育推進部事業推進課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2016年度 財務 計上票 債務計上票　旅費⑥11月　（控え） 教育推進部事業推進課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2016年度 財務 計上票 債務計上票　旅費⑦12月　（控え） 教育推進部事業推進課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2016年度 財務 計上票 債務計上票　旅費⑧1月　（控え） 教育推進部事業推進課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2016年度 財務 計上票 債務計上票　物品①4-9月　（控え） 教育推進部事業推進課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2016年度 財務 計上票 債務計上票　物品②10-12月　（控え） 教育推進部事業推進課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2016年度 財務 計上票 債務計上票　物品③1-3月　（控え） 教育推進部事業推進課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2016年度 財務 計上票 債務計上票　謝金①4-1月　（控え） 教育推進部事業推進課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2016年度 財務 計上票 債務計上票　YM物品費①4-9月　（控え） 教育推進部事業推進課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2016年度 財務 計上票
債務計上票　YM物品費②10-3月／
タクシー代　（控え）

教育推進部事業推進課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2016年度 財務 計上票
債務計上票　研究活動経費　旅費・物品①
4-10月　（控え）

教育推進部事業推進課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2016年度 財務 計上票
債務計上票　研究活動経費　旅費・物品②
11･12月　（控え）

教育推進部事業推進課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2016年度 財務 計上票
債務計上票　研究活動経費　旅費・物品③
1-3月　（控え）

教育推進部事業推進課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2016年度 財務 計上票 債務計上票　その他　（控え） 教育推進部事業推進課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2016年度 財務 資産 物品管理台帳 教育推進部事業推進課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2016年度 財務 資産 平成28年度　書籍貸出簿 教育推進部事業推進課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2016年度 財務 施設 講義室予約 教育推進部事業推進課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2016年度 財務 施設 シェアハウス 教育推進部事業推進課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2016年度 学務 会計 租税条約 教育推進部事業推進課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2016年度 学務 会計 奨励金 教育推進部事業推進課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2016年度 学務 会計 研究活動経費 教育推進部事業推進課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2016年度 学務 管理 履修生 教育推進部事業推進課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2016年度 学務 管理 研究アシスタント 教育推進部事業推進課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2016年度 学務 研修 海外研修 教育推進部事業推進課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2016年度 学務 研修 海外研修　ノースカロライナ研修・マレーシア研修・イギリス研修 教育推進部事業推進課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2016年度 学務 講義 英語研修 教育推進部事業推進課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2016年度 学務 講義 コースワーク・見学研修・国際情勢講座・海外研修代替研修・グローバルビジネス講座 教育推進部事業推進課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2016年度 学務 講義 社会人メンター 教育推進部事業推進課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2016年度 学務 講義 ヤングメンター 教育推進部事業推進課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2016年度 学務 講義 登龍門プロジェクト 教育推進部事業推進課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2016年度 学務 講義 トップリーダートーク 教育推進部事業推進課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2016年度 学務 レポート 研究アシスタントレポート 教育推進部事業推進課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2016年度 学務 レポート 履修生レポート 教育推進部事業推進課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2016年度 学務 募集 履修生募集 教育推進部事業推進課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2016年度 学務 募集 履修生応募書類 教育推進部事業推進課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2016年度 財務 計上票 債務計上票　博物館　（控え） 教育推進部事業推進課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2016年度 財務 計上票 債務計上票　旅費⑨2月　（控え） 教育推進部事業推進課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2016年度 財務 計上票 債務計上票　旅費⑩3月　（控え） 教育推進部事業推進課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2016年度 財務 計上票 債務計上票　謝金②2･3月　（控え） 教育推進部事業推進課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2017年度 総務 会議 コア会議録 教育推進部事業推進課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 移管

2017年度 総務 総務 総務 教育推進部事業推進課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2017年度 総務 イベント 行事 教育推進部事業推進課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2017年度 財務 会計 財務 教育推進部事業推進課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2017年度 財務 会計 国内旅費 教育推進部事業推進課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2017年度 財務 会計 外国旅費 教育推進部事業推進課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2017年度 財務 会計 謝金 教育推進部事業推進課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2017年度 財務 会計 会議費 教育推進部事業推進課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2017年度 財務 資産 物品管理台帳 教育推進部事業推進課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2017年度 財務 資産 平成29年度　書籍貸出簿 教育推進部事業推進課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2017年度 財務 施設 講義室予約 教育推進部事業推進課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄
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2017年度 財務 施設 シェアハウス 教育推進部事業推進課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2017年度 学務 会計 租税条約 教育推進部事業推進課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2017年度 学務 会計 奨励金 教育推進部事業推進課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2017年度 学務 会計 研究活動経費 教育推進部事業推進課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2017年度 学務 管理 履修生 教育推進部事業推進課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2017年度 学務 研修 海外研修　ノースカロライナ研修・イギリス研修・インドネシア研修・キルギス研修など 教育推進部事業推進課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2017年度 学務 講義 英語研修 教育推進部事業推進課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2017年度 学務 講義 コースワーク・見学研修・国際情勢講座・海外研修代替研修・グローバルビジネス講座 教育推進部事業推進課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2017年度 学務 講義 社会人メンター 教育推進部事業推進課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2017年度 学務 講義 トップリーダートーク 教育推進部事業推進課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2017年度 学務 レポート 履修生レポート 教育推進部事業推進課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2017年度 学務 募集 履修生募集 教育推進部事業推進課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2017年度 学務 募集 履修生応募書類 教育推進部事業推進課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2017年度 財務 会計 財務 契約 教育推進部事業推進課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部事業推進課長 廃棄

2018年度 総務 会議 コア会議録 教育推進部教育企画課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部教育企画課長 移管

2018年度 総務 総務 総務 教育推進部教育企画課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部教育企画課長 廃棄

2018年度 総務 イベント 行事 教育推進部教育企画課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部教育企画課長 廃棄

2018年度 財務 会計 財務 教育推進部教育企画課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部教育企画課長 廃棄

2018年度 財務 会計 国内旅費 教育推進部教育企画課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部教育企画課長 廃棄

2018年度 財務 会計 外国旅費 教育推進部教育企画課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部教育企画課長 廃棄

2018年度 財務 会計 謝金 教育推進部教育企画課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部教育企画課長 廃棄

2018年度 財務 会計 会議費 教育推進部教育企画課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部教育企画課長 廃棄

2018年度 財務 資産 物品管理台帳 教育推進部教育企画課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部教育企画課長 廃棄

2018年度 財務 資産 平成30年度　書籍貸出簿 教育推進部教育企画課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部教育企画課長 廃棄

2018年度 財務 施設 講義室予約 教育推進部教育企画課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部教育企画課長 廃棄

2018年度 財務 施設 シェアハウス 教育推進部教育企画課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部教育企画課長 廃棄

2018年度 学務 会計 租税条約 教育推進部教育企画課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部教育企画課長 廃棄

2018年度 学務 会計 奨励金 教育推進部教育企画課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部教育企画課長 廃棄

2018年度 学務 会計 研究活動経費 教育推進部教育企画課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部教育企画課長 廃棄

2018年度 学務 管理 履修生 教育推進部教育企画課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部教育企画課長 廃棄

2018年度 学務 研修 海外研修 教育推進部教育企画課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部教育企画課長 廃棄

2018年度 学務 講義 英語研修 教育推進部教育企画課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部教育企画課長 廃棄

2018年度 学務 講義 コースワーク・見学研修 教育推進部教育企画課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部教育企画課長 廃棄

2018年度 学務 講義 社会人メンター 教育推進部教育企画課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部教育企画課長 廃棄

2018年度 学務 講義 トップリーダートーク 教育推進部教育企画課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部教育企画課長 廃棄

2018年度 学務 レポート 履修生レポート 教育推進部教育企画課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部教育企画課長 廃棄

2018年度 学務 募集 履修生募集 教育推進部教育企画課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部教育企画課長 廃棄

2018年度 学務 募集 履修生応募書類 教育推進部教育企画課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部教育企画課長 廃棄

2018年度 学務 講義 登龍門プロジェクト 教育推進部教育企画課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部教育企画課長 廃棄

2018年度 学務 イベント AR7　10月17日 教育推進部教育企画課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部教育企画課長 廃棄

2018年度 総務 総務 機構本部からの調書 教育推進部教育企画課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部教育企画課長 廃棄

2018年度 総務 人事 事務補佐員採用手続き 教育推進部教育企画課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部教育企画課長 廃棄

2018年度 総務 人事 人件費関係資料 教育推進部教育企画課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部教育企画課長 廃棄

2018年度 財務 会計 寄付金 教育推進部教育企画課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部教育企画課長 廃棄

2018年度 財務 会計 特定基金 教育推進部教育企画課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
PhD登龍門推進室
(理学部C館317室）

教育推進部教育企画課長 廃棄

2009年度 学生支援 その他 平成21年度～　中期目標・年度計画等（学生総合支援課） 企画･学務部学生支援課長 未定 3年 － 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 学生支援 その他 平成28年度～　中期目標・年度計画等（学生支援課） 教育推進部学生支援課長 2016/4/1 3年 - 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2011年度 学生支援 その他 東日本大震災　修学支援 企画･学務部学生支援課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2016年度 学生支援 調査 平成28年度　日本学生支援機構学生生活調査 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 3年 2023/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2014年度 学生支援 調査 第26回学生生活状況調査 教育推進部学生支援課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2016年度 学生支援 調査 第27回学生生活状況調査 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2014年度 学生支援 賞 平成26年度　名古屋大学学術奨励賞・日本学術振興会育志賞　1/3 企画･学務部学生支援課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2014年度 学生支援 賞 平成26年度　名古屋大学学術奨励賞・日本学術振興会育志賞　2/3 企画･学務部学生支援課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2014年度 学生支援 賞 平成26年度　名古屋大学学術奨励賞・日本学術振興会育志賞　3/3 企画･学務部学生支援課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2015年度 学生支援 賞 平成27年度　名古屋大学学術奨励賞・日本学術振興会育志賞　1/2 教育推進部学生支援課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2015年度 学生支援 賞 平成27年度　名古屋大学学術奨励賞・日本学術振興会育志賞　2/2 教育推進部学生支援課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
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2016年度 学生支援 賞 平成28年度　名古屋大学学術奨励賞・日本学術振興会育志賞　1/2 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2016年度 学生支援 賞 平成28年度　名古屋大学学術奨励賞・日本学術振興会育志賞　2/2 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2017年度 学生支援 賞 平成29年度　名古屋大学学術奨励賞・日本学術振興会育志賞　1/2 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2017年度 学生支援 賞 平成29年度　名古屋大学学術奨励賞・日本学術振興会育志賞　2/2 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2018年度 学生支援 賞 平成30年度　名古屋大学学術奨励賞・日本学術振興会育志賞　1/2 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2018年度 学生支援 賞 平成30年度　名古屋大学学術奨励賞・日本学術振興会育志賞　2/2 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管

2016年度
学生支援企

画
寮 平成28年度 国際嚶鳴館退寮届 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄

2017年度
学生支援企

画
寮 平成29年度 国際嚶鳴館退寮届 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄

2018年度
学生支援企

画
寮 平成30年度 国際嚶鳴館退寮届 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄

2015年度
学生支援企

画
会議 平成27年度 全国大学保健管理協会 教育推進部学生支援課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄

2016年度
学生支援企

画
会議 平成28年度 全国大学保健管理協会 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄

2016年度
学生支援企

画
会議 平成28年度 全国大学保健管理協会東海・北陸地方部会研究集会 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 5年 2027/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄

2013年度
学生支援企

画
傷害保険 平成25年度 預り金(学生教育研究災害傷害保険等保険料) 企画･学務部学生支援課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄

2014年度
学生支援企

画
傷害保険 平成26年度 学生教育研究災害傷害保険 1/2 企画･学務部学生支援課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄

2014年度
学生支援企

画
傷害保険 平成26年度 学生教育研究災害傷害保険 2/2 企画･学務部学生支援課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄

2014年度
学生支援企

画
傷害保険 平成26年度 学生教育研究災害傷害保険請求書綴 企画･学務部学生支援課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄

2014年度
学生支援企

画
傷害保険 平成26年度 預り金(学生教育研究災害傷害保険等保険料) 企画･学務部学生支援課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄

2015年度
学生支援企

画
傷害保険 平成27年度 学生教育研究災害傷害保険 1/2 教育推進部学生支援課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄

2015年度
学生支援企

画
傷害保険 平成27年度 学生教育研究災害傷害保険 2/2 教育推進部学生支援課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄

2015年度
学生支援企

画
傷害保険 平成27年度 学生教育研究災害傷害保険請求書綴 教育推進部学生支援課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄

2015年度
学生支援企

画
傷害保険 平成27年度 預り金(学生教育研究災害傷害保険等保険料) 教育推進部学生支援課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄

2016年度
学生支援企

画
傷害保険 平成28年度 学生教育研究災害傷害保険 1/2 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄

2016年度
学生支援企

画
傷害保険 平成28年度 学生教育研究災害傷害保険 2/2 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄

2016年度
学生支援企

画
傷害保険 平成28年度 学生教育研究災害傷害保険請求書綴 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄

2016年度
学生支援企

画
傷害保険 平成28年度 預り金(学生教育研究災害傷害保険等保険料) 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄

2017年度
学生支援企

画
傷害保険 平成29年度 学生教育研究災害傷害保険 1/2 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄

2017年度
学生支援企

画
傷害保険 平成29年度 学生教育研究災害傷害保険 2/2 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄

2017年度
学生支援企

画
傷害保険 平成29年度 学生教育研究災害傷害保険請求書綴 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄

2017年度
学生支援企

画
傷害保険 平成29年度 預り金(学生教育研究災害傷害保険等保険料) 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄

2018年度
学生支援企

画
傷害保険 平成30年度 学生教育研究災害傷害保険 1/2 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄

2018年度
学生支援企

画
傷害保険 平成30年度 学生教育研究災害傷害保険 2/2 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄

2018年度
学生支援企

画
傷害保険 平成30年度 学生教育研究災害傷害保険請求書綴 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄

2018年度
学生支援企

画
傷害保険 平成30年度 預り金(学生教育研究災害傷害保険等保険料) 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄

2011年度
学生支援企

画
カード マナカ使用簿 企画･学務部学生支援課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄

2005年度
学生支援企

画
寮 NTTメディアサプライインターネット関係綴 企画･学務部学生支援課長 2006/4/1 15年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管

2011年度
学生支援企

画
寮 インボイス協定書・契約書 企画･学務部学生支援課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管

2014年度
学生支援企

画
会議 平成26年度 学生宿舎担当G会議 企画･学務部学生支援課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管

2015年度
学生支援企

画
会議 平成27年度 学生宿舎担当G会議 教育推進部学生支援課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管

2015年度
学生支援企

画
会議 平成27年度 本部学生生活委員会 教育推進部学生支援課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄

2016年度
学生支援企

画
会議 平成28年度 全学教育委員会 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄

2016年度
学生支援企

画
会議 平成29年度 全学教育委員会 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄

2016年度
学生支援企

画
会議 平成28年度 会議・研修 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄

2016年度
学生支援企

画
会議 平成29年度 会議・研修 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄

2016年度
学生支援企

画
会議 平成28年度 学生宿舎担当G会議 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管

2016年度
学生支援企

画
会議 平成28年度 本部学生生活委員会 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄

2016年度
学生支援企

画
宿舎 平成28年度 真照学舎 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄

2017年度
学生支援企

画
宿舎 平成29年度 真照学舎 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄

2018年度
学生支援企

画
宿舎 平成30年度 真照学舎 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
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2017年度
学生支援企

画
会議 平成29年度 学生宿舎担当G会議 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管

2017年度
学生支援企

画
会議 平成29年度 本部学生生活委員会 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄

2018年度
学生支援企

画
会議 平成30年度 学生宿舎担当G会議 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管

2018年度
学生支援企

画
会議 平成30年度 本部学生生活委員会 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄

2008年度
学生支援企

画
生協 生協業務委託契約書1/2 企画･学務部学生支援課長 2009/4/1 常用 － 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管

2012年度
学生支援企

画
生協 生協業務委託契約書2/2 企画･学務部学生支援課長 2013/4/1 常用 － 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管

2009年度
学生支援企

画
生協 学生食堂(旧中央食堂) 企画･学務部学生支援課長 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管

2009年度
学生支援企

画
生協 新南部食堂オーディオ・ビジュアル設備一式 企画･学務部学生支援課長 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管

2009年度
学生支援企

画
生協 平成21年度 新南部食堂改築関係 1/2 企画･学務部学生支援課長 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管

2009年度
学生支援企

画
生協 平成21年度 新南部食堂改築関係 2/2 企画･学務部学生支援課長 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管

2014年度
学生支援企

画
生協 平成26年度 南部厚生会館改修工事 企画･学務部学生支援課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管

2016年度
学生支援企

画
生協 平成28年度 生協事務 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管

2016年度
学生支援企

画
生協 平成29年度 生協事務 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管

2016年度
学生支援企

画
生協 平成30年度 生協事務 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管

2016年度
学生支援企

画
調書 平成28年度 学内各種照会 1/2 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄

2016年度
学生支援企

画
調書 平成28年度 学内各種照会 2/2 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄

2016年度
学生支援企

画
調書 平成29年度 学内各種照会 1/2 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄

2016年度
学生支援企

画
調書 平成29年度 学内各種照会 2/2 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄

2016年度
学生支援企

画
調書 平成30年度 学内各種照会 1/2 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄

2016年度
学生支援企

画
調書 平成28年度 調査・アンケート 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄

2014年度
学生支援企

画
文書 平成26年度 法人文書管理簿 企画･学務部学生支援課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄

2015年度
学生支援企

画
文書 平成27年度 法人文書管理簿 教育推進部学生支援課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄

2016年度
学生支援企

画
文書 平成28年度 法人文書管理簿 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄

2017年度
学生支援企

画
文書 平成29年度 法人文書管理簿 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄

2018年度
学生支援企

画
文書 平成30年度 法人文書管理簿 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄

2015年度
学生支援企

画
寮 資産賃貸借契約更新（国際嚶鳴館インターネットシステム） 教育推進部学生支援課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄

2016年度
学生支援企

画
寮 平成28年度 国際嚶鳴館 1/2 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管

2016年度
学生支援企

画
寮 平成28年度 国際嚶鳴館 2/2 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管

2017年度
学生支援企

画
寮 平成29年度 国際嚶鳴館 1/2 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管

2017年度
学生支援企

画
寮 平成29年度 国際嚶鳴館 2/2 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管

2018年度
学生支援企

画
寮 平成30年度 国際嚶鳴館 1/2 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管

2018年度
学生支援企

画
寮 平成30年度 国際嚶鳴館 2/2 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管

2009年度 学生相談 会議 平成21年度 学生相談総合センター運営委員会 企画･学務部学生支援課長 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務局倉庫 教育推進部学生支援課長 移管
2010年度 学生相談 会議 平成22年度 学生相談総合センター運営委員会 企画･学務部学生支援課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務局倉庫 教育推進部学生支援課長 移管
2011年度 学生相談 会議 平成23年度 学生相談総合センター運営委員会 企画･学務部学生支援課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2012年度 学生相談 会議 平成24年度 学生相談総合センター運営委員会 企画･学務部学生支援課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2013年度 学生相談 会議 平成25年度 学生相談総合センター運営委員会 企画･学務部学生支援課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2014年度 学生相談 会議 平成26年度 学生相談総合センター運営委員会 企画･学務部学生支援課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2015年度 学生相談 会議 平成27年度 学生相談総合センター運営委員会 教育推進部学生支援課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2016年度 学生相談 会議 平成28年度 学生相談総合センター運営委員会 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2017年度 学生相談 会議 平成29年度 学生相談総合センター運営委員会 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2018年度 学生相談 会議 平成30年度 学生相談総合センター運営委員会 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2001年度 学生相談 人事 平成13年度～平成18年度　教官人事関係 企画･学務部学生支援課長 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務局倉庫 教育推進部学生支援課長 移管
2007年度 学生相談 人事 平成19年度～平成22年度　教員等人事関係 企画･学務部学生支援課長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2011年度 学生相談 人事 平成23年度 教職員人事 企画･学務部学生支援課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2012年度 学生相談 人事 平成24年度 教職員人事（採用・退職関係） 企画･学務部学生支援課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2013年度 学生相談 人事 平成25年度 教職員人事（採用・退職関係） 企画･学務部学生支援課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2014年度 学生相談 人事 平成26年度 教職員人事（採用・退職関係） 企画･学務部学生支援課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2015年度 学生相談 人事 平成27年度 教職員人事（採用・退職関係） 教育推進部学生支援課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2016年度 学生相談 人事 平成28年度 教職員人事（採用・退職関係） 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2017年度 学生相談 人事 平成29年度 教職員人事（採用・退職関係） 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2018年度 学生相談 人事 平成30年度 教職員人事（採用・退職関係） 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2001年度 学生相談 人事 学生相談総合センター長選出関係 企画･学務部学生支援課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2016年度 学生相談 人事 学生相談総合センター長選出関係 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 10年 － 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2009年度 学生相談 その他 平成21年度～　学相センター運営委員・兼任相談員(推薦・委嘱) 企画･学務部学生支援課長 2016/4/1 5年 2021/4/1 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 学生相談 その他 平成28年度～　学相センター運営委員・兼任相談員(推薦・委嘱) 教育推進部学生支援課長 未定 10年 － 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2010年度 学生相談 刊行物 学相センターだより　13号～ 企画･学務部学生支援課長 未定 3年 － 紙 学生相談総合センター受付 教育推進部学生支援課長 廃棄
2009年度 学生相談 その他 平成21年度～　　学生相談総合センター　中期目標・中期計画 企画･学務部学生支援課長 未定 5年 － 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 学生相談 調査 平成28年度　日本学生支援機構障害学生修学支援実態調査 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
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2017年度 学生相談 調査 平成29年度　日本学生支援機構障害学生修学支援実態調査 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2014年度 学生相談 その他 平成26年度 障害学生支援　1/2 企画･学務部学生支援課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2014年度 学生相談 その他 平成26年度 障害学生支援　2/2 企画･学務部学生支援課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 障害学生支援室 教育推進部学生支援課長 廃棄
2015年度 学生相談 その他 平成27年度 障害学生支援　1/2 教育推進部学生支援課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2015年度 学生相談 その他 平成27年度 障害学生支援　2/2 教育推進部学生支援課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 障害学生支援室 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 学生相談 その他 平成28年度 障害学生支援　1/2 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 学生相談 その他 平成28年度 障害学生支援　2/2 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 障害学生支援室 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 学生相談 その他 平成29年度 障害学生支援　1/2 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 学生相談 その他 平成29年度 障害学生支援　2/2 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 障害学生支援室 教育推進部学生支援課長 廃棄
2018年度 学生相談 その他 平成30年度 障害学生支援　1/2 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/4/1 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2014年度 学生相談 その他 平成26年度 障害学生支援(謝金) 企画･学務部学生支援課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 障害学生支援室 教育推進部学生支援課長 廃棄
2015年度 学生相談 その他 平成27年度 障害学生支援(謝金) 教育推進部学生支援課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 障害学生支援室 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 学生相談 その他 平成28年度 障害学生支援(謝金) 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 障害学生支援室 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 学生相談 その他 平成29年度 障害学生支援(謝金) 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 障害学生支援室 教育推進部学生支援課長 廃棄
2014年度 学生相談 その他 平成26年度 障害学生教育支援経費 企画･学務部学生支援課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2015年度 学生相談 その他 平成27年度 障害学生教育支援経費 教育推進部学生支援課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2013年度 学生相談 その他 障害学生支援活動証明綴 企画･学務部学生支援課長 未定 5年 － 紙 障害学生支援室 教育推進部学生支援課長 廃棄
2007年度 学生相談 その他 平成19年度～　教員個人評価（学生相談総合センター） 企画･学務部学生支援課長 未定 10年 － 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2003年度 学生相談 その他 教官欠員流用定員関係・全学的運用定員関係・総長管理定員関係 企画･学務部学生支援課長 未定 10年 2025/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2012年度 学生相談 その他 科学研究費補助金：山内特任助教　若手研究(B) 企画･学務部学生支援課長 未定 5年 － 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2013年度 学生相談 その他 科学研究費補助金：佐藤特任講師　若手研究(B) 企画･学務部学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2011年度 学生相談 その他 平成23年度～平成27年度　１・２年次生への適応援助のための連絡会 企画･学務部学生支援課長 2016/4/1 5年 2021/4/1 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 学生相談 その他 平成28年度～　学生の適応援助を考える会 教育推進部学生支援課長 未定 5年 － 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2010年度 学生相談 その他 平成22年度～　１・２年生のためのキャリア・デザインセミナー 企画･学務部学生支援課長 未定 5年 － 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2014年度 学生相談 その他 平成26年度　学生相談総合センター業務 企画･学務部学生支援課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2015年度 学生相談 その他 平成27年度　学生相談総合センター業務 教育推進部学生支援課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 学生相談 その他 平成28年度　学生相談総合センター業務 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 学生相談 その他 平成29年度　学生相談総合センター業務 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2018年度 学生相談 その他 平成30年度　学生相談総合センター業務 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2014年度 学生相談 その他 平成26年度～平成28年度　学生相談総合センター教員連絡会 企画･学務部学生支援課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2015年度 学生相談 その他 平成27年度障害学生支援(ソーシャルサービス室) 教育推進部学生支援課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 学生相談 その他 平成28年度～　学生相談総合センター研究倫理審査委員会 教育推進部学生支援課長 未定 5年 － 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 学生相談 その他 平成28年度　障害者支援室会議資料 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 学生相談 その他 平成28年度　障害者支援室業務 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 学生相談 その他 平成29年度　障害者支援室業務 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2018年度 学生相談 その他 平成30年度　障害者支援室業務 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2005年度 奨学支援 規程 平成17年度～  規程等制定・改正 企画･学務部学生支援課長 未定 5年 － 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2014年度 奨学支援 免除 平成26年度 授業料等免除実施状況調 企画･学務部学生支援課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2015年度 奨学支援 免除 平成27年度 授業料等免除実施状況調 教育推進部学生支援課長 2016/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 奨学支援 免除 平成28年度 授業料等免除実施状況調 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 奨学支援 免除 平成29年度 授業料等免除実施状況調 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2018年度 奨学支援 免除 平成30年度 授業料等免除実施状況調 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2014年度 奨学支援 会議 平成26年度 奨学生等選考担当グループ会議 企画･学務部学生支援課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2015年度 奨学支援 会議 平成27年度 奨学生等選考担当グループ会議 教育推進部学生支援課長 2016/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2016年度 奨学支援 会議 平成28年度 奨学生等選考担当グループ会議 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2017年度 奨学支援 会議 平成29年度 奨学生等選考担当グループ会議 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2018年度 奨学支援 会議 平成30年度 奨学生等選考担当グループ会議 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2014年度 奨学支援 奨学金 平成26年度 下駄の鼻緒奨学金 企画･学務部学生支援課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2015年度 奨学支援 奨学金 平成27年度 下駄の鼻緒奨学金 教育推進部学生支援課長 2016/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2016年度 奨学支援 奨学金 平成28年度 下駄の鼻緒奨学金 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2017年度 奨学支援 奨学金 平成29年度 下駄の鼻緒奨学金 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2018年度 奨学支援 奨学金 平成30年度 下駄の鼻緒奨学金 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2014年度 奨学支援 免除 平成26年度 入学料・授業料免除 1/3 企画･学務部学生支援課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2014年度 奨学支援 免除 平成26年度 入学料・授業料免除 2/3 企画･学務部学生支援課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2014年度 奨学支援 免除 平成26年度 入学料・授業料免除 3/3 企画･学務部学生支援課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2015年度 奨学支援 免除 平成27年度 入学料・授業料免除 1/2 教育推進部学生支援課長 2016/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2015年度 奨学支援 免除 平成27年度 入学料・授業料免除 2/2 教育推進部学生支援課長 2016/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 奨学支援 免除 平成28年度 入学料・授業料免除 1/2 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 奨学支援 免除 平成28年度 入学料・授業料免除 2/2 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 奨学支援 免除 平成29年度 入学料・授業料免除 1/2 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 奨学支援 免除 平成29年度 入学料・授業料免除 2/2 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2018年度 奨学支援 免除 平成30年度 入学料・授業料免除 1/2 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2018年度 奨学支援 免除 平成30年度 入学料・授業料免除 2/2 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2009年度 奨学支援 奨学金 平成21年度 日本学生支援機構 採用名簿 企画･学務部学生支援課長 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2010年度 奨学支援 奨学金 平成22年度 日本学生支援機構 採用名簿 企画･学務部学生支援課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2011年度 奨学支援 奨学金 平成23年度 日本学生支援機構 採用名簿 企画･学務部学生支援課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2012年度 奨学支援 奨学金 平成24年度 日本学生支援機構 採用名簿 企画･学務部学生支援課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2013年度 奨学支援 奨学金 平成25年度 日本学生支援機構　採用名簿 企画･学務部学生支援課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2014年度 奨学支援 奨学金 平成26年度 日本学生支援機構 採用名簿 企画･学務部学生支援課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2015年度 奨学支援 奨学金 平成27年度 日本学生支援機構 採用名簿 教育推進部学生支援課長 2016/4/1 10年 2026/4/1 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2016年度 奨学支援 奨学金 平成28年度 日本学生支援機構 採用名簿 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 10年 2027/4/1 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2017年度 奨学支援 奨学金 平成29年度 日本学生支援機構 採用名簿 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 10年 2028/4/1 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2018年度 奨学支援 奨学金 平成30年度 日本学生支援機構 採用名簿 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 10年 2029/4/1 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2014年度 奨学支援 奨学金 平成26年度 日本学生支援機構 学部 1/2 企画･学務部学生支援課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2014年度 奨学支援 奨学金 平成26年度 日本学生支援機構 学部 2/2 企画･学務部学生支援課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2015年度 奨学支援 奨学金 平成27年度 日本学生支援機構 学部 1/2 教育推進部学生支援課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2015年度 奨学支援 奨学金 平成27年度 日本学生支援機構 学部 2/2 教育推進部学生支援課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 奨学支援 奨学金 平成28年度 日本学生支援機構 学部 1/2 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 奨学支援 奨学金 平成28年度 日本学生支援機構 学部 2/2 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 奨学支援 奨学金 平成29年度 日本学生支援機構 学部 1/2 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 奨学支援 奨学金 平成29年度 日本学生支援機構 学部 2/2 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2018年度 奨学支援 奨学金 平成30年度 日本学生支援機構 学部 1/2 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2018年度 奨学支援 奨学金 平成30年度 日本学生支援機構 学部 2/2 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2014年度 奨学支援 奨学金 平成26年度 日本学生支援機構 大学院 1/2 企画･学務部学生支援課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2014年度 奨学支援 奨学金 平成26年度 日本学生支援機構 大学院 2/2 企画･学務部学生支援課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2015年度 奨学支援 奨学金 平成27年度 日本学生支援機構 大学院 1/2 教育推進部学生支援課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2015年度 奨学支援 奨学金 平成27年度 日本学生支援機構 大学院 2/2 教育推進部学生支援課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 奨学支援 奨学金 平成28年度 日本学生支援機構 大学院 1/2 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 奨学支援 奨学金 平成28年度 日本学生支援機構 大学院 2/2 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 奨学支援 奨学金 平成29年度 日本学生支援機構 大学院 1/2 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 奨学支援 奨学金 平成29年度 日本学生支援機構 大学院 2/2 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
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2018年度 奨学支援 奨学金 平成30年度 日本学生支援機構 大学院 1/2 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2018年度 奨学支援 奨学金 平成30年度 日本学生支援機構 大学院 2/2 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2014年度 奨学支援 奨学金 平成26年度 日本学生支援機構 返還免除 企画･学務部学生支援課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2015年度 奨学支援 奨学金 平成27年度 日本学生支援機構 返還免除 教育推進部学生支援課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 奨学支援 奨学金 平成28年度 日本学生支援機構 返還免除 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 奨学支援 奨学金 平成29年度 日本学生支援機構 返還免除 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2018年度 奨学支援 奨学金 平成30年度 日本学生支援機構 返還免除 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2014年度 奨学支援 奨学金 平成26年度 日本学生支援機構 異動者一覧 企画･学務部学生支援課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2015年度 奨学支援 奨学金 平成27年度 日本学生支援機構 異動者一覧 教育推進部学生支援課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 奨学支援 奨学金 平成28年度 日本学生支援機構 異動者一覧 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 奨学支援 奨学金 平成29年度 日本学生支援機構 異動者一覧 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2018年度 奨学支援 奨学金 平成30年度 日本学生支援機構 異動者一覧 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2014年度 奨学支援 奨学金 平成26年度 日本学生支援機構 適格認定 企画･学務部学生支援課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2015年度 奨学支援 奨学金 平成27年度 日本学生支援機構 適格認定 教育推進部学生支援課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 奨学支援 奨学金 平成28年度 日本学生支援機構 適格認定 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 奨学支援 奨学金 平成29年度 日本学生支援機構 適格認定 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2018年度 奨学支援 奨学金 平成30年度 日本学生支援機構 適格認定 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 奨学支援 奨学金 平成28年度 日本学生支援機構 異動・在学届 1/2 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 奨学支援 奨学金 平成28年度 日本学生支援機構 異動・在学届 2/2 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 奨学支援 奨学金 平成29年度 日本学生支援機構 異動・在学届 1/2 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 奨学支援 奨学金 平成29年度 日本学生支援機構 異動・在学届 2/2 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2018年度 奨学支援 奨学金 平成30年度 日本学生支援機構 異動・在学届 1/2 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2018年度 奨学支援 奨学金 平成30年度 日本学生支援機構 異動・在学届 2/2 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2014年度 奨学支援 奨学金 平成26年度 日本学生支援機構 転・編入学、留学 企画･学務部学生支援課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2015年度 奨学支援 奨学金 平成27年度 日本学生支援機構 転・編入学、留学 教育推進部学生支援課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 奨学支援 奨学金 平成28年度 日本学生支援機構 転・編入学、留学 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 奨学支援 奨学金 平成29年度 日本学生支援機構 転・編入学、留学 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2018年度 奨学支援 奨学金 平成30年度 日本学生支援機構 転・編入学、留学 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2014年度 奨学支援 奨学金 平成26年度 日本学生支援機構 通知・調査 企画･学務部学生支援課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2015年度 奨学支援 奨学金 平成27年度 日本学生支援機構 通知・調査 教育推進部学生支援課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 奨学支援 奨学金 平成28年度 日本学生支援機構 通知・調査 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 奨学支援 奨学金 平成29年度 日本学生支援機構 通知・調査 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2018年度 奨学支援 奨学金 平成30年度 日本学生支援機構 通知・調査 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2014年度 奨学支援 奨学金 平成26年度 震災関係奨学金 企画･学務部学生支援課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2015年度 奨学支援 奨学金 平成27年度 震災関係奨学金 教育推進部学生支援課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2016年度 奨学支援 奨学金 平成28年度 震災関係奨学金 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2017年度 奨学支援 奨学金 平成29年度 震災関係奨学金 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2016年度 奨学支援 奨学金 平成28年度 地方公共団体奨学金 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 奨学支援 奨学金 平成29年度 地方公共団体奨学金 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 奨学支援 奨学金 平成29年度 地方公共団体奨学金② 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2018年度 奨学支援 奨学金 平成30年度 地方公共団体奨学金 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 奨学支援 奨学金 平成28年度 民間奨学金 1/8 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 奨学支援 奨学金 平成28年度 民間奨学金 2/8 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 奨学支援 奨学金 平成28年度 民間奨学金 3/8 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 奨学支援 奨学金 平成28年度 民間奨学金 4/8 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 奨学支援 奨学金 平成28年度 民間奨学金 5/8 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 奨学支援 奨学金 平成28年度 民間奨学金 6/8 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 奨学支援 奨学金 平成28年度 民間奨学金 7/8 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 奨学支援 奨学金 平成28年度 民間奨学金 8/8 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 奨学支援 奨学金 平成29年度 民間奨学金 1/8 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 奨学支援 奨学金 平成29年度 民間奨学金 2/8 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 奨学支援 奨学金 平成29年度 民間奨学金 3/8 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 奨学支援 奨学金 平成29年度 民間奨学金 4/8 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 奨学支援 奨学金 平成29年度 民間奨学金 5/8 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 奨学支援 奨学金 平成29年度 民間奨学金 6/8 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 奨学支援 奨学金 平成29年度 民間奨学金 7/8 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 奨学支援 奨学金 平成29年度 民間奨学金 8/8 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2018年度 奨学支援 奨学金 平成30年度 民間奨学金 1/8 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2018年度 奨学支援 奨学金 平成30年度 民間奨学金 2/8 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2018年度 奨学支援 奨学金 平成30年度 民間奨学金 3/8 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2018年度 奨学支援 奨学金 平成30年度 民間奨学金 4/8 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2018年度 奨学支援 奨学金 平成30年度 民間奨学金 5/8 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2018年度 奨学支援 奨学金 平成30年度 民間奨学金 6/8 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2018年度 奨学支援 奨学金 平成30年度 民間奨学金 7/8 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2018年度 奨学支援 奨学金 平成30年度 民間奨学金 8/8 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 奨学支援 その他 熊本地震　修学支援 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2016年度 奨学支援 奨学金 平成28年度　ホシザキ奨学金 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2017年度 奨学支援 奨学金 平成29年度　ホシザキ奨学金 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2018年度 奨学支援 奨学金 平成30年度　ホシザキ奨学金 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2014年度 留学生 支援 G30名古屋大学国際プログラム群学部奨学金関係綴 国際部国際学生交流課留学生掛 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2015年度 留学生 支援 G30名古屋大学国際プログラム群学部奨学金関係綴 教育推進部学生支援課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2016年度 留学生 支援 G30名古屋大学国際プログラム群学部奨学金関係綴 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2017年度 留学生 支援 G30名古屋大学国際プログラム群学部奨学金関係綴 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2018年度 留学生 支援 G30名古屋大学国際プログラム群学部奨学金関係綴 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2009年度 留学生 支援 愛知県住宅供給公社 国際部国際学生交流課留学生掛 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2010年度 留学生 支援 愛知県住宅供給公社 国際部国際学生交流課留学生掛 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2011年度 留学生 支援 愛知県住宅供給公社 国際部国際学生交流課留学生掛 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2012年度 留学生 支援 愛知県住宅供給公社 国際部国際学生交流課留学生掛 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2013年度 留学生 支援 愛知県住宅供給公社 国際部国際学生交流課留学生掛 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2014年度 留学生 支援 エヌジーケイ留学生基金関係 国際部国際学生交流課留学生掛 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2015年度 留学生 支援 エヌジーケイ留学生基金関係 教育推進部学生支援課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 留学生 支援 エヌジーケイ留学生基金関係 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 留学生 支援 エヌジーケイ留学生基金関係 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2018年度 留学生 支援 エヌジーケイ留学生基金関係 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2014年度 留学生 支援 銀行情報 国際部国際学生交流課留学生掛 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2015年度 留学生 支援 銀行情報 教育推進部学生支援課留学生支援係 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄

2009年度 留学生 会議 国際交流委員会　2008～ 国際部国際学生交流課留学生掛 1905/7/2
無期
限

- 紙 事務局倉庫 教育推進部学生支援課長 廃棄

2006年度 留学生 会議 国際交流委員会　学術・教育交流専門委員会（2005年度？） 国際部国際学生交流課留学生掛 1905/6/29
無期
限

- 紙 事務局倉庫 教育推進部学生支援課長 廃棄

2014年度 留学生 支援 財団法人名古屋国際センター国際学生会館入居関係 国際部国際学生交流課留学生掛 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄



56 / 84 ページ

作成・取得
年度

大分類 中分類
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

2015年度 留学生 支援 財団法人名古屋国際センター国際学生会館入居関係 教育推進部学生支援課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 留学生 支援 財団法人名古屋国際センター国際学生会館入居関係 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 留学生 支援 財団法人名古屋国際センター国際学生会館入居関係 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2018年度 留学生 支援 財団法人名古屋国際センター国際学生会館入居関係 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2014年度 留学生 支援 社員寮関係 国際部国際学生交流課留学生掛 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2015年度 留学生 支援 社員寮関係 教育推進部学生支援課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 留学生 支援 社員寮関係 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 留学生 支援 社員寮関係 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2018年度 留学生 支援 社員寮関係 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2014年度 留学生 支援 服部育英会 国際部国際学生交流課留学生掛 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2015年度 留学生 支援 服部育英会 教育推進部学生支援課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 留学生 支援 服部育英会 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 留学生 支援 服部育英会 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2018年度 留学生 支援 服部育英会 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2014年度 留学生 支援 楽天銀行奨学金 国際部国際学生交流課留学生掛 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2015年度 留学生 支援 楽天銀行奨学金 教育推進部学生支援課留学生支援係 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 留学生 支援 楽天銀行奨学金 教育推進部学生支援課留学生支援係 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄

2004年度 留学生 会議 留学生教育交流委員会 国際部国際学生交流課留学生掛 2005/4/1
無期
限

- 紙 事務局倉庫 教育推進部学生支援課長 廃棄

2011年度 留学生 調査 留学生誘致パンフレット等 国際部国際学生交流課留学生掛 - 5年 - 紙 事務局倉庫 教育推進部学生支援課長 廃棄
2010年度 留学生 国費 国費（国内採用） 国際部国際学生交流課留学生掛 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務局倉庫 教育推進部学生支援課長 廃棄
2009年度 留学生 国費 国費(大学推薦)　特別枠 国際部国際学生交流課留学生掛 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務局倉庫 教育推進部学生支援課長 廃棄
2006年度 留学生 国費 国費外国人留学生(研究留学生)の優先配置を行う特別プログラム（～2006） 研究協力・国際部国際課留学生掛 2007/4/1 20年 2027/3/31 紙 事務局倉庫 教育推進部学生支援課長 廃棄
2014年度 留学生 支援 民間奨学団体関係　ア行 国際部国際学生交流課留学生掛 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2015年度 留学生 支援 民間奨学団体関係　ア行 教育推進部学生支援課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 留学生 支援 民間奨学団体関係　ア行 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 留学生 支援 民間奨学団体関係　ア行 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2018年度 留学生 支援 民間奨学団体関係　ア行 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2014年度 留学生 支援 民間奨学団体関係　ア行（愛知留学生・イオン） 国際部国際学生交流課留学生掛 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2015年度 留学生 支援 民間奨学団体関係　ア行（愛知留学生・イオン） 教育推進部学生支援課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 留学生 支援 民間奨学団体関係　ア行（愛知留学生・イオン） 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 留学生 支援 民間奨学団体関係　ア行（愛知留学生・イオン） 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2018年度 留学生 支援 民間奨学団体関係　ア行（愛知留学生・イオン） 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2014年度 留学生 支援 民間奨学団体関係　カ行 国際部国際学生交流課留学生掛 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2015年度 留学生 支援 民間奨学団体関係　カ行 教育推進部学生支援課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 留学生 支援 民間奨学団体関係　カ行 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 留学生 支援 民間奨学団体関係　カ行 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2018年度 留学生 支援 民間奨学団体関係　カ行 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2014年度 留学生 支援 民間奨学団体関係　サ行 国際部国際学生交流課留学生掛 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2015年度 留学生 支援 民間奨学団体関係　サ行 教育推進部学生支援課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 留学生 支援 民間奨学団体関係　サ行 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 留学生 支援 民間奨学団体関係　サ行 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2018年度 留学生 支援 民間奨学団体関係　サ行 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2014年度 留学生 支援 民間奨学団体関係　タ行 国際部国際学生交流課留学生掛 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2015年度 留学生 支援 民間奨学団体関係　タ行 教育推進部学生支援課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 留学生 支援 民間奨学団体関係　タ行 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 留学生 支援 民間奨学団体関係　タ行① 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 留学生 支援 民間奨学団体関係　タ行② 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2018年度 留学生 支援 民間奨学団体関係　タ行 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2014年度 留学生 支援 民間奨学団体関係　ナ行 国際部国際学生交流課留学生掛 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2015年度 留学生 支援 民間奨学団体関係　ナ行 教育推進部学生支援課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 留学生 支援 民間奨学団体関係　ナ行 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 留学生 支援 民間奨学団体関係　ナ行 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2018年度 留学生 支援 民間奨学団体関係　ナ行 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 留学生 支援 民間奨学団体関係　ナ行　JEES（日本国際教育支援協会） 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 留学生 支援 民間奨学団体関係　ナ行　JEES（日本国際教育支援協会） 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2018年度 留学生 支援 民間奨学団体関係　ナ行　JEES（日本国際教育支援協会） 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2014年度 留学生 支援 民間奨学団体関係　ナ行　JEES（日本国際教育支援協会）① 国際部国際学生交流課留学生掛 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2015年度 留学生 支援 民間奨学団体関係　ナ行　JEES（日本国際教育支援協会）① 教育推進部学生支援課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2014年度 留学生 支援 民間奨学団体関係　ナ行　JEES（日本国際教育支援協会）② 国際部国際学生交流課留学生掛 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2015年度 留学生 支援 民間奨学団体関係　ナ行　JEES（日本国際教育支援協会）② 教育推進部学生支援課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 留学生 支援 民間奨学団体関係　ナ行　JEES（日本国際教育支援協会）② 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 留学生 支援 民間奨学団体関係　ナ行　JEES（日本国際教育支援協会）② 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2018年度 留学生 支援 民間奨学団体関係　ナ行　JEES（日本国際教育支援協会）② 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2014年度 留学生 支援 民間奨学団体関係　ハ行 国際部国際学生交流課留学生掛 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2015年度 留学生 支援 民間奨学団体関係　ハ行 教育推進部学生支援課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 留学生 支援 民間奨学団体関係　ハ行 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 留学生 支援 民間奨学団体関係　ハ行 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2018年度 留学生 支援 民間奨学団体関係　ハ行 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 留学生 支援 民間奨学団体関係　ナ行　JEES（日本国際教育支援協会）② 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2014年度 留学生 支援 民間奨学団体関係　マ行 国際部国際学生交流課留学生掛 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2015年度 留学生 支援 民間奨学団体関係　マ行 教育推進部学生支援課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 留学生 支援 民間奨学団体関係　マ行 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 留学生 支援 民間奨学団体関係　マ行 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2018年度 留学生 支援 民間奨学団体関係　マ行 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2015年度 留学生 支援 民間奨学団体関係　ヤ行 教育推進部学生支援課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 留学生 支援 民間奨学団体関係　ヤ行 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 留学生 支援 民間奨学団体関係　ヤ行 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2018年度 留学生 支援 民間奨学団体関係　ヤ行 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 留学生 支援 民間奨学団体関係　ラ・ワ行 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2018年度 留学生 支援 民間奨学団体関係　ラ・ワ行 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2014年度 留学生 支援 民間奨学団体関係　ロータリー米山記念奨学会 国際部国際学生交流課留学生掛 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2015年度 留学生 支援 民間奨学団体関係　ロータリー米山記念奨学会 教育推進部学生支援課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 留学生 支援 民間奨学団体関係　ロータリー米山記念奨学会 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 留学生 支援 民間奨学団体関係　ロータリー米山記念奨学会 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2018年度 留学生 支援 民間奨学団体関係　ロータリー米山記念奨学会 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 留学生 支援 留学生就職促進プログラム関係奨学金（学習奨励費、JEES） 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2018年度 留学生 支援 民間奨学団体関係　就職促進プログラム 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 留学生 支援 民間奨学団体関係　マ行 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2014年度 留学生 支援 預り金 教育推進部学生支援課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2015年度 留学生 支援 預り金 教育推進部学生支援課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
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2016年度 留学生 支援 預り金 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 留学生 支援 預り金 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2018年度 留学生 支援 預り金 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 留学生 支援 JICA研修員関係綴 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2018年度 留学生 支援 JICA研修員関係綴 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄

2011年度 留学生 会議 留学生教育交流実施委員会 2005～2011 国際部国際学生交流課留学生掛 2012/4/1
無期
限

- 紙 事務局倉庫 教育推進部学生支援課長 廃棄

2009年度 課外活動 施設 課外活動施設充実計画　平成17年度～平成21年度 企画･学務部学務課長 2010/4/1
無期
限

－ 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管

2014年度 課外活動 施設 課外活動関係施設整備　平成26年度 企画･学務部学務課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2015年度 課外活動 施設 課外活動関係施設整備　平成27年度 教育推進部学生交流課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 課外活動 施設 課外活動関係施設整備　平成28年度 教育推進部学生交流課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 課外活動 施設 課外活動関係施設整備　平成29年度 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2018年度 課外活動 施設 課外活動関係施設整備　平成30年度 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄

2004年度 課外活動 施設 寄附（物品・施設）　相撲道場 企画･学務部学務課長 2005/4/1
無期
限

－ 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管

2005年度 課外活動 施設 寄附（物品・施設）　ボクシング練習場 企画･学務部学務課長 2006/4/1
無期
限

－ 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管

2006年度 課外活動 施設 寄附（物品・施設）　グライダートレーラー 企画･学務部学務課長 2007/4/1
無期
限

－ 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管

2010年度 課外活動 施設 資産除却　平成元年度～平成22年度 企画･学務部学務課長 2011/4/1
無期
限

－ 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管

2016年度 課外活動 施設 平成28年変電設備点検記録表 教育推進部学生交流課長 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 課外活動 施設 平成29年変電設備点検記録表 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2018年度 課外活動 施設 平成30年変電設備点検記録表 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 課外活動 施設 平成28年学生会館　利用状況調 教育推進部学生交流課長 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 課外活動 施設 平成29年学生会館　利用状況調 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2018年度 課外活動 施設 平成30年学生会館　利用状況調 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 課外活動 施設 体育合宿所　業務日誌　平成28年度 教育推進部学生交流課長 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 課外活動 施設 体育合宿所　業務日誌　平成29年度 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2018年度 課外活動 施設 体育合宿所　業務日誌　平成30年度 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 課外活動 施設 体育合宿所　使用許可願　平成28年度 教育推進部学生交流課長 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 課外活動 施設 体育合宿所　使用許可願　平成29年度 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2018年度 課外活動 施設 体育合宿所　使用許可願　平成30年度 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 課外活動 施設 総合運動場複合棟利用申請　平成28年度 教育推進部学生交流課長 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 課外活動 施設 総合運動場複合棟利用申請　平成29年度 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2018年度 課外活動 施設 総合運動場複合棟利用申請　平成30年度 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2014年度 課外活動 施設 中津川研修センター　利用申請書　平成26年度 企画･学務部学務課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2015年度 課外活動 施設 中津川研修センター　利用申請書　平成27年度 教育推進部学生交流課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 課外活動 施設 中津川研修センター　利用申請書　平成28年度 教育推進部学生交流課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 課外活動 施設 中津川研修センター　利用申請書　平成29年度 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄

1988年度 課外活動 施設 中津川研修センター　利用状況調　昭和59年度～昭和63年度 企画･学務部学務課長 1989/4/1
無期
限

－ 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管

2010年度 課外活動 施設 中津川研修センター　利用状況調　平成18年度～平成22年度 企画･学務部学務課長 2011/4/1
無期
限

－ 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管

2011年度 課外活動 施設 中津川研修センター　利用状況調　平成23年度 企画･学務部学務課長 2012/4/1
無期
限

－ 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管

2012年度 課外活動 施設 中津川研修センター　利用状況調　平成24年度 企画･学務部学務課長 2013/4/1 無期限 － 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2013年度 課外活動 施設 中津川研修センター　利用状況調　平成25年度 企画･学務部学務課長 2014/4/1 無期限 － 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2014年度 課外活動 施設 中津川研修センター　利用状況調　平成26年度 企画･学務部学務課長 2015/4/1 無期限 － 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2015年度 課外活動 施設 中津川研修センター　利用状況調　平成27年度 教育推進部学生交流課長 2016/4/1 無期限 － 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2016年度 課外活動 施設 中津川研修センター　利用状況調　平成28年度 教育推進部学生交流課長 2017/4/1 無期限 － 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2017年度 課外活動 施設 中津川研修センター　利用状況調　平成29年度 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 無期限 － 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2014年度 課外活動 施設 中津川研修センター　受入計算書・領収書控・領収証書受払簿・現金出納帳　　平成26年度 企画･学務部学務課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2015年度 課外活動 施設 中津川研修センター　受入計算書・領収書控・領収証書受払簿・現金出納帳　　平成27年度 教育推進部学生交流課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 課外活動 施設 中津川研修センター　受入計算書・領収書控・領収証書受払簿・現金出納帳　　平成28年度 教育推進部学生交流課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 課外活動 施設 中津川研修センター　受入計算書・領収書控・領収証書受払簿・現金出納帳　　平成29年度 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄

2010年度 課外活動 施設 中津川研修センター　土地借料（個人分）　平成4年度～平成22年度 企画･学務部学務課長 2011/4/1
無期
限

－ 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管

2016年度 課外活動 施設 中津川研修センター　業務日誌　平成28年度 教育推進部学生交流課長 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 課外活動 施設 中津川研修センター　業務日誌　平成29年度 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 課外活動 施設 中津川研修センター　出勤簿　平成28年度 教育推進部学生交流課長 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 課外活動 施設 中津川研修センター　出勤簿　平成29年度 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 課外活動 施設 保体センター宛申請書　平成28年度 教育推進部学生交流課長 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 課外活動 施設 保体センター宛申請書　平成29年度 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2018年度 課外活動 施設 保体センター宛申請書　平成30年度 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2012年度 課外活動 学生 学生諸団体からの要望事項　平成24年度 企画･学務部学務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2013年度 課外活動 学生 学生諸団体からの要望事項　平成25年度 企画･学務部学務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2014年度 課外活動 学生 学生諸団体からの要望事項　平成26年度 企画･学務部学務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2015年度 課外活動 学生 学生諸団体からの要望事項　平成27年度 教育推進部学生交流課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2016年度 課外活動 学生 学生諸団体からの要望事項　平成28年度 教育推進部学生交流課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2017年度 課外活動 学生 学生諸団体からの要望事項　平成29年度 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2018年度 課外活動 学生 学生諸団体からの要望事項　平成30年度 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2012年度 課外活動 学生 名古屋大学院生協議会　平成24年度 企画･学務部学務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2013年度 課外活動 学生 名古屋大学院生協議会　平成25年度 企画･学務部学務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2014年度 課外活動 学生 名古屋大学院生協議会　平成26年度 企画･学務部学務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2015年度 課外活動 学生 名古屋大学院生協議会　平成27年度 教育推進部学生交流課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2016年度 課外活動 学生 名古屋大学院生協議会　平成28年度 教育推進部学生交流課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2017年度 課外活動 学生 名古屋大学院生協議会　平成29年度 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2018年度 課外活動 学生 名古屋大学院生協議会　平成30年度 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2012年度 課外活動 学生 全学新入生歓迎実行委員会　平成24年度 企画･学務部学務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2013年度 課外活動 学生 全学新入生歓迎実行委員会　平成25年度 企画･学務部学務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2014年度 課外活動 学生 全学新入生歓迎実行委員会　平成26年度 企画･学務部学務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2015年度 課外活動 学生 全学新入生歓迎実行委員会　平成27年度 教育推進部学生交流課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2016年度 課外活動 学生 全学新入生歓迎実行委員会　平成28年度 教育推進部学生交流課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2017年度 課外活動 学生 全学新入生歓迎実行委員会　平成29年度 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2018年度 課外活動 学生 全学新入生歓迎実行委員会　平成30年度 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管

2010年度 課外活動 学生 学生団体ホームページ　平成9年度～平成22年度 企画･学務部学務課長 2011/4/1
無期
限

－ 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管

－ 課外活動 規則 規約等（重要） 企画･学務部学務課長 －
無期
限

－ 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
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－ 課外活動 学生 八高寮歌「伊吹おろし」の「前口上」について 企画･学務部学務課長 －
無期
限

－ 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管

2014年度 課外活動 学生 奨学寄付金　漕艇部　平成26年度 企画･学務部学務課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2015年度 課外活動 学生 奨学寄付金　漕艇部　平成27年度 教育推進部学生交流課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 課外活動 学生 奨学寄付金　漕艇部　平成28年度 教育推進部学生交流課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 課外活動 学生 奨学寄付金　漕艇部　平成29年度 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2018年度 課外活動 学生 奨学寄付金　漕艇部　平成30年度 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 課外活動 学生 キャンパスクリーン・放置自転車整理　平成28年度 教育推進部学生交流課長 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 課外活動 学生 キャンパスクリーン・放置自転車整理　平成29年度 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2018年度 課外活動 学生 キャンパスクリーン・放置自転車整理　平成30年度 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 課外活動 学生 広報誌原稿　平成28年度 教育推進部学生交流課長 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 課外活動 学生 広報誌原稿　平成29年度 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2018年度 課外活動 学生 広報誌原稿　平成30年度 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 課外活動 学生 取材許可申請　平成28年度 教育推進部学生交流課長 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 課外活動 学生 取材許可申請　平成29年度 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2018年度 課外活動 学生 取材許可申請　平成30年度 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 課外活動 学生 学研災　平成28年度 教育推進部学生交流課長 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 課外活動 学生 学研災　平成29年度 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2018年度 課外活動 学生 学研災　平成30年度 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2012年度 課外活動 学生 事件・事故・怪我・苦情処理等（掲示含む）　平成24年度 企画･学務部学務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2013年度 課外活動 学生 事件・事故・怪我・苦情処理等（掲示含む）　平成25年度 企画･学務部学務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2014年度 課外活動 学生 事件・事故・怪我・苦情処理等（掲示含む）　平成26年度 企画･学務部学務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2015年度 課外活動 学生 事件・事故・怪我・苦情処理等（掲示含む）　平成27年度 教育推進部学生交流課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2016年度 課外活動 学生 事件・事故・怪我・苦情処理等（掲示含む）　平成28年度 教育推進部学生交流課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2017年度 課外活動 学生 事件・事故・怪我・苦情処理等（掲示含む）　平成29年度 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2014年度 課外活動 学生 体育会（FA・LA・その他） 平成26年度 企画･学務部学務課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2015年度 課外活動 学生 体育会（FA・LA・その他） 平成27年度 教育推進部学生交流課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2016年度 課外活動 学生 体育会（FA・LA・その他） 平成28年度 教育推進部学生交流課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2017年度 課外活動 学生 体育会（FA・LA・その他） 平成29年度 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2018年度 課外活動 学生 体育会（FA・LA・その他） 平成30年度 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2012年度 課外活動 学生 体育会会長表彰　平成24年度 企画･学務部学務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2013年度 課外活動 学生 体育会会長表彰　平成25年度 企画･学務部学務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2014年度 課外活動 学生 体育会会長表彰　平成26年度 企画･学務部学務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2015年度 課外活動 学生 体育会会長表彰　平成27年度 教育推進部学生交流課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2016年度 課外活動 学生 体育会会長表彰　平成28年度 教育推進部学生交流課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2017年度 課外活動 学生 体育会会長表彰　平成29年度 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2018年度 課外活動 学生 体育会会長表彰　平成30年度 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2014年度 課外活動 学生 須賀杯争奪駅伝競走大会　平成26年度 企画･学務部学務課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2015年度 課外活動 学生 須賀杯争奪駅伝競走大会　平成27年度 教育推進部学生交流課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2016年度 課外活動 学生 須賀杯争奪駅伝競走大会　平成28年度 教育推進部学生交流課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2017年度 課外活動 学生 須賀杯争奪駅伝競走大会　平成29年度 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2018年度 課外活動 学生 須賀杯争奪駅伝競走大会　平成30年度 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2016年度 課外活動 学生 体育会部員名簿　平成28年度 教育推進部学生交流課長 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 課外活動 学生 体育会部員名簿　平成29年度 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2018年度 課外活動 学生 体育会部員名簿　平成30年度 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄

2010年度 課外活動 学生 体育会部長会　平成15年度～平成22年度 企画･学務部学務課長 2011/4/1
無期
限

－ 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管

2009年度 課外活動 学生 感謝状贈呈　平成17年度～平成18年度 企画･学務部学務課長 2010/4/1
無期
限

－ 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管

2009年度 課外活動 学生 七大戦　平成21年度・第48回 企画･学務部学務課長 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2010年度 課外活動 学生 七大戦　平成22年度・第49回（当番）① 企画･学務部学務課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2010年度 課外活動 学生 七大戦　平成22年度・第49回（当番）② 企画･学務部学務課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2011年度 課外活動 学生 七大戦　平成23年度・第50回 企画･学務部学務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2012年度 課外活動 学生 七大戦　平成24年度・第51回 企画･学務部学務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2013年度 課外活動 学生 七大戦　平成25年度・第52回 企画･学務部学務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2014年度 課外活動 学生 七大戦　平成26年度・第53回 企画･学務部学務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2015年度 課外活動 学生 七大戦　平成27年度・第54回 教育推進部学生交流課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 課外活動 学生 七大戦　平成28年度・第55回 教育推進部学生交流課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 課外活動 学生 七大戦　平成29年度・第56回（当番）① 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 課外活動 学生 七大戦　平成29年度・第56回（当番）② 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2018年度 課外活動 学生 七大戦　平成30年度・第57回 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄

2008年度 課外活動 学生 東国体　開催方法見直し（平成19年～20年） 企画･学務部学務課長 2009/4/1
無期
限

－ 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管

2009年度 課外活動 学生 東国体　平成21年度・第58回 企画･学務部学務課長 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2010年度 課外活動 学生 東国体　平成22年度・第59回 企画･学務部学務課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2011年度 課外活動 学生 東国体　平成23年度・第60回 企画･学務部学務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2012年度 課外活動 学生 東国体　平成24年度・第61回 企画･学務部学務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2013年度 課外活動 学生 東国体　平成25年度・第62回（当番） 企画･学務部学務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2014年度 課外活動 学生 東国体　平成26年度・第63回 企画･学務部学務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2015年度 課外活動 学生 東国体　平成27年度・第64回 教育推進部学生交流課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 課外活動 学生 東国体　平成28年度・第65回 教育推進部学生交流課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 課外活動 学生 東国体　平成29年度・第66回 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2018年度 課外活動 学生 東国体　平成30年度・第67回 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2014年度 課外活動 学生 名阪戦　平成26年度 企画･学務部学務課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2015年度 課外活動 学生 名阪戦　平成27年度 教育推進部学生交流課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2016年度 課外活動 学生 名阪戦　平成28年度 教育推進部学生交流課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2017年度 課外活動 学生 名阪戦　平成29年度 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2018年度 課外活動 学生 名阪戦　平成30年度 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2011年度 課外活動 学生 東国祭　平成23年度・第56回 企画･学務部学務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2012年度 課外活動 学生 東国祭　平成24年度・第57回 企画･学務部学務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2013年度 課外活動 学生 東国祭　平成25年度・第58回 企画･学務部学務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2014年度 課外活動 学生 東国祭　平成26年度・第59回 企画･学務部学務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2015年度 課外活動 学生 東国祭　平成27年度・第60回 教育推進部学生交流課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 課外活動 入構 入構整理料免除申請書　平成28年度① 教育推進部学生交流課長 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 課外活動 入構 入構整理料免除申請書　平成28年度② 教育推進部学生交流課長 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 課外活動 入構 入構整理料免除申請書　平成29年度① 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2018年度 課外活動 入構 入構整理料免除申請書　平成30年度 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 課外活動 入構 曜日指定無料入構パスカード交付簿　平成28年度 教育推進部学生交流課長 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 課外活動 入構 曜日指定無料入構パスカード交付簿　平成29年度 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2018年度 課外活動 入構 曜日指定無料入構パスカード交付簿　平成30年度 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 課外活動 入構 監督・コーチ　特別入・駐車許可証交付申請書　平成28年度 教育推進部学生交流課長 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
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2017年度 課外活動 入構 監督・コーチ　特別入・駐車許可証交付申請書　平成29年度 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2018年度 課外活動 入構 監督・コーチ　特別入・駐車許可証交付申請書　平成30年度 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 課外活動 入構 名大祭入構整理料免除申請書　平成28年度 教育推進部学生交流課長 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 課外活動 入構 名大祭入構整理料免除申請書　平成29年度 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2018年度 課外活動 入構 名大祭入構整理料免除申請書　平成30年度 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2014年度 課外活動 学生 名大祭　平成26年度 企画･学務部学務課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2015年度 課外活動 学生 名大祭　平成27年度 教育推進部学生交流課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2016年度 課外活動 学生 名大祭　平成28年度 教育推進部学生交流課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2017年度 課外活動 学生 名大祭　平成29年度 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2018年度 課外活動 学生 名大祭　平成30年度 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管

－ 課外活動 施設 中津川研修センター管理書類① 企画･学務部学務課長 －
無期
限

－ 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管

－ 課外活動 施設 中津川研修センター管理書類② 企画･学務部学務課長 －
無期
限

－ 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管

－ 課外活動 施設 中津川研修センター管理書類③ 企画･学務部学務課長 －
無期
限

－ 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管

－ 課外活動 施設 中津川研修センター管理書類④ 企画･学務部学務課長 －
無期
限

－ 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管

－ 課外活動 施設 中津川研修センター管理書類⑤ 企画･学務部学務課長 －
無期
限

－ 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管

2016年度 就職支援 その他 平成28年度　経理（印刷） 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 就職支援 その他 平成29年度　経理（印刷） 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2018年度 就職支援 その他 平成30年度　経理（印刷） 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 就職支援 その他 平成28年度　施設借用願 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 就職支援 その他 平成29年度　施設借用願 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2018年度 就職支援 その他 平成30年度　施設借用願 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 就職支援 就職 平成28年度　既卒者情報 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 就職支援 就職 平成29年度　既卒者情報 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2018年度 就職支援 就職 平成30年度　既卒者情報 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 就職支援 就職 平成28年度　求人・採用（内定）通知 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 就職支援 就職 平成29年度　求人・採用（内定）通知 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2018年度 就職支援 就職 平成30年度　求人・採用（内定）通知 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 就職支援 会議 平成28年度　人事院大学懇談会 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 就職支援 会議 平成29年度　学外会議 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 就職支援 会議 平成28年度　中部学生就職連絡協議会 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 就職支援 会議 平成29年度　中部学生就職連絡協議会 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2018年度 就職支援 会議 平成30年度　中部学生就職連絡協議会 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 就職支援 会議 平成28年度　愛知学生就職連絡協議会 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 就職支援 会議 平成29年度　愛知学生就職連絡協議会 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2018年度 就職支援 会議 平成30年度　愛知学生就職連絡協議会 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2014年度 就職支援 会議 平成26年度　就職担当者情報交換会 教育推進部学生支援課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2015年度 就職支援 会議 平成27年度　就職担当者情報交換会 教育推進部学生支援課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 就職支援 会議 平成28年度　就職担当者情報交換会 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 就職支援 会議 平成29年度　就職担当者情報交換会 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2018年度 就職支援 会議 平成30年度　就職担当者情報交換会 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2014年度 就職支援 会議 平成26年度　就職担当者連絡会議 教育推進部学生支援課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2015年度 就職支援 会議 平成27年度　就職担当者連絡会議 教育推進部学生支援課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 就職支援 会議 平成28年度　就職担当者連絡会議 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 就職支援 会議 平成29年度　就職担当者連絡会議 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2018年度 就職支援 会議 平成30年度　就職担当者連絡会議 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2014年度 就職支援 会議 平成26年度　就職支援担当グループ会議 教育推進部学生支援課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2015年度 就職支援 会議 平成27年度　就職支援担当グループ会議 教育推進部学生支援課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 就職支援 会議 平成28年度　就職支援担当グループ会議 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 就職支援 会議 平成29年度　就職支援担当グループ会議 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2018年度 就職支援 会議 平成30年度　就職支援担当グループ会議 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2014年度 就職支援 会議 平成26年度　学生生活広報担当グループ会議 教育推進部学生支援課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2015年度 就職支援 会議 平成27年度　学生生活広報担当グループ会議 教育推進部学生支援課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 就職支援 会議 平成28年度　学生生活広報担当グループ会議 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 就職支援 会議 平成29年度　学生生活広報担当グループ会議 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2018年度 就職支援 会議 平成30年度　学生生活広報担当グループ会議 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 就職支援 就職 平成28年度　就職情報（公務員） 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 就職支援 就職 平成29年度　就職情報（公務員） 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 就職支援 就職 平成28年度　就職情報（企業） 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 就職支援 就職 平成29年度　就職情報（企業） 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 就職支援 就職 平成28年度　就職情報（大学） 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 就職支援 就職 平成29年度　就職情報（大学） 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2014年度 就職支援 就職 平成26年度　就職情報・調査（文部科学省） 教育推進部学生支援課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2015年度 就職支援 就職 平成27年度　就職情報・調査（文部科学省） 教育推進部学生支援課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 就職支援 就職 平成28年度　就職情報・調査（文部科学省） 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 就職支援 就職 平成29年度　就職情報・調査（文部科学省） 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2018年度 就職支援 就職 平成30年度　就職情報・調査（文部科学省） 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 就職支援 就職 平成28年度　就職関連調査（学内） 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 就職支援 就職 平成29年度　就職関連調査（学内） 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2018年度 就職支援 就職 平成30年度　就職関連調査（学内） 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 就職支援 就職 平成28年度　就職関連調査（愛知県産業労働部） 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 就職支援 就職 平成29年度　就職関連調査（愛知県産業労働部） 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2018年度 就職支援 就職 平成30年度　就職関連調査（愛知県産業労働部） 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 就職支援 就職 平成28年度　就職関連調査（企業） 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 就職支援 就職 平成29年度　就職関連調査（企業） 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2018年度 就職支援 就職 平成30年度　就職関連調査（企業） 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 就職支援 就職 平成28年度　就職関連調査（公務員） 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 就職支援 就職 平成29年度　就職関連調査（公務員） 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2018年度 就職支援 就職 平成30年度　就職関連調査（公務員） 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2014年度 就職支援 就職 平成26年度　５月調書 教育推進部学生支援課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2015年度 就職支援 就職 平成27年度　５月調書 教育推進部学生支援課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 就職支援 就職 平成28年度　５月調書 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 就職支援 就職 平成29年度　５月調書 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2018年度 就職支援 就職 平成30年度　５月調書 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2015年度 就職支援 就職 平成27年度　10月調書 教育推進部学生支援課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 就職支援 就職 平成28年度　10月調書 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 就職支援 就職 平成29年度　10月調書 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
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2018年度 就職支援 就職 平成30年度　10月調書 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 就職支援 就職 平成28年度　就職ガイダンス（平成28年４月～５月） 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 就職支援 就職 平成28年度　就職ガイダンス（平成28年６月～９月） 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 就職支援 就職 平成28年度　就職ガイダンス（平成28年10月～11月） 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 就職支援 就職 平成28年度　就職ガイダンス（平成28年12月～平成29年３月） 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 就職支援 就職 平成29年度　就職ガイダンス（平成29年４月～５月） 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 就職支援 就職 平成29年度　就職ガイダンス（平成29年６月～９月） 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 就職支援 就職 平成29年度　就職ガイダンス（平成29年10月～11月） 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 就職支援 就職 平成29年度　就職ガイダンス（平成29年11月～12月） 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 就職支援 就職 平成29年度　就職ガイダンス（平成29年12月～平成30年１月） 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 就職支援 就職 平成29年度　就職ガイダンス（平成30年２月～３月） 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 就職支援 就職 平成29年度　就職ガイダンス（平成30年４月～５月） 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 就職支援 就職 平成29年度　就職ガイダンス（平成30年６月～７月） 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 就職支援 就職 平成29年度　就職ガイダンス（平成30年８月～10月） 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 就職支援 就職 平成29年度　就職ガイダンス（平成30年11月～平成31年３月） 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 就職支援 就職 平成28年度　就職ガイダンス アンケート集計結果 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 就職支援 就職 平成29年度　就職ガイダンス アンケート集計結果 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2018年度 就職支援 就職 平成30年度　就職ガイダンス アンケート集計結果 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 就職支援 就職 平成28年度　学外就職ガイダンス 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 就職支援 就職 平成28年度　学内合同企業説明会（企画）1/2 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 就職支援 就職 平成28年度　学内合同企業説明会（企画）2/2 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 就職支援 就職 平成29年度　学内合同企業説明・選考会（７月） 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2018年度 就職支援 就職 平成30年度　学内合同企業説明・選考会（７月） 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 就職支援 就職 平成29年度　学内合同企業説明・選考会（８・９月、１月） 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2018年度 就職支援 就職 平成30年度　学内合同企業説明・選考会（９月） 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2018年度 就職支援 就職 平成30年度　学内合同企業説明・選考会（１月） 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 就職支援 就職 平成28年度　学外就職セミナー 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 就職支援 就職 平成29年度　学外就職セミナー 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2014年度 就職支援 就職 平成26年度　企業研究セミナー（提案書選定委員会） 教育推進部学生支援課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2015年度 就職支援 就職 平成27年度　企業研究セミナー（提案書選定委員会） 教育推進部学生支援課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 就職支援 就職 平成28年度　企業研究セミナー（提案書選定委員会） 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 就職支援 就職 平成29年度　企業研究セミナー（提案書選定委員会） 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2018年度 就職支援 就職 平成30年度　企業研究セミナー（提案書選定委員会） 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2014年度 就職支援 就職 平成26年度　企業研究セミナー（支出・印刷物） 教育推進部学生支援課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2014年度 就職支援 就職 平成26年度　企業研究セミナー（参加調査票） 教育推進部学生支援課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2015年度 就職支援 就職 平成27年度　企業研究セミナー（参加調査票） 教育推進部学生支援課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 就職支援 就職 平成28年度　企業研究セミナー（参加調査票） 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2014年度 就職支援 就職 平成26年度　企業研究セミナー（企画） 教育推進部学生支援課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2015年度 就職支援 就職 平成27年度　企業研究セミナー（企画） 教育推進部学生支援課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 就職支援 就職 平成28年度　企業研究セミナー（企画） 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 就職支援 就職 平成29年度　企業研究セミナー（企画） 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2018年度 就職支援 就職 平成30年度　企業研究セミナー（企画） 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 就職支援 就職 平成28年度　業界研究セミナー 1/2 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 就職支援 就職 平成28年度　業界研究セミナー 2/2 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 就職支援 就職 平成28年度　業界研究セミナー アンケート集計結果 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 就職支援 就職 平成29年度　業界研究セミナー アンケート集計結果 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄

2014年度 就職支援
インターン

シップ
平成26年度　インターンシップ（報告書） 教育推進部学生支援課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄

2015年度 就職支援
インターン

シップ
平成27年度　インターンシップ（報告書） 教育推進部学生支援課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄

2016年度 就職支援
インターン

シップ
平成28年度　インターンシップ（報告書） 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄

2017年度 就職支援
インターン

シップ
平成29年度　インターンシップ（報告書） 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄

2018年度 就職支援
インターン

シップ
平成30年度　インターンシップ（報告書） 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄

2016年度 就職支援
インターン

シップ
平成28年度　インターンシップ（事前研修会） 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄

2017年度 就職支援
インターン

シップ
平成29年度　インターンシップ（事前研修会） 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄

2016年度 就職支援
インターン

シップ
平成28年度　インターンシップ（事後研修会） 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄

2018年度 就職支援
インターン

シップ
平成30年度　インターンシップ（事後研修会） 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄

2018年度 就職支援
インターン

シップ
平成30年度　インターンシップセミナー 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄

2016年度 就職支援
インターン

シップ
平成28年度　インターンシップ（申請） 1 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄

2017年度 就職支援
インターン

シップ
平成29年度　インターンシップ（申請） 1 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄

2018年度 就職支援
インターン

シップ
平成30年度　インターンシップ（申請） 1 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄

2016年度 就職支援
インターン

シップ
平成28年度　インターンシップ（申請） 2 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄

2017年度 就職支援
インターン

シップ
平成29年度　インターンシップ（申請） 2 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄

2018年度 就職支援
インターン

シップ
平成30年度　インターンシップ（申請） 2 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄

2017年度 就職支援
インターン

シップ
平成29年度　インターンシップ（申請） 3 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄

2018年度 就職支援
インターン

シップ
平成30年度　インターンシップ（申請） 3 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄

2018年度 就職支援
インターン

シップ
平成30年度　インターンシップ（調査関係） 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄

2016年度 就職支援
インターン

シップ
平成28年度　インターンシップ（受入先企業学生用） 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄

2017年度 就職支援
インターン

シップ
平成29年度　インターンシップ（受入先企業学生用） 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄

2018年度 就職支援
インターン

シップ
平成30年度　インターンシップ（受入先企業学生用） 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
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2017年度 就職支援
インターン

シップ
平成29年度　インターンシップ（情報交換会） 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄

2018年度 就職支援
インターン

シップ
平成30年度　インターンシップ（情報交換会） 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄

2016年度 就職支援
インターン

シップ
平成28年度　名大枠インターンシップ 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄

2017年度 就職支援
インターン

シップ
平成29年度　名大枠インターンシップ 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄

2016年度 就職支援
インターン

シップ
平成28年度　東海地域インターンシップ協議会 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄

2017年度 就職支援
インターン

シップ
平成29年度　東海地域インターンシップ協議会 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄

2018年度 就職支援
インターン

シップ
平成30年度　東海地域インターンシップ協議会 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄

2016年度 就職支援
インターン

シップ
平成28年度　インターンシップ（受入先企業） 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄

2017年度 就職支援
インターン

シップ
平成29年度　インターンシップ（受入先企業） 1/2 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄

2017年度 就職支援
インターン

シップ
平成29年度　インターンシップ（受入先企業） 2/2 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄

2018年度 就職支援
インターン

シップ
平成30年度　インターンシップ（受入先企業） 1 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄

2014年度 就職支援 その他 平成26年度　学割証 教育推進部学生支援課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2015年度 就職支援 その他 平成27年度　学割証 教育推進部学生支援課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 就職支援 その他 平成28年度　学割証 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 就職支援 その他 平成29年度　学割証 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2018年度 就職支援 その他 平成30年度　学割証 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 就職支援 その他 平成28年度　学園だより 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 就職支援 その他 平成29年度　学園だより 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2015年度 就職支援 就職 平成27年度　求人情報管理システム 教育推進部学生支援課長 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 就職支援 就職 平成28年度　OBOG名簿 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 就職支援 就職 平成29年度　OBOG名簿 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2018年度 就職支援 就職 平成30年度　OBOG名簿 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 就職支援 就職 平成29年度　留学生就職促進プログラム1 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 15年 2033/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2018年度 就職支援 就職 平成30年度　留学生就職促進プログラム1 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 15年 2034/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2017年度 就職支援 就職 平成29年度　留学生就職促進プログラム2 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 15年 2033/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2018年度 就職支援 就職 平成30年度　留学生就職促進プログラム2 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 15年 2034/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2017年度 就職支援 就職 平成29年度　留学生就職促進プログラム　予算 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 15年 2033/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2018年度 就職支援 就職 平成30年度　留学生就職促進プログラム　予算 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 15年 2034/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2017年度 就職支援 就職 平成29年度　留学生就職促進プログラム　奨学金 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 15年 2033/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2018年度 就職支援 就職 平成30年度　留学生就職促進プログラム　奨学金 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 15年 2034/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2018年度 就職支援 就職 平成30年度　留学生就職促進プログラム　アンケート 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2017年度 就職支援 就職 平成29年度　愛岐留学生就職支援コンソーシアム 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 15年 2033/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2018年度 就職支援 就職 平成30年度　愛岐留学生就職支援コンソーシアム 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 15年 2034/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2017年度 就職支援 就職 平成29年～　愛岐留学生就職支援ｺﾝｿｰｼｱﾑｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ業務資料 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2017年度 就職支援 就職 平成29年度　キャリアサポート室 教育推進部学生支援課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2017年度 就職支援 就職 平成30年度　キャリアサポート室 運営委員会 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 移管
2016年度 就職支援 就職 平成28年度　日本学生支援機構研修会 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2015年度 就職支援 就職 平成27年度　公務員試験対策講座 教育推進部学生支援課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 就職支援 就職 平成28年度　公務員試験対策講座 教育推進部学生支援課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2018年度 就職支援 就職 平成30年度　名刺交換会 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2018年度 就職支援 就職 平成30年度　OBOG座談会 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2018年度 就職支援 就職 平成30年度　キャリアフォーラム2019 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 留学生支援 行事 全学留学生オリエンテーション 教育推進部学生支援課留学生支援係 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2017年度 留学生支援 行事 全学留学生オリエンテーション 教育推進部学生交流課留学生支援係 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2014年度 留学生支援 調査 各種調査関係 国際部国際学生交流課留学生掛 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2015年度 留学生支援 調査 各種調査関係 教育推進部学生支援課留学生支援係 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2016年度 留学生支援 調査 各種調査関係 教育推進部学生支援課留学生支援係 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2017年度 留学生支援 調査 各種調査関係 教育推進部学生交流課留学生支援係 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2014年度 留学生支援 国費 国費(大学推薦)　特別枠 国際部国際学生交流課留学生掛 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2015年度 留学生支援 国費 国費(大学推薦)　特別枠 教育推進部学生支援課留学生支援係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2016年度 留学生支援 国費 国費(大学推薦)　特別枠 教育推進部学生支援課留学生支援係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2017年度 留学生支援 国費 国費(大学推薦)　特別枠 教育推進部学生交流課留学生支援係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2009年度 留学生支援 国費 国費延長関係 国際部国際学生交流課留学生掛 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 イナバ物置（国際棟隣） 教育推進部学生交流課長 廃棄
2010年度 留学生支援 国費 国費延長関係 国際部国際学生交流課留学生掛 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2011年度 留学生支援 国費 国費延長関係 国際部国際学生交流課留学生掛 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2012年度 留学生支援 国費 国費延長関係 国際部国際学生交流課留学生掛 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2013年度 留学生支援 国費 国費延長関係 国際部国際学生交流課留学生掛 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2014年度 留学生支援 国費 国費延長関係 国際部国際学生交流課留学生掛 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2015年度 留学生支援 国費 国費延長関係 教育推進部学生支援課留学生支援係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2016年度 留学生支援 国費 国費延長関係 教育推進部学生支援課留学生支援係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2017年度 留学生支援 国費 国費延長関係 教育推進部学生交流課留学生支援係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2014年度 留学生支援 政府 政府派遣 国際部国際学生交流課留学生掛 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2015年度 留学生支援 政府 政府派遣 教育推進部学生支援課留学生支援係 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2016年度 留学生支援 政府 政府派遣 教育推進部学生支援課留学生支援係 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2017年度 留学生支援 政府 政府派遣 教育推進部学生交流課留学生支援係 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2009年度 留学生支援 国費 YLP申請書綴 国際部国際学生交流課留学生掛 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務局倉庫（山の上）210 教育推進部学生交流課長 移管
2010年度 留学生支援 国費 国費　YLP　申請書 国際部国際学生交流課留学生掛 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務局倉庫（山の上）211 教育推進部学生交流課長 移管
2012年度 留学生支援 国費 YLP申請書 1/2 国際部国際学生交流課留学生掛 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局倉庫（山の上）209 教育推進部学生交流課長 移管
2012年度 留学生支援 国費 YLP申請書 2/2 国際部国際学生交流課留学生掛 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局倉庫（山の上）209 教育推進部学生交流課長 移管
2013年度 留学生支援 国費 YLP申請書 1/2 国際部国際学生交流課留学生掛 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2013年度 留学生支援 国費 YLP申請書 2/2 国際部国際学生交流課留学生掛 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2014年度 留学生支援 国費 YLP申請書 国際部国際学生交流課留学生掛 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2015年度 留学生支援 国費 YLP申請書 1/2 教育推進部学生支援課留学生支援係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2015年度 留学生支援 国費 YLP申請書 2/2 教育推進部学生支援課留学生支援係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2016年度 留学生支援 国費 YLP申請書 1/2 教育推進部学生支援課留学生支援係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2016年度 留学生支援 国費 YLP申請書 2/2 教育推進部学生支援課留学生支援係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2017年度 留学生支援 国費 YLP申請書 1/2 教育推進部学生交流課留学生支援係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2017年度 留学生支援 国費 YLP申請書類 2/2 教育推進部学生交流課留学生支援係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2009年度 留学生支援 国費 YLP関係 国際部国際学生交流課留学生掛 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務局倉庫（山の上）209 教育推進部学生交流課長 移管
2011年度 留学生支援 国費 YLP関係　2010～2011年度 国際部国際学生交流課留学生掛 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務局倉庫（山の上）209 教育推進部学生交流課長 移管
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2012年度 留学生支援 国費 国費外国人留学生（YLP） 国際部国際学生交流課留学生掛 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局倉庫（山の上）209 教育推進部学生交流課長 移管
2013年度 留学生支援 国費 国費外国人留学生（YLP） 国際部国際学生交流課留学生掛 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2014年度 留学生支援 国費 国費外国人留学生（YLP） 国際部国際学生交流課留学生掛 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2015年度 留学生支援 国費 国費外国人留学生（YLP） 国際部国際学生交流課留学生掛 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2016年度 留学生支援 国費 国費外国人留学生（YLP） 教育推進部学生支援課留学生支援係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2017年度 留学生支援 国費 国費外国人留学生（YLP） 教育推進部学生交流課留学生支援係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2009年度 留学生支援 国費 YLP経費関係 国際部国際学生交流課留学生掛 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務局倉庫（山の上）209 教育推進部学生交流課長 移管
2011年度 留学生支援 国費 YLP経費関係　2010～2011年度 国際部国際学生交流課留学生掛 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務局倉庫（山の上）209 教育推進部学生交流課長 移管
2012年度 留学生支援 国費 国費外国人留学生（YLP経費） 国際部国際学生交流課留学生掛 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局倉庫（山の上）209 教育推進部学生交流課長 移管
2013年度 留学生支援 国費 国費外国人留学生（YLP経費） 国際部国際学生交流課留学生掛 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2014年度 留学生支援 国費 国費外国人留学生（YLP経費） 国際部国際学生交流課留学生掛 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2015年度 留学生支援 国費 国費外国人留学生（YLP経費） 教育推進部学生支援課留学生支援係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2016年度 留学生支援 国費 国費外国人留学生（YLP経費） 教育推進部学生支援課留学生支援係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2017年度 留学生支援 国費 国費外国人留学生（YLP経費） 教育推進部学生交流課留学生支援係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2012年度 留学生支援 国費 国費（国内採用） 国際部国際学生交流課留学生掛 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2013年度 留学生支援 国費 国費（国内採用） 国際部国際学生交流課留学生掛 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2014年度 留学生支援 国費 国費（国内採用） 国際部国際学生交流課留学生掛 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2015年度 留学生支援 国費 国費（国内採用） 教育推進部学生支援課留学生支援係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2013年度 留学生支援 国費 国費外国人留学生（大使館推薦） 国際部国際学生交流課留学生掛 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2014年度 留学生支援 国費 国費外国人留学生（大使館推薦） 国際部国際学生交流課留学生掛 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2015年度 留学生支援 国費 国費外国人留学生（大使館推薦） 教育推進部学生支援課留学生支援係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2016年度 留学生支援 国費 国費外国人留学生（大使館推薦） 教育推進部学生支援課留学生支援係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2017年度 留学生支援 国費 国費外国人留学生（大使館推薦） 教育推進部学生交流課留学生支援係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2014年度 留学生支援 国費 国費外国人留学生（スーパーグローバル大学創生支援事業） 教育推進部学生交流課留学生支援係 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2015年度 留学生支援 国費 国費外国人留学生（スーパーグローバル大学創生支援事業） 教育推進部学生交流課留学生支援係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2016年度 留学生支援 国費 国費外国人留学生（スーパーグローバル大学創生支援事業） 教育推進部学生交流課留学生支援係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2017年度 留学生支援 国費 国費外国人留学生（スーパーグローバル大学創生支援事業） 教育推進部学生交流課留学生支援係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2017年度 留学生支援 国費 国費外国人留学生の優先配置を行う特別プログラム 教育推進部学生交流課留学生支援係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2011年度 留学生支援 G30 大学の国際化のためのネットワーク形成推進事業（G30) 国際部国際学生交流課留学生掛 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2012年度 留学生支援 G30 大学の国際化のためのネットワーク形成推進事業（G30) 国際部国際学生交流課留学生掛 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2012年度 留学生支援 会議 24～国際交流委員会（H29.3.23含む） 国際部国際学生交流課留学生掛 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2013年度 留学生支援 会議 国際交流委員会 国際部国際学生交流課留学生掛 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2014年度 留学生支援 会議 国際交流委員会 国際部国際学生交流課留学生掛 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2015年度 留学生支援 会議 国際交流委員会 国際部国際学生交流課留学生掛 2016/4/1 10年 2024/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2016年度 留学生支援 会議 国際交流委員会 教育推進部学生支援課留学生支援係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2017年度 留学生支援 会議 国際交流委員会 国際部国際学生交流課留学生掛 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2010年度 留学生支援 会議 奨学金採択率均等計算ルール関係　平成22年度～平成25年度 国際部国際学生交流課留学生掛 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2015年度 留学生支援 国費 国費異動関係(H27～Ｈ30） 教育推進部学生交流課留学生支援係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2016年度 留学生支援 国費 日韓共同理工系学部留学生事業協議会（2017年度当番校） 教育推進部学生交流課留学生支援係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2017年度 留学生支援 国費 日韓共同理工系学部留学生事業協議会（2017年度当番校） 教育推進部学生交流課留学生支援係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2017年度 留学生支援 国費 日韓理工系学部留学生給与・協議会 教育推進部学生交流課留学生支援係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2017年度 留学生支援 その他 インド鉄道省 教育推進部学生交流課留学生支援係 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2014年度 留学生支援 その他 雑件 国際部国際学生交流課留学生掛 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2015年度 留学生支援 その他 雑件 教育推進部学生支援課留学生支援係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2016年度 留学生支援 その他 雑件 教育推進部学生支援課留学生支援係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2017年度 留学生支援 その他 雑件1/2 教育推進部学生交流課留学生支援係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2017年度 留学生支援 その他 雑件2/2 教育推進部学生交流課留学生支援係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2016年度 留学生支援 その他 ミャンマーぷらっとフォーム 教育推進部学生支援課留学生支援係 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2017年度 留学生支援 その他 ミャンマーぷらっとフォーム 教育推進部学生交流課留学生支援係 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2014年度 留学生支援 その他 留学コーディネーター配置事業申請 教育推進部学生支援課留学生支援係 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2016年度 留学生支援 その他 日本留学海外拠点連携推進事業（ブラジル）（旧留学コーディネーター配置事業）H28(2016)～ 教育推進部学生支援課留学生支援係 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2012年度 留学生支援 会議 留学生教育交流実施委員会 2012～ 国際部国際学生交流課留学生掛 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2014年度 留学生支援 交流協会 交流協会（在籍簿含む) 国際部国際学生交流課留学生掛 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2009年度 留学生支援 国費 国費級号申請 国際部国際学生交流課留学生掛 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務局倉庫（山の上）216 教育推進部学生交流課長 廃棄
2012年度 留学生支援 国費 異動・級号申請 国際部国際学生交流課留学生掛 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2013年度 留学生支援 国費 異動・級号申請 国際部国際学生交流課留学生掛 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2014年度 留学生支援 国費 異動・級号申請 国際部国際学生交流課留学生掛 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2013年度 留学生支援 国費 日韓理工系学部留学生給与・協議会 国際部国際学生交流課留学生掛 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2014年度 留学生支援 国費 日韓理工系学部留学生給与・協議会 国際部国際学生交流課留学生掛 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2015年度 留学生支援 国費 日韓理工系学部留学生給与・協議会 教育推進部学生支援課留学生支援係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2016年度 留学生支援 国費 日韓理工系学部留学生給与・協議会 教育推進部学生支援課留学生支援係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2013年度 留学生支援 国費 国費(大学推薦)　特別枠 国際部国際学生交流課留学生掛 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2011年度 留学生支援 国費 国費外国人留学生（大使館推薦） 国際部国際学生交流課留学生掛 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2012年度 留学生支援 国費 国費外国人留学生（大使館推薦） 国際部国際学生交流課留学生掛 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2009年度 留学生支援 国費 国費学部留学生 国際部国際学生交流課留学生掛 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務局倉庫（山の上）220 教育推進部学生交流課長 廃棄
2010年度 留学生支援 国費 国費学部留学生 国際部国際学生交流課留学生掛 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2011年度 留学生支援 国費 国費学部留学生 国際部国際学生交流課留学生掛 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2012年度 留学生支援 国費 国費学部留学生関係 国際部国際学生交流課留学生掛 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2013年度 留学生支援 国費 国費学部留学生関係 国際部国際学生交流課留学生掛 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2014年度 留学生支援 国費 国費学部留学生 国際部国際学生交流課留学生掛 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2015年度 留学生支援 国費 国費学部留学生 教育推進部学生支援課留学生支援係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2016年度 留学生支援 国費 国費学部留学生関係 教育推進部学生支援課留学生支援係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2017年度 留学生支援 国費 国費学部留学生関係 教育推進部学生支援課留学生支援係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2015年度 留学生支援 交流協会 交流協会（在籍簿含む) 教育推進部学生支援課留学生支援係 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2016年度 留学生支援 交流協会 交流協会（在籍簿含む) 教育推進部学生支援課留学生支援係 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2017年度 留学生支援 交流協会 交流協会（在籍簿含む) 教育推進部学生交流課留学生支援係 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2015年度 留学生支援 国費 異動・級号申請 教育推進部学生支援課留学生支援係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2016年度 留学生支援 国費 異動・級号申請 教育推進部学生支援課留学生支援係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2017年度 留学生支援 国費 異動・級号申請 教育推進部学生交流課留学生支援係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2016年度 留学生支援 支援 学習奨励費証明書 教育推進部学生支援課留学生支援係 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2017年度 留学生支援 支援 学習奨励費証明書 教育推進部学生交流課留学生支援係 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2016年度 留学生支援 国費 口座開設関連 教育推進部学生支援課留学生支援係 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2017年度 留学生支援 国費 口座開設関連 教育推進部学生交流課留学生支援係 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2016年度 留学生支援 国費 国費外国人留学生在籍確認報告① 教育推進部学生支援課留学生支援係 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2017年度 留学生支援 国費 国費外国人留学生在籍確認報告① 教育推進部学生交流課留学生支援係 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2016年度 留学生支援 国費 国費外国人留学生在籍確認報告② 教育推進部学生支援課留学生支援係 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2017年度 留学生支援 国費 国費外国人留学生在籍確認報告② 教育推進部学生交流課留学生支援係 2018/4/1 3年 2020/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2013年度 留学生支援 調査 日本学生支援機構留学生調査 国際部国際学生交流課留学生掛 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2014年度 留学生支援 調査 日本学生支援機構留学生数調査 国際部国際学生交流課留学生掛 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2015年度 留学生支援 調査 日本学生支援機構留学生数調査 教育推進部学生支援課留学生支援係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2016年度 留学生支援 調査 日本学生支援機構留学生数調査 教育推進部学生支援課留学生支援係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
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2017年度 留学生支援 調査 日本学生支援機構留学生数調査 教育推進部学生支援課留学生支援係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2014年度 留学生支援 支援 学習奨励費　1/2 国際部国際学生交流課留学生掛 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2014年度 留学生支援 支援 学習奨励費　2/2 国際部国際学生交流課留学生掛 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2015年度 留学生支援 支援 学習奨励費　1/2 教育推進部学生支援課留学生支援係 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2015年度 留学生支援 支援 学習奨励費　2/2 教育推進部学生支援課留学生支援係 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2016年度 留学生支援 支援 学習奨励費　1/2 教育推進部学生支援課留学生支援係 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2016年度 留学生支援 支援 学習奨励費　2/2 教育推進部学生支援課留学生支援係 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2017年度 留学生支援 支援 学習奨励費　1/3 教育推進部学生交流課留学生支援係 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2017年度 留学生支援 支援 学習奨励費　2/3 教育推進部学生交流課留学生支援係 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2017年度 留学生支援 支援 学習奨励費　3/3 教育推進部学生交流課留学生支援係 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2016年度 留学生支援 支援 学習奨励費（在籍確認報告） 教育推進部学生支援課留学生支援係 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2017年度 留学生支援 支援 学習奨励費（在籍確認報告） 教育推進部学生交流課留学生支援係 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2010年度 留学生支援 国費 国費帰国旅費関係　2/2 国際部国際学生交流課留学生掛 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2011年度 留学生支援 国費 国費帰国旅費関係　1/2 国際部国際学生交流課留学生掛 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2011年度 留学生支援 国費 国費帰国旅費関係　2/2 国際部国際学生交流課留学生掛 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2014年度 留学生支援 国費 国費帰国旅費関係　1/2 国際部国際学生交流課留学生掛 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2014年度 留学生支援 国費 国費帰国旅費関係　2/2 国際部国際学生交流課留学生掛 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2015年度 留学生支援 国費 国費帰国旅費関係　1/2 教育推進部学生支援課留学生支援係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2016年度 留学生支援 国費 国費帰国旅費関係 教育推進部学生支援課留学生支援係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2017年度 留学生支援 国費 国費帰国旅費関係 教育推進部学生交流課留学生支援係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2016年度 留学生支援 国費 国費留学生給与　10月～ 教育推進部学生支援課留学生支援係 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2017年度 留学生支援 国費 国費留学生給与　10月～ 教育推進部学生交流課留学生支援係 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2016年度 留学生支援 国費 国費留学生給与　４月～ 教育推進部学生支援課留学生支援係 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2017年度 留学生支援 国費 国費留学生給与　４月～ 教育推進部学生交流課留学生支援係 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2016年度 留学生支援 国費 証明書（Ｇ30・国言セ・日韓） 教育推進部学生支援課留学生支援係 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2017年度 留学生支援 国費 証明書（国言セ・日韓） 教育推進部学生交流課留学生支援係 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2016年度 留学生支援 国費 渡日関係 教育推進部学生支援課留学生支援係 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2017年度 留学生支援 国費 渡日関係 教育推進部学生交流課留学生支援係 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2009年度 留学生支援 調査 留学生数調査 国際部国際学生交流課留学生掛 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務局倉庫（山の上）231 教育推進部学生交流課長 移管
2010年度 留学生支援 調査 留学生数調査 国際部国際学生交流課留学生掛 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務局倉庫（山の上）231 教育推進部学生交流課長 移管
2011年度 留学生支援 調査 留学生数調査 国際部国際学生交流課留学生掛 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2012年度 留学生支援 調査 留学生数調査 国際部国際学生交流課留学生掛 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2013年度 留学生支援 調査 留学生数調査 国際部国際学生交流課留学生掛 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2014年度 留学生支援 調査 留学生数調査 国際部国際学生交流課留学生掛 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2015年度 留学生支援 調査 留学生数調査 教育推進部学生支援課留学生支援係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2016年度 留学生支援 調査 留学生数調査 教育推進部学生支援課留学生支援係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2017年度 留学生支援 調査 留学生数調査 教育推進部学生交流課留学生支援係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2016年度 留学生支援 その他 留学生ハンドブック・入学予定者のためのガイドブック 教育推進部学生支援課留学生支援係 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2017年度 留学生支援 その他 留学生ハンドブック・入学予定者のためのガイドブック 教育推進部学生交流課留学生支援係 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2012年度 留学生支援 管理 平成24年度　留学生名簿 国際部国際学生交流課留学生掛 2013/4/1 30年 2033/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2014年度 留学生支援 国費 国費外国人留学生在籍簿 国際部国際学生交流課留学生掛 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2015年度 留学生支援 国費 国費外国人留学生在籍簿 教育推進部学生支援課留学生支援係 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2016年度 留学生支援 国費 国費外国人留学生在籍簿 教育推進部学生支援課留学生支援係 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2017年度 留学生支援 国費 国費外国人留学生在籍簿 教育推進部学生交流課留学生支援係 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2014年度 留学生支援 支援 学習奨励費（在籍簿） 国際部国際学生交流課留学生掛 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2015年度 留学生支援 支援 学習奨励費（在籍簿） 教育推進部学生支援課留学生支援係 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2016年度 留学生支援 支援 学習奨励費（在籍簿） 教育推進部学生支援課留学生支援係 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2017年度 留学生支援 支援 学習奨励費（在籍簿） 教育推進部学生交流課留学生支援係 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2012年度 留学生支援 国費 国費帰国旅費関係　1/2 国際部国際学生交流課留学生掛 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2012年度 留学生支援 国費 国費帰国旅費関係　2/2 国際部国際学生交流課留学生掛 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2013年度 留学生支援 国費 国費政府派遣　学部留学生申請書 国際部国際学生交流課留学生掛 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2014年度 留学生支援 国費 国費政府派遣　学部留学生申請書 国際部国際学生交流課留学生掛 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2015年度 留学生支援 国費 国費政府派遣　学部留学生申請書 教育推進部学生支援課留学生支援係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2016年度 留学生支援 国費 日韓理工系学部留学生申請書 教育推進部学生支援課留学生支援係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2017年度 留学生支援 国費 日韓理工系学部留学生申請書 教育推進部学生交流課留学生支援係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2013年度 留学生支援 国費 日韓共同理工系学部留学生申請書　2007年度～2013年度 国際部国際学生交流課留学生掛 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2014年度 留学生支援 国費 日韓理工系学部留学生申請書 国際部国際学生交流課留学生掛 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2015年度 留学生支援 国費 日韓理工系学部留学生申請書 教育推進部学生支援課留学生支援係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2012年度 留学生支援 国費 日韓理工系学部留学生給与・協議会 国際部国際学生交流課留学生掛 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2013年度 留学生支援 国費 国費（大使館推薦）申請書　1/4 国際部国際学生交流課留学生掛 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2013年度 留学生支援 国費 国費（大使館推薦）申請書　3/4 国際部国際学生交流課留学生掛 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2013年度 留学生支援 国費 国費（大使館推薦）申請書　4/4 国際部国際学生交流課留学生掛 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2015年度 留学生支援 国費 国費（大使館推薦）申請書　1/5 教育推進部学生支援課留学生支援係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2015年度 留学生支援 国費 国費（大使館推薦）申請書　2/5 教育推進部学生支援課留学生支援係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2015年度 留学生支援 国費 国費（大使館推薦）申請書　3/5 教育推進部学生支援課留学生支援係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2015年度 留学生支援 国費 国費（大使館推薦）申請書　4/5 教育推進部学生支援課留学生支援係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2015年度 留学生支援 国費 国費（大使館推薦）申請書　5/5 教育推進部学生支援課留学生支援係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2016年度 留学生支援 国費 国費（大使館推薦）申請書　1/3 教育推進部学生支援課留学生支援係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2016年度 留学生支援 国費 国費（大使館推薦）申請書　2/3 教育推進部学生支援課留学生支援係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2016年度 留学生支援 国費 国費（大使館推薦）申請書　3/3 教育推進部学生支援課留学生支援係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2017年度 留学生支援 国費 国費（大使館推薦）申請書　1/3 教育推進部学生交流課留学生支援係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2017年度 留学生支援 国費 国費（大使館推薦）申請書　2/3 教育推進部学生交流課留学生支援係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2017年度 留学生支援 国費 国費（大使館推薦）申請書　3/3 教育推進部学生交流課留学生支援係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2014年度 留学生支援 国費 国費（大使館推薦）申請書　1/4 国際部国際学生交流課留学生掛 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2014年度 留学生支援 国費 国費（大使館推薦）申請書　2/4 国際部国際学生交流課留学生掛 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2014年度 留学生支援 国費 国費（大使館推薦）申請書　3/4 国際部国際学生交流課留学生掛 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2014年度 留学生支援 国費 国費（大使館推薦）申請書　4/4 国際部国際学生交流課留学生掛 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2014年度 留学生支援 支援 入国管理局との情報交換会・申請取次 教育推進部学生交流課留学生支援係 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2015年度 留学生支援 支援 入国管理局との情報交換会 教育推進部学生交流課留学生支援係 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2015年度 留学生支援 支援 入国管理局　申請取次 教育推進部学生交流課留学生支援係 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2016年度 留学生支援 支援 入国管理局との情報交換会 教育推進部学生交流課留学生支援係 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2016年度 留学生支援 支援 入国管理局　申請取次 教育推進部学生交流課留学生支援係 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2017年度 留学生支援 支援 入国管理局との情報交換会 教育推進部学生交流課留学生支援係 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2014年度 留学生支援 管理 留学生受入開始・終了届出 教育推進部学生交流課留学生支援係 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2015年度 留学生支援 管理 留学生受入開始・終了届出 教育推進部学生交流課留学生支援係 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2016年度 留学生支援 管理 留学生受入開始・終了届出 教育推進部学生交流課留学生支援係 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2017年度 留学生支援 管理 留学生受入開始・終了届出 教育推進部学生交流課留学生支援係 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2014年度 留学生支援 支援 推薦状（特定活動） 教育推進部学生交流課留学生支援係 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2015年度 留学生支援 支援 推薦状（特定活動） 教育推進部学生交流課留学生支援係 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2016年度 留学生支援 支援 推薦状（特定活動） 教育推進部学生交流課留学生支援係 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2017年度 留学生支援 支援 推薦状（特定活動） 教育推進部学生交流課留学生支援係 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
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2012年度 留学生支援 支援 在留資格認定証明書交付申請システム 教育推進部学生交流課留学生支援係 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2014年度 留学生支援 支援 在留資格認定証明書申請 教育推進部学生交流課留学生支援係 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2015年度 留学生支援 支援 在留資格認定証明書申請① 教育推進部学生交流課留学生支援係 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2015年度 留学生支援 支援 在留資格認定証明書申請② 教育推進部学生交流課留学生支援係 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2016年度 留学生支援 支援 在留資格認定証明書申請① 教育推進部学生交流課留学生支援係 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2016年度 留学生支援 支援 在留資格認定証明書申請② 教育推進部学生交流課留学生支援係 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2017年度 留学生支援 支援 在留資格認定証明書申請① 教育推進部学生交流課留学生支援係 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2017年度 留学生支援 支援 在留資格認定証明書申請② 教育推進部学生交流課留学生支援係 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2014年度 留学生支援 管理 個人情報同意書 教育推進部学生交流課留学生支援係 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2015年度 留学生支援 管理 個人情報同意書 教育推進部学生交流課留学生支援係 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2016年度 留学生支援 管理 個人情報同意書 教育推進部学生交流課留学生支援係 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2017年度 留学生支援 管理 個人情報同意書① 教育推進部学生交流課留学生支援係 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2017年度 留学生支援 管理 個人情報同意書② 教育推進部学生交流課留学生支援係 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2016年度 留学生支援 国費 新規渡日国費留学生Ｅチケット控 教育推進部学生支援課留学生支援係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2017年度 留学生支援 国費 新規渡日国費留学生Ｅチケット控 教育推進部学生交流課留学生支援係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2010年度 留学生支援 その他 雑件 国際部国際学生交流課留学生掛 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2011年度 留学生支援 その他 雑件① 国際部国際学生交流課留学生掛 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2011年度 留学生支援 その他 雑件② 国際部国際学生交流課留学生掛 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2012年度 留学生支援 その他 雑件① 国際部国際学生交流課留学生掛 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2012年度 留学生支援 その他 雑② 国際部国際学生交流課留学生掛 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2013年度 留学生支援 その他 雑件 国際部国際学生交流課留学生掛 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2016年度 留学生支援 調査 新入留学生アンケート 教育推進部学生支援課留学生支援係 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2017年度 留学生支援 調査 新入留学生アンケート 教育推進部学生交流課留学生支援係 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2010年度 留学生支援 庶務 留学生相談室 国際部国際学生交流課留学生掛 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2011年度 留学生支援 国費 国費外国人留学生（大学推薦Ｇ30） 国際部国際学生交流課留学生掛 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2013年度 留学生支援 国費 国費外国人留学生（大学推薦Ｇ30） 国際部国際学生交流課留学生掛 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2014年度 留学生支援 行事 留学生を送る夕べ 国際部国際学生交流課留学生掛 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2015年度 留学生支援 行事 留学生を送る夕べ 教育推進部学生支援課留学生支援係 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2016年度 留学生支援 行事 留学生を送る夕べ 教育推進部学生支援課留学生支援係 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2013年度 留学生支援 管理 平成25年度　留学生名簿 国際部国際学生交流課留学生掛 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2014年度 留学生支援 管理 平成26年度　留学生名簿 国際部国際学生交流課留学生掛 2015/4/1 30年 2020/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
1998年度 留学生支援 管理 留学生名簿（平成10年度） 学務部留学生課留学生企画掛 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
1999年度 留学生支援 管理 平成11年度　留学生名簿 学務部留学生課留学生企画掛 2000/4/1 30年 2040/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2000年度 留学生支援 管理 平成十二年度　外国人留学生名簿 学務部留学生課留学生企画掛 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2001年度 留学生支援 管理 外国人留学生名簿　平成十三年度 国際部国際学生交流課留学生掛 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2002年度 留学生支援 管理 平成14年度　外国人留学生名簿 国際部国際学生交流課留学生掛 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2003年度 留学生支援 管理 平成15年度　外国人留学生名簿 国際部国際学生交流課留学生掛 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2004年度 留学生支援 管理 平成16年5月1日現在　留学生名簿 国際部国際学生交流課留学生掛 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2005年度 留学生支援 管理 平成17年度　留学生名簿 国際部国際学生交流課留学生掛 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2006年度 留学生支援 管理 平成18年度　留学生名簿 国際部国際学生交流課留学生掛 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2007年度 留学生支援 管理 平成19年度　留学生名簿 国際部国際学生交流課留学生掛 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2008年度 留学生支援 管理 平成20年度　留学生名簿 国際部国際学生交流課留学生掛 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2009年度 留学生支援 管理 平成21年度　留学生名簿 国際部国際学生交流課留学生掛 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2010年度 留学生支援 管理 平成22年度　留学生名簿 国際部国際学生交流課留学生掛 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2011年度 留学生支援 管理 平成23年度　留学生名簿 国際部国際学生交流課留学生掛 2012/4/1 30年 2020/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
1992年度 留学生支援 管理 留学生名簿（平成４年１１月、平成５年５月） 学務部留学生課留学生企画掛 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
1993年度 留学生支援 管理 留学生名簿（平成５年１１月１日） 学務部留学生課留学生企画掛 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
1993年度 留学生支援 管理 留学生名簿（平成５年５月１日） 学務部留学生課留学生企画掛 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
1994年度 留学生支援 管理 留学生名簿（平成６年） 学務部留学生課留学生企画掛 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
1995年度 留学生支援 管理 留学生数調及び国費外国人留学生台帳 学務部留学生課留学生企画掛 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
1996年度 留学生支援 管理 留学生数調及び国費外国人留学生台帳 学務部留学生課留学生企画掛 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
1997年度 留学生支援 管理 平成9年度　留学生名簿 学務部留学生課留学生企画掛 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2014年度 留学生支援 行事 新入留学生歓迎懇談会 教育推進部学生支援課留学生支援係 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2015年度 留学生支援 行事 新入留学生歓迎懇談会 教育推進部学生支援課留学生支援係 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2016年度 留学生支援 行事 新入留学生歓迎懇談会 教育推進部学生支援課留学生支援係 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2015年度 留学生支援 その他 G30大学院（旧：国際拠点整備事業による奨学金） 教育推進部学生支援課留学生支援係 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2014年度 留学生支援 その他 G30大学院（旧：国際拠点整備事業による奨学金） 教育推進部学生支援課留学生支援係 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2009年度 留学生支援 会議 奨学金採択率均等計算ルール関係綴　平成18～平成21年度 国際部国際学生交流課留学生掛 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務局倉庫（山の上）232 教育推進部学生交流課長 廃棄
2009年度 留学生支援 国費 国費　政府派遣　学部留学生申請書 国際部国際学生交流課留学生掛 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務局倉庫（山の上）222 教育推進部学生交流課長 廃棄
2010年度 留学生支援 国費 国費政府派遣　学部留学生申請書 国際部国際学生交流課留学生掛 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務局倉庫（山の上）222 教育推進部学生交流課長 廃棄
2011年度 留学生支援 国費 国費政府派遣　学部留学生申請書 国際部国際学生交流課留学生掛 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務局倉庫（山の上）222 教育推進部学生交流課長 廃棄
2012年度 留学生支援 国費 国費政府派遣　学部留学生申請書 国際部国際学生交流課留学生掛 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局倉庫（山の上）222 教育推進部学生交流課長 廃棄
2011年度 留学生支援 国費 日韓理工系学部留学生給与・協議会 国際部国際学生交流課留学生掛 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務局倉庫（山の上）229 教育推進部学生交流課長 廃棄
2009年度 留学生支援 その他 雑件 国際部国際学生交流課留学生掛 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務局倉庫（山の上）223 教育推進部学生交流課長 廃棄

留学生支援 会議 留学生専門委員会　1～8 国際部国際学生交流課留学生掛 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 イナバ物置（国際棟隣） 教育推進部学生交流課長 移管
留学生支援 会議 留学生専門委員会　20～33 国際部国際学生交流課留学生掛 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 イナバ物置（国際棟隣） 教育推進部学生交流課長 移管
留学生支援 会議 留学生専門委員会　34～41 国際部国際学生交流課留学生掛 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 イナバ物置（国際棟隣） 教育推進部学生交流課長 移管
留学生支援 会議 留学生専門委員会　9～19 国際部国際学生交流課留学生掛 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 イナバ物置（国際棟隣） 教育推進部学生交流課長 移管
留学生支援 会議 留学生専門委員会　第44回～第49回　留学生課 国際部国際学生交流課留学生掛 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 イナバ物置（国際棟隣） 教育推進部学生交流課長 移管
留学生支援 会議 留学生専門委員会　第50回～第55回　留学生課 国際部国際学生交流課留学生掛 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 イナバ物置（国際棟隣） 教育推進部学生交流課長 移管
留学生支援 会議 留学生専門委員会　第56回～第62回　留学生課 国際部国際学生交流課留学生掛 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 イナバ物置（国際棟隣） 教育推進部学生交流課長 移管
留学生支援 会議 留学生専門委員会　第63回～第71回　綴 国際部国際学生交流課留学生掛 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 イナバ物置（国際棟隣） 教育推進部学生交流課長 移管
留学生支援 会議 留学生専門委員会　第72回～第79回　綴 国際部国際学生交流課留学生掛 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 イナバ物置（国際棟隣） 教育推進部学生交流課長 移管
留学生支援 会議 留学生専門委員会　第80回～第86回　綴 国際部国際学生交流課留学生掛 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 イナバ物置（国際棟隣） 教育推進部学生交流課長 移管

2009年度 留学生支援 庶務 19～21　留学生相談室 国際部国際学生交流課留学生掛 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務局倉庫（山の上）231 教育推進部学生交流課長 廃棄
2009年度 留学生支援 国費 国費（国内採用） 国際部国際学生交流課留学生掛 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務局倉庫（山の上）218 教育推進部学生交流課長 廃棄
2011年度 留学生支援 国費 国費外国人留学生（国内採用） 国際部国際学生交流課留学生掛 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務局倉庫（山の上）219 教育推進部学生交流課長 廃棄
2013年度 留学生支援 国費 国費外国人留学生（大学推薦）　一般枠・地球規模枠・日本語日本文化 国際部国際学生交流課留学生掛 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2012年度 留学生支援 国費 国費外国人留学生（大学推薦）　一般枠・日本語日本文化 国際部国際学生交流課留学生掛 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局倉庫（山の上）221 教育推進部学生交流課長 廃棄
2014年度 留学生支援 国費 国費外国人留学生（大学推薦）　一般枠・日本語日本文化 国際部国際学生交流課留学生掛 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2015年度 留学生支援 国費 国費外国人留学生（大学推薦） 教育推進部学生支援課留学生支援係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2016年度 留学生支援 国費 国費外国人留学生（大学推薦） 教育推進部学生支援課留学生支援係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2017年度 留学生支援 国費 国費外国人留学生（大学推薦） 教育推進部学生交流課留学生支援係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2010年度 留学生支援 国費 国費(大学推薦)　特別枠 国際部国際学生交流課留学生掛 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務局倉庫（山の上）221 教育推進部学生交流課長 廃棄
2011年度 留学生支援 国費 国費(大学推薦)　特別枠 国際部国際学生交流課留学生掛 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務局倉庫（山の上）221 教育推進部学生交流課長 廃棄
2012年度 留学生支援 国費 国費(大学推薦)　特別枠 国際部国際学生交流課留学生掛 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局倉庫（山の上）222 教育推進部学生交流課長 廃棄
2009年度 留学生支援 国費 国費(大学推薦)　日本語・日本文化研修留学生 国際部国際学生交流課留学生掛 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務局倉庫（山の上）219 教育推進部学生交流課長 廃棄
2011年度 留学生支援 国費 22・23　国費(大学推薦)　日本語・日本文化研修留学生 国際部国際学生交流課留学生掛 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務局倉庫（山の上）220 教育推進部学生交流課長 廃棄
2009年度 留学生支援 国費 国費（大学推薦）（研究留学生G３０枠） 国際部国際学生交流課留学生掛 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務局倉庫（山の上）219 教育推進部学生交流課長 廃棄
2010年度 留学生支援 国費 国費（大学推薦）（研究留学生G３０枠） 国際部国際学生交流課留学生掛 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務局倉庫（山の上）220 教育推進部学生交流課長 廃棄
2012年度 留学生支援 国費 国費外国人留学生（大学推薦G３０） 国際部国際学生交流課留学生掛 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局倉庫（山の上）221 教育推進部学生交流課長 廃棄
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2009年度 留学生支援 国費 国費（大学推薦）（研究留学生一般枠） 国際部国際学生交流課留学生掛 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務局倉庫（山の上）219 教育推進部学生交流課長 廃棄
2011年度 留学生支援 国費 22・23　国費（大学推薦）（研究留学生一般枠・アジア共生枠） 国際部国際学生交流課留学生掛 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務局倉庫（山の上）220 教育推進部学生交流課長 廃棄
2009年度 留学生支援 国費 国費（大使館推薦） 国際部国際学生交流課留学生掛 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務局倉庫（山の上）228 教育推進部学生交流課長 廃棄
2010年度 留学生支援 国費 国費外国人留学生（大使館推薦） 国際部国際学生交流課留学生掛 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務局倉庫（山の上）227 教育推進部学生交流課長 廃棄
2009年度 留学生支援 国費 国費（大使館推薦）　他大学日本語研修 国際部国際学生交流課留学生掛 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務局倉庫（山の上）223 教育推進部学生交流課長 廃棄
2009年度 留学生支援 国費 国費　大使館推薦　申請書1/4 国際部国際学生交流課留学生掛 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務局倉庫（山の上）224 教育推進部学生交流課長 廃棄
2009年度 留学生支援 国費 国費　大使館推薦　申請書2/4 国際部国際学生交流課留学生掛 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務局倉庫（山の上）224 教育推進部学生交流課長 廃棄
2009年度 留学生支援 国費 国費　大使館推薦　申請書3/4 国際部国際学生交流課留学生掛 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務局倉庫（山の上）224 教育推進部学生交流課長 廃棄
2009年度 留学生支援 国費 国費　大使館推薦　申請書4/4 国際部国際学生交流課留学生掛 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務局倉庫（山の上）223 教育推進部学生交流課長 廃棄
2010年度 留学生支援 国費 国費　大使館推薦　申請書1/4 国際部国際学生交流課留学生掛 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務局倉庫（山の上）228 教育推進部学生交流課長 廃棄
2010年度 留学生支援 国費 国費　大使館推薦　申請書2/4 国際部国際学生交流課留学生掛 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務局倉庫（山の上）228 教育推進部学生交流課長 廃棄
2010年度 留学生支援 国費 国費　大使館推薦　申請書3/4 国際部国際学生交流課留学生掛 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務局倉庫（山の上）228 教育推進部学生交流課長 廃棄
2010年度 留学生支援 国費 国費　大使館推薦　申請書4/4 国際部国際学生交流課留学生掛 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務局倉庫（山の上）229 教育推進部学生交流課長 廃棄
2012年度 留学生支援 国費 国費（大使館推薦）申請書 1/4 国際部国際学生交流課留学生掛 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局倉庫（山の上）226 教育推進部学生交流課長 廃棄
2012年度 留学生支援 国費 国費（大使館推薦）申請書 2/4 国際部国際学生交流課留学生掛 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局倉庫（山の上）227 教育推進部学生交流課長 廃棄
2012年度 留学生支援 国費 国費（大使館推薦）申請書 3/4 国際部国際学生交流課留学生掛 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局倉庫（山の上）227 教育推進部学生交流課長 廃棄
2012年度 留学生支援 国費 国費（大使館推薦）申請書 4/4 国際部国際学生交流課留学生掛 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局倉庫（山の上）227 教育推進部学生交流課長 廃棄
2013年度 留学生支援 国費 国費（大使館推薦）申請書　2/4 国際部国際学生交流課留学生掛 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2011年度 留学生支援 国費 国費（大使館推薦）申請書　1/3 国際部国際学生交流課留学生掛 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務局倉庫（山の上）226 教育推進部学生交流課長 廃棄
2011年度 留学生支援 国費 国費（大使館推薦）申請書　2/3 国際部国際学生交流課留学生掛 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務局倉庫（山の上）226 教育推進部学生交流課長 廃棄
2011年度 留学生支援 国費 国費（大使館推薦）申請書　3/3 国際部国際学生交流課留学生掛 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務局倉庫（山の上）229 教育推進部学生交流課長 廃棄
2012年度 留学生支援 国費 H19～24　国費外国人留学生(研究留学生)の優先配置を行う特別プログラム 教育推進部学生支援課留学生支援係 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2016年度 留学生支援 国費 H25～28　国費外国人留学生(研究留学生)の優先配置を行う特別プログラム 教育推進部学生支援課留学生支援係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2017年度 留学生支援 国費 H29　国費外国人留学生(研究留学生)の優先配置を行う特別プログラム 教育推進部学生支援課留学生支援係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2018年度 留学生支援 国費 H30　国費外国人留学生(研究留学生)の優先配置を行う特別プログラム 教育推進部学生支援課留学生支援係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2011年度 留学生支援 国費 国費外国人留学生(研究留学生)の優先配置を行う特別プログラム（2007～2011） 国際部国際学生交流課留学生掛 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2010年度 留学生支援 国費 日韓理工系学部留学生給与・協議会 国際部国際学生交流課留学生掛 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務局倉庫（山の上）229 教育推進部学生交流課長 廃棄
2016年度 留学生支援 行事 留学フェア 教育推進部学生交流課留学生支援係 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2017年度 留学生支援 行事 留学フェア 教育推進部学生交流課留学生支援係 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2016年度 留学生支援 行事 平成２８年度外国人学生のための進学説明会 教育推進部学生交流課留学生支援係 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2011年度 留学生支援 会議 学術交流専門委員会綴　第１回～ 国際部国際学生交流課留学生掛 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 イナバ物置（国際棟隣） 教育推進部学生交流課長 移管
2017年度 留学生支援 行事 平成２９年度外国人学生のための進学説明会 教育推進部学生交流課留学生支援係 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2016年度 留学生支援 会議 国際機構会議 教育推進部学生交流課留学生支援係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2017年度 留学生支援 会議 国際機構会議 教育推進部学生交流課留学生支援係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2017年度 留学生支援 会議 国際教育交流本部　国際教育交流センター・教育交流部門会議 教育推進部学生交流課留学生支援係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2017年度 留学生支援 会議 G30入試実施委員長会議 教育推進部学生交流課留学生支援係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2017年度 留学生支援 会議 安全保障輸出管理連絡会 教育推進部学生交流課留学生支援係 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2016年度 留学生支援 国費 H19～H27 国費外国人留学生　学業成績・出席状況等報告 教育推進部学生交流課留学生支援係 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2016年度 留学生支援 国費 国費外国人留学生　学業成績・出席状況等報告 教育推進部学生交流課留学生支援係 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2012年度 留学生支援 国費 国費外国人留学生　旅費支給・検定料関係 国際部国際学生交流課留学生掛 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2018年度 留学生 調査 各種調査関係 教育推進部学生交流課留学生支援係 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生交流課事務室内 教育推進部学生交流課長 移管
2018年度 留学生 国費 国費(大学推薦)　特別枠 教育推進部学生交流課留学生支援係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 学生交流課事務室内 教育推進部学生交流課長 廃棄
2018年度 留学生 会議 国際交流委員会 教育推進部学生交流課留学生支援係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2018年度 留学生 国費 国費外国人留学生（大学推薦） 教育推進部学生交流課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 学生交流課事務室内 教育推進部学生交流課長 廃棄
2018年度 留学生 会議 国際機構会議 教育推進部学生交流課留学生支援係 2019/4/1 10年 2023/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2018年度 留学生支援 会議 国際機構　国際機構国際教育交流センター教育交流部門会議 教育推進部学生交流課留学生支援係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2018年度 留学生 会議 G30入試実施委員長会議 教育推進部学生交流課留学生支援係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2018年度 留学生 行事 全学留学生オリエンテーション 教育推進部学生交流課留学生支援係 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生交流課事務室内 教育推進部学生交流課長 廃棄
2018年度 留学生 国費 国費延長関係 教育推進部学生交流課留学生支援係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 学生交流課事務室内 教育推進部学生交流課長 廃棄
2018年度 留学生 政府 政府派遣 教育推進部学生交流課留学生支援係 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生交流課事務室内 教育推進部学生交流課長 廃棄
2018年度 留学生 国費 YLP申請書類 教育推進部学生交流課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 学生交流課事務室内 教育推進部学生交流課長 移管
2018年度 留学生 国費 国費外国人留学生（YLP） 教育推進部学生交流課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 学生交流課事務室内 教育推進部学生交流課長 移管
2018年度 留学生 国費 国費外国人留学生（YLP経費） 教育推進部学生交流課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 学生交流課事務室内 教育推進部学生交流課長 移管
2018年度 留学生 国費 国費外国人留学生（大使館推薦） 教育推進部学生交流課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 学生交流課事務室内 教育推進部学生交流課長 廃棄
2018年度 留学生 国費 国費外国人留学生（スーパーグローバル大学創生支援事業） 教育推進部学生交流課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 学生交流課事務室内 教育推進部学生交流課長 廃棄
2018年度 留学生 国費 日韓理工系学部留学生給与・評議会 教育推進部学生交流課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 学生交流課事務室内 教育推進部学生交流課長 廃棄
2018年度 留学生 その他 雑件 教育推進部学生交流課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 学生交流課事務室内 教育推進部学生交流課長 廃棄
2018年度 留学生 国費 国費学部留学生関係 教育推進部学生支援課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2018年度 留学生 交流協会 交流協会（在籍簿含む) 教育推進部学生交流課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生交流課事務室内 教育推進部学生交流課長 廃棄
2018年度 留学生 国費 異動・級号申請 教育推進部学生交流課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 学生交流課事務室内 教育推進部学生交流課長 廃棄
2018年度 留学生 国費 国費外国人留学生在籍確認報告① 教育推進部学生交流課長 2019/4/1 3年 2020/3/31 紙 学生交流課事務室内 教育推進部学生交流課長 廃棄
2018年度 留学生 国費 国費帰国旅費関係 教育推進部学生交流課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 学生交流課事務室内 教育推進部学生交流課長 廃棄
2018年度 留学生 国費 国費留学生給与　４月～ 教育推進部学生交流課長 2019/4/1 3年 2020/3/31 紙 学生交流課事務室内 教育推進部学生交流課長 廃棄
2018年度 留学生 国費 証明書（国言セ・日韓） 教育推進部学生交流課長 2019/4/1 3年 2020/3/31 紙 学生交流課事務室内 教育推進部学生交流課長 廃棄
2018年度 留学生 調査 留学生数調査 教育推進部学生交流課留学生支援係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 学生交流課事務室内 教育推進部学生交流課長 移管
2018年度 留学生 国費 国費外国人留学生在籍簿 教育推進部学生交流課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生交流課事務室内 教育推進部学生交流課長 廃棄
2018年度 留学生 調査 新入留学生アンケート 教育推進部学生交流課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生交流課事務室内 教育推進部学生交流課長 廃棄
2018年度 留学生 国費 国費（大使館推薦）申請書　1/3 教育推進部学生交流課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 学生交流課事務室内 教育推進部学生交流課長 廃棄
2018年度 留学生 国費 国費（大使館推薦）申請書　2/3 教育推進部学生交流課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 学生交流課事務室内 教育推進部学生交流課長 廃棄
2018年度 留学生 国費 国費（大使館推薦）申請書　3/3 教育推進部学生交流課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 学生交流課事務室内 教育推進部学生交流課長 廃棄
2017年度 法人文書 教育推進部学生交流課留学生支援係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 学生交流課事務室内 教育推進部学生交流課長 移管
2018年度 留学生 国費 国費外国人留学生の優先配置を行う特別プログラム 教育推進部学生交流課留学生支援係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 学生交流課事務室内 教育推進部学生交流課長 廃棄
2018年度 留学生 国費 国費外国人留学生在籍確認報告② 教育推進部学生交流課長 2019/4/1 3年 2020/3/31 紙 学生交流課事務室内 教育推進部学生交流課長 廃棄
2018年度 留学生 国費 国費留学生給与　10月～ 教育推進部学生交流課長 2019/4/1 3年 2020/3/31 紙 学生交流課事務室内 教育推進部学生交流課長 廃棄
2017年度 留学生 国費 国費外国人留学生　学業成績・出席状況等報告 教育推進部学生交流課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生交流課事務室内 教育推進部学生交流課長 廃棄
2018年度 留学生支援 支援 学習奨励費（在籍簿） 教育推進部学生交流課留学生支援係 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生交流課事務室内 教育推進部学生交流課長 廃棄
2018年度 留学生支援 支援 学習奨励費（在籍確認報告） 教育推進部学生交流課留学生支援係 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生交流課事務室内 教育推進部学生交流課長 廃棄
2018年度 留学生支援 支援 学習奨励費　1/2 教育推進部学生交流課留学生支援係 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生交流課事務室内 教育推進部学生交流課長 廃棄
2018年度 留学生支援 支援 学習奨励費　2/2 教育推進部学生交流課留学生支援係 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生交流課事務室内 教育推進部学生交流課長 廃棄
2018年度 留学生支援 支援 学習奨励費　受給者証明書 教育推進部学生交流課留学生支援係 2019/4/1 3年 2020/3/31 紙 学生交流課事務室内 教育推進部学生交流課長 廃棄
2018年度 留学生 行事 留学フェア 教育推進部学生交流課長 2019/4/1 3年 2020/3/31 紙 学生交流課事務室内 教育推進部学生交流課長 廃棄
2018年度 留学生 行事 外国人学生のための進学説明会 教育推進部学生交流課長 2019/4/1 3年 2020/3/31 紙 学生交流課事務室内 教育推進部学生交流課長 廃棄
2018年度 学生交流 管理 30発注書（購入等確認書） 教育推進部学生交流課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 学生交流課事務室内 教育推進部学生交流課長 廃棄
2015年度 情報 管理 NOIS委員①（平成23年度～27年度） 教育推進部学生交流課 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生交流課事務室内 教育推進部学生交流課長 廃棄
2016年度 情報 管理 NOIS委員（平成28年度） 教育推進部学生交流課 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生交流課事務室内 教育推進部学生交流課長 廃棄
2017年度 情報 管理 NOIS委員（平成29年度） 教育推進部学生交流課 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生交流課事務室内 教育推進部学生交流課長 廃棄
2018年度 情報 管理 NOIS委員（平成30年度） 教育推進部学生交流課 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生交流課事務室内 教育推進部学生交流課長 廃棄
2018年度 留学生 調査 日本学生支援機構留学生数調査 教育推進部学生支援課留学生支援係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 学生交流課事務室内 教育推進部学生交流課長 廃棄
2014年度 留学生 会議 奨学金採択率均等計算ルール関係 国際部国際学生交流課留学生掛 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2015年度 留学生 会議 奨学金採択率均等計算ルール関係 国際部国際学生交流課留学生掛 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2016年度 留学生 会議 奨学金採択率均等計算ルール関係 国際部国際学生交流課留学生掛 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
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2017年度 留学生 会議 奨学金採択率均等計算ルール関係 国際部国際学生交流課留学生支援係 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2018年度 留学生 会議 奨学金採択率均等計算ルール関係 国際部国際学生交流課留学生支援係 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 学生支援課事務室内 教育推進部学生支援課長 廃棄
2010年度 留学生 国費 異動・級号申請 2/2 国際部国際学生交流課留学生支援係 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 山の上倉庫 教育推進部学生交流課長 廃棄
2011年度 留学生 国費 異動・級号申請 2/2 国際部国際学生交流課留学生支援係 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 山の上倉庫 教育推進部学生交流課長 廃棄
2010年度 留学生 国費 級号申請　1/2 国際部国際学生交流課留学生支援係 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 山の上倉庫 教育推進部学生交流課長 廃棄
2009年度 留学生 国費 国費帰国旅費関係 1/2 国際部国際学生交流課 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 山の上倉庫 教育推進部学生交流課長 廃棄
2010年度 留学生 国費 国費帰国旅費関係 1/2 国際部国際学生交流課 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 山の上倉庫 教育推進部学生交流課長 廃棄
2009年度 留学生 国費 日韓学部学生関係 教育推進部学生交流課 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 山の上倉庫 教育推進部学生交流課長 廃棄
2018年度 留学生 国費 国費政府派遣　学部留学生　申請書 教育推進部学生交流課 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 学生交流課事務室内 教育推進部学生交流課長 廃棄
2015年度 留学生支援 国費 新規渡日国費留学生Ｅチケット控 教育推進部学生支援課留学生支援係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2018年度 留学生支援 国費 新規渡日国費留学生Ｅチケット控 教育推進部学生交流課留学生支援係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2018年度 留学生支援 国費 UFJ銀行口座開設 教育推進部学生交流課留学生支援係 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2018年度 留学生支援 国費 渡日関係 教育推進部学生交流課留学生支援係 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2018年度 留学生支援 支援 入国管理局との情報交換会 教育推進部学生交流課留学生支援係 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2018年度 留学生支援 管理 留学生受入開始・終了届出 教育推進部学生交流課留学生支援係 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2018年度 留学生支援 支援 推薦状（特定活動） 教育推進部学生交流課留学生支援係 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2018年度 留学生支援 支援 在留資格認定証明書申請① 教育推進部学生交流課留学生支援係 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2018年度 留学生支援 支援 在留資格認定証明書申請② 教育推進部学生交流課留学生支援係 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2018年度 留学生支援 管理 個人情報同意書① 教育推進部学生交流課留学生支援係 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2018年度 留学生支援 管理 個人情報同意書② 教育推進部学生交流課留学生支援係 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2018年度 留学生支援 会議 安全保障輸出管理連絡会 教育推進部学生交流課留学生支援係 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2018年度 留学生支援 その他 ミャンマーぷらっとフォーム 教育推進部学生交流課留学生支援係 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2018年度 留学生支援 その他 日本留学海外拠点連携推進事業（インド・東京大学）関係 教育推進部学生交流課留学生支援係 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2018年度 留学生支援 その他

日本留学海外拠点連携推進事業
・サブサハラ・アフリカ（北大）
・中東・北アフリカ（九大）
・ロシア・CIS（筑波大・新潟・北大）

教育推進部学生支援課留学生支援係 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2014年度 留学生支援 支援 平成２６年度名古屋大学アメニティハウス食堂 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2018年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

施設 平成３０年　駐車許可申請 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2014年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

研究生 平成２６年度中国政府国家公派研究生項目(出願書類) 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2018年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

受入 平成３０年度　国際教育交流センター証明書控え 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2018年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

受入 平成３０年度NUPACE生受入　国際教育交流センター・国際言語センター 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2017年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

受入 平成２９年度NUPACE生受入　国際教育交流センター 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2013年度 留学生支援 会議 平成２５年度センター会議他 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管

2013年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

会議 平成２５年度愛知県留学生交流推進協議会 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2014年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

会議 平成２６年各種会議資料（国際教育交流センター会議・国際教育交流本部会議等） 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管

2014年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

会議 平成２６年度愛知県留学生交流推進協議会 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管

2014年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

会議 平成２６年度国際教育交流センター全体会議 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管

2014年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

会議 平成２６年度国際教育交流センター全体会議 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管

2014年度 留学生支援 会議 平成２６年度全国国立大学法人留学生センター長及び留学生課長等合同会議 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2014年度 留学生支援 会議 平成２６年度連合第１群会議（評議員選出） 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管

2018年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

会議 平成３０年度愛知県留学生交流推進協議会 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2017年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

会議 平成２９年度愛知県留学生交流推進協議会 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2017年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

会議 平成２９年度各種会議資料 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2018年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

会議 平成３０年度国際教育交流センター全体会議 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2017年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

会議 平成２９年度国際教育交流センター全体会議 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2015年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

会議 平成２７年度愛知県留学生交流推進協議会 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2015年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

会議 平成２７年度各種会議資料（国際教育交流センター会議・国際教育交流本部会議等） 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2015年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

会議 平成２７年度国際教育交流センター全体会議 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2016年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

会議 平成２８年度愛知県留学生交流推進協議会 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2016年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

会議 平成２８年度各種会議資料 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
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2016年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

会議 平成２８年度国際教育交流センター全体会議 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2014年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

外部資金 平成２６年度文化庁受託事業依頼書他 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2014年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

外部資金 平成２６年度文化庁受託事業謝金支払調書 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2014年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

外部資金 平成２６年受託事業出張・派遣依頼 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2014年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

外部資金 平成２６年度 とよた日本語教室会議謝金支払調書 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2014年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

外部資金 平成２６年度受託事業振込依頼書 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2014年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

外部資金 平成２６年度とよた日本語教室講師謝金支払調書 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2014年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

外部資金 平成２６年度とよた日本語教室能力判定会議・試験謝金支払調書 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2014年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

外部資金 平成２６年度受託事業謝金関連　翻訳・通訳 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2009年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

帰国 平成２１年度帰国旅費 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2009年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

帰国 平成２１年度一時帰国・国外旅行届 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2010年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

帰国 平成２２年度帰国旅費 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2010年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

帰国 平成２２年度一時帰国・国外旅行届 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2011年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

帰国 平成２３年度帰国旅費 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2011年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

帰国 平成２３年度一時帰国・国外旅行届 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2012年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

帰国 平成２４年度帰国旅費 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2012年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

帰国 平成２４年度一時帰国・国外旅行届 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2013年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

帰国 平成２５年度帰国旅費 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2013年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

帰国 平成２５年度一時帰国・国外旅行届 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2014年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

帰国 平成２６年度帰国旅費 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2014年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

帰国 平成２６年度一時帰国・国外旅行届 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2015年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

帰国 平成２７年度一時帰国・国外旅行届 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2011年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

帰国 平成２７年度帰国旅費 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2016年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

帰国 平成２８年度一時帰国・国外旅行届 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2016年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

帰国 平成２８年度帰国旅費 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2018年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

帰国 平成３０年度一時帰国・国外旅行届 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2017年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

帰国 平成２９年度一時帰国・国外旅行届 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2013年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

帰国 平成２９年度帰国旅費 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2011年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

支援 平成２３年度地域交流関係 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2011年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

支援 平成２３年度留学生後援会 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
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2006年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

支援 平成１８年度留学生住宅総合補償加入申請書 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2007/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局倉庫（山の上） 教育推進部学生交流課長 廃棄

2007年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

支援 平成１９年度留学生住宅総合補償加入申請書 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2008/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局倉庫（山の上） 教育推進部学生交流課長 廃棄

2008年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

支援 平成２０年度留学生住宅総合補償加入申請書 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2009/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局倉庫（山の上） 教育推進部学生交流課長 廃棄

2009年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

支援 平成２１年度留学生住宅総合補償加入申請書 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2010/4/1 10年 2020/4/1 紙 事務局倉庫（山の上） 教育推進部学生交流課長 廃棄

2010年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

支援 平成２２年度留学生住宅総合補償加入申請書 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2011/4/1 10年 2021/4/1 紙 事務局倉庫（山の上） 教育推進部学生交流課長 廃棄

2011年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

支援 平成２３年度留学生住宅総合補償補償金請求 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2012/4/1 10年 2022/4/1 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2011年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

支援 平成２３年度留学生住宅総合補償加入申請書 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2012/4/1 10年 2022/4/1 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2012年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

支援 平成２４年度加入者名簿 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2013/4/1 10年 2023/4/1 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管

2012年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

支援 平成２４年度留学生後援会 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2012年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

支援 平成２４年度留学生住宅総合補償加入申請書 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2013/4/1 10年 2023/4/1 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2012年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

支援 平成２４年度留学生住宅総合補償更新督促 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2013/4/1 10年 2023/4/1 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2012年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

支援 平成２４年度留学生住宅総合補償補償金請求 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2013/4/1 10年 2023/4/1 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2013年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

支援 平成２５年度加入者名簿 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2014/4/1 10年 2024/4/1 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管

2013年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

支援 平成２５年度留学生後援会 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2013年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

支援 平成２５年度留学生住宅総合補償加入申請書 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2014/4/1 10年 2024/4/1 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2013年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

支援 平成２５年度留学生住宅総合補償更新督促 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2014/4/1 10年 2024/4/1 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2013年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

支援 平成２５年度留学生住宅総合補償補償金請求 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2014/4/1 10年 2024/4/1 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2014年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

支援 平成２６年度愛知県留学生交流推進協議会会計書類（預り金帳簿・諸票関係） 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2014年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

支援 平成２６年度インターンシップ 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2014年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

支援 平成２６年度加入者名簿 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2015/4/1 10年 2025/4/1 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管

2014年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

支援 平成２６年度国際棟ラウンジ掲示物 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2014年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

支援 平成２６年度国際留学生会館入居関係 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2014年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

支援 平成２６年度三大学連携事業（日本語講座） 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2014年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

支援 平成２６年度障害学生支援 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2014年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

支援 平成２６年度服部育英会 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2014年度 留学生支援 支援 平成２６年度地域交流関係 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管

2014年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

支援 平成２６年度留学生後援会 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2014年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

支援 平成２６年度留学生後援会貸付金申込書 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2014年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

支援 平成２６年度留学生住宅総合補償加入申請書 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2015/4/1 10年 2025/4/1 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2014年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

支援 平成２６年度留学生住宅総合補償更新督促 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2015/4/1 10年 2025/4/1 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2014年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

支援 平成２６年度留学生住宅総合補償補償金請求 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2015/4/1 10年 2025/4/1 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄



69 / 84 ページ

作成・取得
年度

大分類 中分類
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

2015年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

支援 平成２７年度加入者名簿 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2016/4/1 10年 2026/4/1 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管

2015年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

支援 平成２７年度国際棟ラウンジ掲示物 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2015年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

支援 平成２７年度留学生後援会 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2015年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

支援 平成２７年度留学生住宅総合補償加入申請書 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2016/4/1 10年 2026/4/1 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2015年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

支援 平成２７年度留学生住宅総合補償更新督促 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2016/4/1 10年 2026/4/1 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2015年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

支援 平成２７年度留学生住宅総合補償補償金請求 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2016/4/1 10年 2026/4/1 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2016年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

支援 平成２８年度加入者名簿 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2017/4/1 10年 2027/4/1 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管

2007年度 学生交流 支援 留学生住宅保証加入申請書 研究協力・国際部国際課短期留学掛 2008/4/1 10年 2028/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 廃棄
2007年度 学生交流 支援 留学生住宅保証加入名簿・異動届 研究協力・国際部国際課短期留学掛 2008/4/1 10年 2028/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 廃棄
2008年度 学生交流 支援 留学生住宅保証加入申請書 国際部国際学生交流課学生交流掛 2009/4/1 10年 2029/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 廃棄
2008年度 学生交流 支援 留学生住宅保証加入名簿・異動届 国際部国際学生交流課学生交流掛 2009/4/1 10年 2029/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 廃棄

2016年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

支援 平成２８年度国際棟ラウンジ掲示物 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2016年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

支援 平成２８年度留学生後援会 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2016年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

支援 平成２８年度留学生住宅総合補償加入申請書 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2017/4/1 10年 2027/4/1 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2016年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

支援 平成２８年度留学生住宅総合補償更新督促 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2017/4/1 10年 2027/4/1 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2016年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

支援 平成２８年度留学生住宅総合補償補償金請求 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2017/4/1 10年 2027/4/1 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2018年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

支援 平成３０年度加入者名簿 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2019/4/1 10年 2029/4/1 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管

2017年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

支援 平成２９年度加入者名簿 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2018/4/1 10年 2028/4/1 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管

2018年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

支援 平成３０年度国際棟ラウンジ掲示物 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2017年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

支援 平成２９年度国際棟ラウンジ掲示物 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2018年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

支援 平成３０年度留学生後援会 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2017年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

支援 平成２９年度留学生後援会 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2018年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

支援 平成２９年度留学生住宅総合補償加入申請書 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2019/4/1 10年 2029/4/1 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2017年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

支援 平成２９年度留学生住宅総合補償加入申請書 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2018/4/1 10年 2028/4/1 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2018年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

支援 平成３０年度留学生住宅総合補償更新督促 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2019/4/1 10年 2029/4/1 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2017年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

支援 平成２９年度留学生住宅総合補償更新督促 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2018/4/1 10年 2028/4/1 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2018年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

支援 平成３０年度留学生住宅総合補償補償金請求 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2019/4/1 10年 2029/4/1 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2017年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

支援 平成２９年度留学生住宅総合補償補償金請求 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2018/4/1 10年 2028/4/1 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2012年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

支援 平成２４年度地域交流関係 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2013年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

支援 平成２５年度三大学連携 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2013年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

支援 平成２５年度三大学連携（日本語）H２５秋～ 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2013年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

支援 平成２５年度三大学連携事業　日本語（週末）講座 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2013年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

支援 平成２５年度地域交流関係 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
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2014年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

支援 平成２６年度三大学連携 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2014年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

支援 平成２６年度三大学連携（日本語）H２６秋～ 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2015年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

支援 平成２７年度三大学連携（日本語）H２７春～ 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2015年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

支援 平成２７年度三大学連携（日本語）H２７秋～ 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2015年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

支援 平成２７年度三大学連携事業　日本語（週末）講座　他？ 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2015年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

支援 平成２７年度地域交流関係 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2015年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

支援 平成２７年度留学生後援会貸付金申込書 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2016年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

支援 平成２８年度三大学連携（日本語）H２７春～ 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2016年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

支援 平成２８年度三大学連携（日本語）H２７秋～ 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2016年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

支援 平成２８年度地域交流関係 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2016年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

支援 平成２８年度留学生後援会貸付金申込書 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2017年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

支援 平成２９年度三大学連携日本語講座 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2017年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

支援 平成２９年度地域交流関係 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2018年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

支援 平成３０年度留学生後援会貸付金申込書 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2017年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

支援 平成２９年度留学生後援会貸付金申込書 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2013年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

式典 平成２５年度開校式 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2013年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

式典 平成２５年度修了式 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2014年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

式典 平成２６年度開講式・修了式 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2015年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

式典 平成２７年度開講式・修了式 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2016年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

式典 平成２８年度開講式・修了式 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2018年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

式典 平成３０年度開講式・修了式 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2017年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

式典 平成２９年度開講式・修了式 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2014年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

施設 平成２６年度休日・夜間の電子錠開閉設定変更申請書 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2014年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

施設 平成２６年度施設使用許可願 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2015年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

施設 平成２７年度施設使用許可願 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2016年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

施設 平成２８年度施設使用許可願 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2018年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

施設 平成３０年度国際棟見回りアルバイト 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2017年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

施設 平成２９年度国際棟見回りアルバイト 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2015年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

施設 平成２７年度休日・夜間の電子錠開閉設定変更申請書 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2014年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

謝金 チューター謝金H26年度後期分 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
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2014年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

謝金 チューター謝金H26年度前期分 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2016年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

謝金 平成２８年度チューター謝金 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2018年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

謝金 平成３０年度チューター謝金 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2017年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

謝金 平成２９年度チューター謝金 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2018年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

宿舎 平成３０年度　本部４号館使用願等綴 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2017年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

宿舎 平成２９年度　本部４号館使用願等綴 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2016年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

宿舎 平成２８年度　本部４号館使用願等綴 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2018年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

宿舎 平成30年度前期募集　通知文書 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2018年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

宿舎 平成30年度後期募集　通知文書 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2017年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

宿舎 平成29年度前期募集　通知文書 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2017年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

宿舎 平成29年度後期募集　通知文書 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2016年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

宿舎 平成28年度前期募集　通知文書 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2016年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

宿舎 平成28年度後期募集　通知文書 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2015年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

宿舎 平成27年度後期募集　通知文書 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2018年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

宿舎 平成３０年度　海外留学支援制度 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2017年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

宿舎 平成２９年度　海外交流制度 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2016年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

宿舎 平成２８年度　海外交流制度 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2015年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

宿舎 平成２７年度　海外交流制度 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2015年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

宿舎 平成２７年度　後期　仮入居　研究者 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2015年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

宿舎 平成２７年度　全期　仮入居　研究者 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2015年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

宿舎 平成２７年度　後期　仮入居　留学生 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2015年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

宿舎 平成２７年度　後期　仮入居　留学生 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2016年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

宿舎 平成２８年度　後期　仮入居　研究者 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2016年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

宿舎 平成２８年度　前期　仮入居　研究者 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2016年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

宿舎 平成２８年度　前期・後期　仮入居　留学生 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2017年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

宿舎 平成２９年度　後期　仮入居　研究者 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2017年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

宿舎 平成２９年度　全期　仮入居　研究者 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2017年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

宿舎 平成２９年度　前期・後期　仮入居　留学生 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2017年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

宿舎 平成２９年度　後期　仮入居　留学生 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2018年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

宿舎 平成３０年度　後期　臨時入居申請（留学生） 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄



72 / 84 ページ

作成・取得
年度

大分類 中分類
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

2018年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

宿舎 平成３０年度　前期　臨時入居申請（留学生） 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2018年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

宿舎 平成３０年度　後期　臨時入居申請（研究者） 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2018年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

宿舎 平成３０年度　前期　臨時入居申請（研究者） 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2018年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

宿舎 平成３０年度　前期　入居者選考綴 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2018年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

宿舎 平成３０年度　後期　入居者選考綴 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2017年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

宿舎 平成２９年度　前期　入居者選考綴 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2017年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

宿舎 平成２９年度　後期　入居者選考綴 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2016年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

宿舎 平成２８年度　前期　入居者選考綴 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2016年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

宿舎 平成２８年度　後期　入居者選考綴 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2015年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

宿舎 平成２７年度　後期　入居者選考綴 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2015年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

宿舎 平成２７年度　前期　入居者選考綴 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2010年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

宿舎 平成２２年度国費留学生宿舎 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2011年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

宿舎 平成２３年度国費留学生宿舎 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2012年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

宿舎 平成２４年度国費留学生宿舎 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2013年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

宿舎 平成２５年度国費留学生宿舎 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2014年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

宿舎 平成２６年度国費留学生宿舎 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2015年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

宿舎 平成２7年度国費留学生宿舎 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2016年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

宿舎 平成２８年度国費留学生宿舎 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2018年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

宿舎 平成３０年度国費留学生宿舎 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2017年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

宿舎 平成２９年度国費留学生宿舎 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2009年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

調査 平成２１年度学生数調べ 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2009年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

調査 平成２２年度学生数調べ 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2011年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

調査 平成２３年度学生数調べ 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2012年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

調査 平成２４年度学生数調べ 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2013年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

調査 平成２５年度学生数調べ 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2014年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

調査 平成２６年度学生数調べ 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2014年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

調査 平成２６年度日本語教育実態調査 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2015年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

調査 平成２７年度日本語教育実態調査 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2016年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

調査 平成２８年度日本語教育実態調査 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2018年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

調査 平成３０年度日本語教育実態調査 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
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2017年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

調査 平成２９年度日本語教育実態調査 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2015年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

調査 平成２７年度学生数調べ 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2016年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

調査 平成２８年度学生数調べ 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2018年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

調査 平成３０年度学生数調べ 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2017年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

調査 平成２９年度学生数調べ 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2015年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

図書 図書関係 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2016年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

図書 図書関係 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2018年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

図書 図書関係 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2017年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

図書 図書関係 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2014年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

図書 蔵書点検 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2014年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

図書 図書所蔵換通知書(減) 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2015/4/1 無期限 - 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管

2014年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

図書 資産除却承認申請書 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2015/4/1 無期限 - 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管

2012年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

図書 図書使用簿（洋書A・和書A） 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2013/4/1 無期限 - 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管

2012年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

図書 図書使用簿（洋書B・和書B） 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2013/4/1 無期限 - 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管

2012年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

図書 図書使用簿（洋書C・和書C） 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2013/4/1 無期限 - 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管

2013年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

図書 図書使用簿 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2014/4/1 無期限 - 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管

2014年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

図書 図書使用簿 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2015/4/1 無期限 - 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管

2015年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

図書 図書使用簿 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2016/4/1 無期限 - 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管

2016年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

図書 図書使用簿 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2017/4/1 無期限 - 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管

2018年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

図書 図書使用簿 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2019/4/1 無期限 - 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管

2017年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

図書 図書使用簿 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2018/4/1 無期限 - 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管

2013年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

図書 平成２５年度国際教育交流本部図書室設置 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2014年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

図書 使用区受入簿 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2015年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

図書 図書伝票 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2016年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

図書 図書伝票 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2018年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

図書 図書伝票 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2017年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

図書 図書伝票 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2014年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

日本語 平成２６年度日本語・日本文化研修生綴り 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2012年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

日本語 平成２４年度日本語研修生綴り 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2013年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

日本語 平成２５年度日本語研修生綴り 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
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2013年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

日本語 平成２５年度日本語・日本文化研修生綴り 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2013年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

日本語 平成２５年度日本語研修生留学生カード 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2013年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

日本語 平成２５年度日本語日本文化研修生留学生カード 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2014年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

日本語 平成２６年度日本語研修生留学生カード 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2014年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

日本語 平成２６年度日本語日本文化研修生留学生カード 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2014年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

日本語 平成２６年度日本語研修生綴り 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2015年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

日本語 平成２７年度日本語研修生綴り 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2015年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

日本語 平成２７年度日本語研修生留学生カード 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2015年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

日本語 平成２７年度日本語日本文化研修生留学生カード 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2015年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

日本語 平成２７年度日本語・日本文化研修生綴り 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2016年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

日本語 平成２８年度日本語研修生綴り 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2016年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

日本語 平成２８年度日本語・日本文化研修生綴り 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2016年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

日本語 平成２８年度日本語研修生留学生カード 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2016年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

日本語 平成２８年度日本語日本文化研修生留学生カード 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2018年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

日本語 平成３０年度日本語研修生綴り 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2017年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

日本語 平成２９年度日本語研修生綴り 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2018年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

日本語 平成３０年度日本語・日本文化研修生綴り 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2017年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

日本語 平成２９年度日本語・日本文化研修生綴り 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2018年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

日本語 平成３０年度日本語研修生留学生カード 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2017年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

日本語 平成２９年度日本語研修生留学生カード 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2018年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

日本語 平成３０年度日本語日本文化研修生留学生カード 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2017年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

日本語 平成２９年度日本語日本文化研修生留学生カード 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2015年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

非常勤 平成２７年度日本語非常勤講師出勤簿 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2016年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

非常勤 平成２８年度日本語非常勤講師出勤簿 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2018年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

非常勤 平成３０年度日本語非常勤講師出勤簿 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2017年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

非常勤 平成２９年度日本語非常勤講師出勤簿 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2009年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

受入 平成２１年度証明書控え 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2010年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

留学生 平成２２年度留学生センター同意書 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2011年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

留学生 平成２３年度留学生センター同意書 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2011年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

留学生 平成２３年度留学生センター同意書 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
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2012年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

行事 平成２４年度留学フェア 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2012年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

留学生 平成２４年度留学生センター同意書 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2012年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

留学生 平成２４年度留学生センター同意書 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2012年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

留学生 平成２４年度留学生各種報告 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2013年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

行事 平成２５年度留学フェア 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2013年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

留学生 平成２５年度留学生センター同意書 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2013年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

留学生 平成２５年度留学生センター同意書 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2016年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

行事 平成２８年度留学フェア 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2016年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

行事 平成２８年度外国人学生のための進学説明会 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2010年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

留学生 平成２２年度留学生各種報告 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2011年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

留学生 平成２3年度留学生各種報告 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2012年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

留学生 平成２４年度留学生受入資料 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2013年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

留学生 平成２５年度留学生受入資料 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2013年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

留学生 平成２５年度留学生各種報告 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2013年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

留学生 平成２５年度留学生名簿 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2014年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

留学生 平成２６年度留学生受入資料 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2014年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

留学生 平成２６年度留学生各種報告 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2014年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

留学生 平成２６年度留学生センター同意書 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2014年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

留学生 平成２６年度留学生名簿 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2014年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

留学生 平成２６年度国費外国人留学生 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2014年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

行事 平成２６年度留学フェア 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2015年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

留学生 平成２７年度国費留学生銀行振込 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2015年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

留学生 平成２７年度留学生センター同意書 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2015年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

留学生 平成２７年度留学生各種報告 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2015年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

行事 平成２７年度ラオス留学フェア参加資料 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2015年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

留学生 平成２７年度留学生受入資料 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2015年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

行事 平成２７年度留学フェア 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2016年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

留学生 平成２８年度留学生センター同意書 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2016年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

留学生 平成２８年度留学生受入資料 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2016年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

留学生 平成２８年度国費留学生銀行振込 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
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2016年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

留学生 平成２８年度留学生各種報告 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2018年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

留学生 平成３０年度留学生受入資料 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2017年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

留学生 平成２９年度留学生受入資料 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2018年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

留学生 平成３０年度国費留学生銀行振込 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2017年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

留学生 平成２９年度国費留学生銀行振込 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2018年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

留学生 平成３０年度留学生センター同意書 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2017年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

留学生 平成２９年度留学生センター同意書 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2018年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

留学生 平成３０年度留学生各種報告 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2017年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

留学生 平成２９年度留学生各種報告 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2014年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

支援 平成２６年度エヌジーケイ留学生基金関係 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2014年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

支援 平成２６年度社員寮 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2016年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

施設 資産管理簿（写）【国際棟・アジア法交流館日本語演習室　資産ラベル貼付分】 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2018年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

施設 平成３０年度休日・夜間の電子錠開閉設定変更申請書 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2017年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

施設 平成２９年度休日・夜間の電子錠開閉設定変更申請書 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2016年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

施設 平成２８年度休日・夜間の電子錠開閉設定変更申請書 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2011年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

受入 平成２３年度学研災 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2012年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

受入 平成２４年度証明証控え 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2012年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

受入 平成２４年度学研災 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2012年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

受入 平成２４年度在籍確認簿 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2013年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

受入 平成２５年度２０１３年度CSC出願書類 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2013年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

受入 平成２５年度学研災 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2013年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

受入 平成２５年度２０１３年度CSC 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2014年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

受入 平成２６年度在籍確認簿 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2009年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

留学生 平成２１年度留学生センター同意書 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2009年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

留学生 平成２１年度留学生各種報告 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2009年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

受入 平成２１年度在籍確認簿 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2010年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

受入 平成２２年度在籍確認簿 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2010年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

受入 平成２２年度証明書控え 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2011年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

受入 平成２３年度在籍確認簿 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2011年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

受入 平成２３年度証明書控え 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
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2012年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

受入 平成２４年度健康診断 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2012年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

受入 平成２４年度　２０１３年中国政府国家建設高水平大学公派研究項目（入学試験によらず博士後期課程に在籍する者） 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2012年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

受入 平成２４年度 中国政府国家公派遣事業① 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2012年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

受入 平成２４年度 中国政府国家公派遣事業② 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2013年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

受入 平成２５年度健康診断 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2013年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

受入 平成２５年度在籍確認簿 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2013年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

受入 平成２５年度証明書控え 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2014年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

受入 平成２６年度学研災 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2014年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

受入 平成２６年度健康診断 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2014年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

受入 平成２６年度証明書控え 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2015年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

受入 平成２７年度学研災 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2015年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

受入 平成２７年度健康診断 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2015年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

受入 平成２７年度在籍確認簿 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2015年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

受入 平成２７年度証明書控え 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2016年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

受入 平成２８年度学研災 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2016年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

受入 平成２８年度健康診断 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2016年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

受入 平成２８年度在籍確認簿 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2016年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

受入 平成２８年度証明書控え 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2018年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

受入 平成３０年度学研災 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2017年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

受入 平成２９年度学研災 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2018年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

受入 平成３０年度健康診断 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2017年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

受入 平成２９年度健康診断 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2018年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

受入 平成３０年度在籍確認簿 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2017年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

受入 平成２９年度在籍確認簿 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2018年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

受入 平成３０年度証明書控え 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2017年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

受入 平成２９年度証明書控え 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2012年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

日本語 平成２４年度全学日本語プログラム 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2013年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

日本語 平成２５年度全学日本語プログラム 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2014年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

日本語 平成２６年度全学日本語プログラム 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2015年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

日本語 平成２７年度全学日本語プログラム 国際部国際学生交流課国際教育支援掛 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
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2016年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

日本語 平成２８年度全学日本語プログラム 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2018年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

日本語 平成３０年度全学日本語プログラム 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2017年度
留学生支援
（旧国際教
育支援係）

日本語 平成２９年度全学日本語プログラム 教育推進部学生交流課国際教育支援係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

2014年度 派遣留学 派遣 中国語研修 教育推進部学生交流課専門職員 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2015年度 派遣留学 派遣 中国語研修 教育推進部学生交流課専門職員 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2016年度 派遣留学 派遣 中国語研修 教育推進部学生交流課専門職員 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2017年度 派遣留学 派遣 中国語研修 教育推進部学生交流課専門職員 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2018年度 派遣留学 派遣 中国語研修 教育推進部学生交流課専門職員 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2014年度 派遣留学 派遣 ドイツ語研修 教育推進部学生交流課専門職員 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2015年度 派遣留学 派遣 ドイツ語研修 教育推進部学生交流課専門職員 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2016年度 派遣留学 派遣 ドイツ語研修 教育推進部学生交流課専門職員 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2017年度 派遣留学 派遣 ドイツ語研修 教育推進部学生交流課専門職員 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2018年度 派遣留学 派遣 ドイツ語研修 教育推進部学生交流課専門職員 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2014年度 派遣留学 派遣 フランス語研修 教育推進部学生交流課専門職員 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2015年度 派遣留学 派遣 フランス語研修 教育推進部学生交流課専門職員 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2016年度 派遣留学 派遣 フランス語研修 教育推進部学生交流課専門職員 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2017年度 派遣留学 派遣 フランス語研修 教育推進部学生交流課専門職員 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2018年度 派遣留学 派遣 フランス語研修 教育推進部学生交流課専門職員 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2015年度 派遣留学 派遣 モナシュ大学英語研修（春） 教育推進部学生交流課専門職員 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2016年度 派遣留学 派遣 モナシュ大学英語研修（春） 教育推進部学生交流課専門職員 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2017年度 派遣留学 派遣 モナシュ大学英語研修（春） 教育推進部学生交流課専門職員 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2018年度 派遣留学 派遣 モナシュ大学英語研修（春） 教育推進部学生交流課専門職員 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2014年度 派遣留学 行事 見学旅行 教育推進部学生交流課専門職員 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2015年度 派遣留学 行事 見学旅行 教育推進部学生交流課専門職員 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2016年度 派遣留学 行事 見学旅行 教育推進部学生交流課専門職員 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2015年度 派遣留学 支援 海外渡航データベース 教育推進部学生交流課専門職員 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2016年度 派遣留学 支援 海外渡航データベース 教育推進部学生交流課専門職員 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2017年度 派遣留学 支援 海外渡航データベース 教育推進部学生交流課専門職員 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2015年度 派遣留学 支援 海外渡航危機管理①② 教育推進部学生交流課専門職員 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2016年度 派遣留学 支援 海外渡航危機管理①② 教育推進部学生交流課専門職員 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2017年度 派遣留学 支援 海外渡航危機管理①② 教育推進部学生交流課専門職員 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2015年度 派遣留学 受入 NUSTEP 教育推進部学生交流課専門職員 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2016年度 派遣留学 受入 NUSTEP 教育推進部学生交流課専門職員 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2017年度 派遣留学 受入 NUSTEP 教育推進部学生交流課専門職員 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2018年度 派遣留学 受入 NUSTEP 教育推進部学生交流課専門職員 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2016年度 派遣留学 受入 吉林大学物理プログラム 教育推進部学生交流課専門職員 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2017年度 派遣留学 受入 吉林大学物理プログラム 教育推進部学生交流課専門職員 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2018年度 派遣留学 受入 吉林大学物理プログラム 教育推進部学生交流課専門職員 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2017年度 派遣留学 受入 名古屋大学・ストラスブール大学・フライブルク大学合同サマースクール 教育推進部学生交流課専門職員 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2016年度 派遣留学 受入 UK-Japan Young Scientist 教育推進部学生交流課専門職員 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2015年度 派遣留学 支援 留学積立金制度 教育推進部学生交流課専門職員 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2016年度 派遣留学 支援 留学積立金制度 教育推進部学生交流課専門職員 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2017年度 派遣留学 支援 留学積立金制度 教育推進部学生交流課専門職員 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2018年度 派遣留学 支援 留学積立金制度・同意・誓約書 教育推進部学生交流課専門職員 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2015年度 派遣留学 支援 留学積立金同意・誓約書 教育推進部学生交流課専門職員 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2016年度 派遣留学 支援 留学積立金同意・誓約書 教育推進部学生交流課専門職員 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2017年度 派遣留学 支援 留学積立金同意・誓約書 教育推進部学生交流課専門職員 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2014年度 派遣留学 行事 日加戦略的留学生交流促進プログラム 教育推進部学生交流課専門職員 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2015年度 派遣留学 行事 日加戦略的留学生交流促進プログラム 教育推進部学生交流課専門職員 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2016年度 派遣留学 行事 日加戦略的留学生交流促進プログラム 教育推進部学生交流課専門職員 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2017年度 派遣留学 行事 日加戦略的留学生交流促進プログラム 教育推進部学生交流課専門職員 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2018年度 派遣留学 行事 日加戦略的留学生交流促進プログラム 教育推進部学生交流課専門職員 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2018年度 学生交流 派遣･受入 30調査 教育推進部学生交流課専門職員 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2016年度 学生交流 受入 28春G30シラバス 教育推進部学生交流課学生交流係 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 C2学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2016年度 学生交流 受入 28秋G30シラバス 教育推進部学生交流課学生交流係 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 C2学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2017年度 学生交流 受入 29春G30シラバス 教育推進部学生交流課学生交流係 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 C2学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2017年度 学生交流 受入 29秋G30シラバス 教育推進部学生交流課学生交流係 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 C2学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2018年度 学生交流 受入 30春G30シラバス 教育推進部学生交流課学生交流係 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 C2学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2018年度 学生交流 受入 30秋G30シラバス 教育推進部学生交流課学生交流係 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 C2学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2012年度 学生交流 受入 24成績処理関係 Autumn 2012 教育推進部学生交流課学生交流係 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 C2学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2015年度 学生交流 受入 27成績処理関係 Spring 2015 教育推進部学生交流課学生交流係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 C2学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2015年度 学生交流 受入 27成績処理関係 Autumn 2015 教育推進部学生交流課学生交流係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 C2学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2016年度 学生交流 受入 28成績処理関係 Spring 2016 教育推進部学生交流課学生交流係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 C2学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2016年度 学生交流 受入 28成績処理関係 Autumn 2016 教育推進部学生交流課学生交流係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 C2学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2017年度 学生交流 受入 29成績処理関係 Spring 2017 教育推進部学生交流課学生交流係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 C2学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2017年度 学生交流 受入 29成績処理関係 Autumn 2017 教育推進部学生交流課学生交流係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 C2学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2018年度 学生交流 受入 30成績処理関係 Spring 2018 教育推進部学生交流課学生交流係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 C2学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2018年度 学生交流 受入 30成績処理関係 Autumn 2018 教育推進部学生交流課学生交流係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 C2学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2010年度 学生交流 派遣 22第二種奨学金 教育推進部学生交流課学生交流係 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 C3学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2010年度 学生交流 派遣 22留学生交流支援制度（長期派遣） 教育推進部学生交流課学生交流係 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 C3学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2015年度 学生交流 受入 27海外留学支援制度銀行振込関係書類 教育推進部学生交流課学生交流係 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 C3学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2015年度 学生交流 派遣･受入 27海外留学支援制度　振込受付明細票 教育推進部学生交流課学生交流係 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 C3学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2011年度 学生交流 派遣 23第二種奨学金 教育推進部学生交流課学生交流係 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 C3学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2011年度 学生交流 派遣 23留学生交流支援制度（長期派遣） 教育推進部学生交流課学生交流係 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 C3学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2012年度 学生交流 派遣 24～25第二種奨学金 教育推進部学生交流課学生交流係 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 C3学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2012年度 学生交流 支援 24帰国留学生研究指導事業 教育推進部学生交流課学生交流係 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 C3学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2014年度 学生交流 派遣 官民協働海外留学支援制度26 国際部国際学生交流課学生交流掛 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 C3学生交流課 国際部国際学生交流課長 廃棄
2015年度 学生交流 派遣 27官民協働海外留学支援制度（第2期） 教育推進部学生交流課学生交流係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 C3学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2015年度 学生交流 派遣 27官民協働海外留学支援制度（トビタテ第3期） 教育推進部学生交流課学生交流係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 C3学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2015年度 学生交流 派遣 27第二種奨学金（短期留学･海外） 教育推進部学生交流課学生交流係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 C3学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2015年度 学生交流 派遣･受入 27海外留学支援制度（協定派遣･協定受入）① 教育推進部学生交流課学生交流係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 C3学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2015年度 学生交流 派遣･受入 27海外留学支援制度（協定派遣･協定受入）② 教育推進部学生交流課学生交流係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 C3学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2015年度 学生交流 派遣･受入 27海外留学支援制度（協定派遣･協定受入）②-2 教育推進部学生交流課学生交流係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 C3学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2015年度 学生交流 派遣･受入 27海外留学支援制度（協定派遣･協定受入）③ 教育推進部学生交流課学生交流係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 C3学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2010年度 学生交流 会議 交換留学実施委員会 国際部国際学生交流課学生交流掛 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 C3学生交流課 国際部国際学生交流課長 移管
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2011年度 学生交流 会議 23交換留学実施委員会 教育推進部学生交流課学生交流係 2012/4/1 30年 2020/3/31 紙 C3学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2012年度 学生交流 会議 24交換留学実施委員会 教育推進部学生交流課学生交流係 2013/4/1 30年 2033/3/31 紙 C3学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2013年度 学生交流 会議 25交換留学実施委員会 教育推進部学生交流課学生交流係 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 C3学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2014年度 学生交流 会議 26交換留学実施委員会 教育推進部学生交流課学生交流係 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 C3学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2015年度 学生交流 会議 27交換留学実施委員会 教育推進部学生交流課学生交流係 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 C3学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2016年度 学生交流 会議 28交換留学実施委員会 教育推進部学生交流課学生交流係 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 C3学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2017年度 学生交流 会議 29交換留学実施委員会 教育推進部学生交流課学生交流係 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 C3学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2018年度 学生交流 会議 30交換留学実施委員会 教育推進部学生交流課学生交流係 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 C3学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2014年度 学生交流 派遣 海外留学支援制度（長期派遣）26 国際部国際学生交流課学生交流掛 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 C4学生交流課 国際部国際学生交流課長 廃棄
2014年度 学生交流 派遣 第1種奨学金（長期派遣給付者対象）26 国際部国際学生交流課学生交流掛 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 C4学生交流課 国際部国際学生交流課長 廃棄
2014年度 学生交流 受入 海外留学支援制度銀行振込関係書類（NUPACE) 国際部国際学生交流課学生交流掛 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 C4学生交流課 国際部国際学生交流課長 廃棄
2014年度 学生交流 派遣･受入 26海外留学支援制度　振込受付明細表 教育推進部学生交流課学生交流係 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 C4学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2009年度 学生交流 派遣 21大学教育の国際化推進プログラム（長期海外留学支援） 教育推進部学生交流課学生交流係 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 C4学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2015年度 学生交流 受入・派遣 27学生交流掛雑件 教育推進部学生交流課学生交流係 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 C4学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2015年度 学生交流 支援 27名古屋大学アメニティハウス食堂 教育推進部学生交流課学生交流係 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 C4学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2016年度 学生交流 受入・派遣 28学生交流掛雑件 教育推進部学生交流課学生交流係 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 C4学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2016年度 学生交流 受入・派遣 28調査 教育推進部学生交流課学生交流係 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 C4学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2016年度 学生交流 支援 28名古屋大学アメニティハウス食堂 教育推進部学生交流課学生交流係 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 C4学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2012年度 学生交流 受入 24NUPACE雑件 国際部国際学生交流課学生交流掛 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 C4学生交流課 国際部国際学生交流課長 廃棄
2012年度 学生交流 受入 25NUPACE雑件 国際部国際学生交流課学生交流掛 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 C4学生交流課 国際部国際学生交流課長 廃棄
2017年度 学生交流 受入・派遣 29学生交流掛雑件 教育推進部学生交流課学生交流係 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 C4学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2017年度 学生交流 受入・派遣 29調査 教育推進部学生交流課学生交流係 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 C4学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2013年度 学生交流 受入 NUPACE受入れ① 国際部国際学生交流課学生交流掛 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 C4学生交流課 国際部国際学生交流課長 廃棄
2018年度 学生交流 派遣･受入 30学生交流係雑件 教育推進部学生交流課学生交流係 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 C4学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2014年度 学生交流 受入 NUPACE修了学生名簿・修了証 国際部国際学生交流課学生交流掛 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 C4学生交流課 国際部国際学生交流課長 廃棄
2015年度 学生交流 派遣 27海外留学支援制度（大学院学位取得型） 教育推進部学生交流課学生交流係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 C4学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2015年度 学生交流 派遣 27第一種奨学金（短期派遣給付者対象） 教育推進部学生交流課学生交流係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 C4学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2009年度 学生交流 派遣 大学間交流協定校への交換留学　１／２ 国際部国際学生交流課学生交流掛 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 D2学生交流課 国際部国際学生交流課長 移管
2015年度 学生交流 支援 27民間奨学団体・海外留学等奨学金 教育推進部学生交流課学生交流係 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 D2学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2010年度 学生交流 派遣 大学間交流協定校への交換留学 国際部国際学生交流課学生交流掛 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 D2学生交流課 国際部国際学生交流課長 移管
2016年度 学生交流 支援 28民間奨学団体・海外留学等奨学金 教育推進部学生交流課学生交流係 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 D2学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2016年度 学生交流 受入 28さくらサイエンスプラン 教育推進部学生交流課学生交流係 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 D2学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2016年度 学生交流 行事 28日韓スピーチ大会（紙ファイル） 教育推進部学生交流課学生交流係 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 D2学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2011年度 学生交流 派遣 大学間交流協定校への交換留学 国際部国際学生交流課学生交流掛 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 D2学生交流課 国際部国際学生交流課長 移管
2017年度 学生交流 支援 29民間奨学団体・海外留学等奨学金 教育推進部学生交流課学生交流係 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 D2学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2018年度 学生交流 支援 30民間奨学団体・海外留学等奨学金 教育推進部学生交流課学生交流係 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 D2学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2017年度 学生交流 受入 29さくらサイエンスプラン 教育推進部学生交流課学生交流係 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 D2学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2017年度 学生交流 行事 29日韓スピーチ大会（紙ファイル） 教育推進部学生交流課学生交流係 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 D2学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2017年度 学生交流 支援 29JSPS若手研究者海外挑戦プログラム 教育推進部学生交流課学生交流係 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 D2学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2018年度 学生交流 支援 30JSPS若手研究者海外挑戦プログラム 教育推進部学生交流課学生交流係 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 D2学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2013年度 学生交流 派遣 25大学間交流協定校への交換留学 教育推進部学生交流課学生交流係 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 D2学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2018年度 学生交流 受入 30さくらサイエンスプラン 教育推進部学生交流課学生交流係 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 D2学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2018年度 学生交流 行事 30日韓スピーチ大会（紙ファイル） 教育推進部学生交流課学生交流係 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 D2学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2014年度 学生交流 派遣 26大学間交流協定校への交換留学 教育推進部学生交流課学生交流係 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 D2学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2014年度 学生交流 派遣･受入 26ケンブリッジ短期研修 教育推進部学生交流課学生交流係 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 D2学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2015年度 学生交流 派遣 27大学間交流協定校への交換留学 教育推進部学生交流課学生交流係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 D2学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2015年度 学生交流 派遣 27NU　OTI 教育推進部学生交流課学生交流係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 D2学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2016年度 学生交流 派遣 28NU　OTI 教育推進部学生交流課学生交流係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 D2学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2017年度 学生交流 派遣 29NU　OTI 教育推進部学生交流課学生交流係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 D2学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2015年度 学生交流 派遣･受入 27ケンブリッジ短期研修 教育推進部学生交流課学生交流係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 D2学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2016年度 学生交流 派遣 28大学間交流協定校への交換留学 教育推進部学生交流課学生交流係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 D2学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2018年度 学生交流 派遣 30NU　OTI 教育推進部学生交流課学生交流係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 D2学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2016年度 学生交流 派遣･受入 28短期学生交流プログラム（ケンブリッジ大学）派遣･受入 教育推進部学生交流課学生交流係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 D2学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2017年度 学生交流 派遣 29大学間交流協定校への交換留学 教育推進部学生交流課学生交流係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 D2学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2017年度 学生交流 派遣･受入 29短期学生交流プログラム（ケンブリッジ大学）派遣･受入 教育推進部学生交流課学生交流係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 D2学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2018年度 学生交流 派遣 30大学間交流協定校への交換留学 教育推進部学生交流課学生交流係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 D2学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2018年度 学生交流 派遣･受入 30短期学生交流プログラム（ケンブリッジ大学）派遣･受入 教育推進部学生交流課学生交流係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 D2学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2014年度 学生交流 管理 26発注書･物品請求依頼書 教育推進部学生交流課学生交流係 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 D2学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2015年度 学生交流 管理 27発注書･物品請求依頼書 教育推進部学生交流課学生交流係 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 D2学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2016年度 学生交流 管理 28発注書（購入等確認書) 教育推進部学生交流課学生交流係 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 D2学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2012年度 学生交流 派遣 24大学間交流協定校への交換留学 国際部国際学生交流課学生交流掛 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 D2学生交流課 国際部国際学生交流課長 移管
2017年度 学生交流 管理 29発注書（購入等確認書) 教育推進部学生交流課学生交流係 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 D2学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2013年度 学生交流 派遣 名古屋大学海外留学奨励制度25 国際部国際学生交流課学生交流掛 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 D2学生交流課 国際部国際学生交流課長 廃棄
2014年度 学生交流 派遣 名古屋大学海外留学奨励制度26 国際部国際学生交流課学生交流掛 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 D2学生交流課 国際部国際学生交流課長 廃棄
2015年度 学生交流 派遣 27名古屋大学海外留学奨励制度 教育推進部学生交流課学生交流係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 D2学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2015年度 学生交流 派遣 27国立三大学委託語学講座 教育推進部学生交流課学生交流係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 D2学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2016年度 学生交流 派遣 28名古屋大学海外留学奨励制度 教育推進部学生交流課学生交流係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 D2学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2016年度 学生交流 派遣 28国立四大学委託語学講座 教育推進部学生交流課学生交流係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 D2学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2017年度 学生交流 派遣 29名古屋大学海外留学奨励制度 教育推進部学生交流課学生交流係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 D2学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2017年度 学生交流 支援 帰国外国人留学生関連事業 教育推進部学生交流課学生交流係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 D2学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2018年度 学生交流 支援 30帰国外国人留学生関連事業 教育推進部学生交流課学生交流係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 D3学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2018年度 学生交流 派遣 30名古屋大学海外留学奨励制度 教育推進部学生交流課学生交流係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 D2学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2015年度 学生交流 受入 27成績証明書･修了証 教育推進部学生交流課学生交流係 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 D3学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2015年度 学生交流 受入 27NUPACE受入れ① 教育推進部学生交流課学生交流係 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 D3学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2015年度 学生交流 受入 27NUPACE雑件 教育推進部学生交流課学生交流係 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 D3学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2016年度 学生交流 受入 28成績証明書･修了証 教育推進部学生交流課学生交流係 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 D3学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2016年度 学生交流 受入 28NUPACE受入れ① 教育推進部学生交流課学生交流係 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 D3学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2016年度 学生交流 受入 28NUPACE受入れ② 教育推進部学生交流課学生交流係 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 D3学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2016年度 学生交流 受入 28NUPACE受入れ③ 教育推進部学生交流課学生交流係 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 D3学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2016年度 学生交流 受入 28NUPACE雑件 教育推進部学生交流課学生交流係 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 D3学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2016年度 学生交流 受入 28海外留学支援制度銀行振込関係書類 教育推進部学生交流課学生交流係 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 D3学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2016年度 学生交流 派遣･受入 28海外留学支援制度　振込受付明細票 教育推進部学生交流課学生交流係 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 D3学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2017年度 学生交流 派遣･受入 29海外留学支援制度　振込受付明細票 教育推進部学生交流課学生交流係 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 D3学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2017年度 学生交流 受入 29NUPACE受入れ① 教育推進部学生交流課学生交流係 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 D3学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2017年度 学生交流 受入 29NUPACE受入れ② 教育推進部学生交流課学生交流係 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 D3学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2017年度 学生交流 受入 29NUPACE受入れ③ 教育推進部学生交流課学生交流係 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 D3学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2017年度 学生交流 受入 29成績証明書･修了証 教育推進部学生交流課学生交流係 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 D3学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2017年度 学生交流 受入 29海外留学支援制度銀行振込関係書類 教育推進部学生交流課学生交流係 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 D3学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2018年度 学生交流 派遣･受入 30海外留学支援制度　振込受付明細票 教育推進部学生交流課学生交流係 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 D3学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2018年度 学生交流 受入 30NUPACE受入れ① 教育推進部学生交流課学生交流係 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 D3学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2018年度 学生交流 受入 30NUPACE受入れ② 教育推進部学生交流課学生交流係 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 D3学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
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2018年度 学生交流 受入 30NUPACE受入れ③雑件含む 教育推進部学生交流課学生交流係 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 D3学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2018年度 学生交流 受入 30成績証明書･修了証 教育推進部学生交流課学生交流係 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 D3学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2018年度 学生交流 受入 30海外留学支援制度銀行振込関係書類 教育推進部学生交流課学生交流係 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 D3学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2016年度 学生交流 派遣 28官民協働海外留学支援制度トビタテ第4期① 教育推進部学生交流課学生交流係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 D3学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2016年度 学生交流 派遣 28官民協働海外留学支援制度トビタテ第4期② 教育推進部学生交流課学生交流係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 D3学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2016年度 学生交流 派遣 28官民協働海外留学支援制度トビタテ第5期 教育推進部学生交流課学生交流係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 D3学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2016年度 学生交流 派遣 28第一種奨学金（短期派遣給付者対象） 教育推進部学生交流課学生交流係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 D3学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2016年度 学生交流 派遣･受入 28海外留学支援制度（協定派遣･協定受入）① 教育推進部学生交流課学生交流係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 D3学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2016年度 学生交流 派遣･受入 28海外留学支援制度（協定派遣･協定受入）①-2 教育推進部学生交流課学生交流係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 D3学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2016年度 学生交流 派遣･受入 28海外留学支援制度（協定派遣･協定受入）② 教育推進部学生交流課学生交流係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 D3学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2016年度 学生交流 派遣･受入 28海外留学支援制度（協定派遣･協定受入）②-2 教育推進部学生交流課学生交流係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 D3学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2016年度 学生交流 派遣･受入 28海外留学支援制度（協定派遣･協定受入）③ 教育推進部学生交流課学生交流係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 D3学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2016年度 学生交流 派遣 28第二種奨学金（短期留学・海外） 教育推進部学生交流課学生交流係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 D3学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2016年度 学生交流 派遣 28海外留学支援制度（大学院学位取得型） 教育推進部学生交流課学生交流係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 D3学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2016年度 学生交流 派遣 28第一種奨学金（海外大学院学位取得型対象） 教育推進部学生交流課学生交流係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 D3学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2016年度 学生交流 支援 帰国外国人留学生関連事業 教育推進部学生交流課学生交流係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 D3学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2017年度 学生交流 派遣 29海外留学支援制度（大学院学位取得型） 教育推進部学生交流課学生交流係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 D3学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2018年度 学生交流 派遣 30海外留学支援制度（大学院学位取得型） 教育推進部学生交流課学生交流係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 C4学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2017年度 学生交流 派遣･受入 29海外留学支援制度（協定派遣･協定受入）② 教育推進部学生交流課学生交流係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 D3学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2017年度 学生交流 派遣 29第一種奨学金（海外協定派遣対象） 教育推進部学生交流課学生交流係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 D3学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2017年度 学生交流 派遣 29フランス政府奨学金 教育推進部学生交流課学生交流係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 D3学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2017年度 学生交流 派遣 29第二種奨学金（短期留学･海外） 教育推進部学生交流課学生交流係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 D3学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2017年度 学生交流 派遣 29官民協働海外留学支援制度トビタテ第6期 教育推進部学生交流課学生交流係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 D3学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2017年度 学生交流 派遣 29官民協働海外留学支援制度トビタテ第7期 教育推進部学生交流課学生交流係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 D3学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2017年度 学生交流 派遣･受入 29海外留学支援制度（協定派遣･協定受入）① 教育推進部学生交流課学生交流係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 D3学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2017年度 学生交流 派遣･受入 29海外留学支援制度（協定派遣･協定受入）③ 教育推進部学生交流課学生交流係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 D3学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2017年度 学生交流 派遣･受入 29海外留学支援制度（協定派遣･協定受入）④ 教育推進部学生交流課学生交流係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 D3学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2017年度 学生交流 派遣･受入 29海外留学支援制度（協定派遣･協定受入）⑤ 教育推進部学生交流課学生交流係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 D3学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2017年度 学生交流 受入 29日本台湾交流協会 教育推進部学生交流課学生交流係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 D3学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2018年度 学生交流 派遣 30第一種奨学金（海外協定派遣対象） 教育推進部学生交流課学生交流係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 D3学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2018年度 学生交流 派遣 30フランス政府奨学金 教育推進部学生交流課学生交流係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 D3学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2018年度 学生交流 派遣 30第二種奨学金（短期留学･海外） 教育推進部学生交流課学生交流係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 D3学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2018年度 学生交流 派遣 30官民協働海外留学支援制度トビタテ第8期① 教育推進部学生交流課学生交流係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 D3学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2018年度 学生交流 派遣 30官民協働海外留学支援制度トビタテ第8期② 教育推進部学生交流課学生交流係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 D3学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2018年度 学生交流 派遣 30官民協働海外留学支援制度トビタテ第9期① 教育推進部学生交流課学生交流係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 D3学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2018年度 学生交流 派遣 30官民協働海外留学支援制度トビタテ第9期② 教育推進部学生交流課学生交流係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 D3学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2018年度 学生交流 派遣･受入 30海外留学支援制度（協定派遣･協定受入）① 教育推進部学生交流課学生交流係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 D3学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2018年度 学生交流 派遣･受入 30海外留学支援制度（協定派遣･協定受入）② 教育推進部学生交流課学生交流係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 D3学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2018年度 学生交流 派遣･受入 30海外留学支援制度（協定派遣･協定受入）③ 教育推進部学生交流課学生交流係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 D3学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2018年度 学生交流 派遣･受入 30海外留学支援制度（協定派遣･協定受入）④ 教育推進部学生交流課学生交流係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 D3学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2018年度 学生交流 派遣･受入 30海外留学支援制度（協定派遣･協定受入）⑤ 教育推進部学生交流課学生交流係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 D3学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2018年度 学生交流 派遣･受入 30海外留学支援制度（協定派遣･協定受入）⑥ 教育推進部学生交流課学生交流係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 D3学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2018年度 学生交流 受入 30日本台湾交流協会 教育推進部学生交流課学生交流係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 D3学生交流課 教育推進部学生交流課長 移管
2009年度 学生交流 支援 国際学術交流奨励事業 国際部国際学生交流課学生交流掛 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 移管
2009年度 学生交流 派遣 大学間交流協定校への交換留学　２／２ 国際部国際学生交流課学生交流掛 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 移管
2009年度 学生交流 支援 国際大学交流セミナー 国際部国際学生交流課学生交流掛 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 移管
2009年度 学生交流 支援 21世紀東アジア青少年大交流計画（JENESYSﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ）に基づくｱｾｱﾝ及び東ｱｼﾞｱ諸国等を対象とした学生交流支援事業 国際部国際学生交流課学生交流掛 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 移管
2010年度 学生交流 支援 国際学術交流奨励事業 国際部国際学生交流課学生交流掛 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 移管
2010年度 学生交流 支援 国際大学交流セミナー 国際部国際学生交流課学生交流掛 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 移管
2010年度 学生交流 支援 22世紀東アジア青少年大交流計画（JENESYSﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ）に基づくｱｾｱﾝ及び東ｱｼﾞｱ諸国等を対象とした学生交流支援事業 国際部国際学生交流課学生交流掛 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 移管
2011年度 学生交流 支援 国際学術交流奨励事業 国際部国際学生交流課学生交流掛 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 移管
2011年度 学生交流 支援 国際大学交流セミナー 国際部国際学生交流課学生交流掛 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 移管
2011年度 学生交流 管理 海外渡航ＤＢ　1/2 国際部国際学生交流課学生交流掛 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 移管
2011年度 学生交流 管理 海外渡航ＤＢ　2/2 国際部国際学生交流課学生交流掛 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 移管
2009年度 学生交流 派遣 H21～第二種奨学金 国際部国際学生交流課学生交流掛 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 廃棄
2014年度 学生交流 派遣 民間奨学金・海外留学等奨学金26 国際部国際学生交流課学生交流掛 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 廃棄
2014年度 学生交流 派遣 日加戦略的留学生交流促進プログラム 国際部国際学生交流課学生交流掛 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 廃棄
2014年度 学生交流 支援 見学旅行 国際部国際学生交流課学生交流掛 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 廃棄
2014年度 学生交流 行事 新入学留学生歓迎懇談会 国際部国際学生交流課学生交流掛 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 廃棄
2014年度 学生交流 行事 留学生を送る夕べ 国際部国際学生交流課学生交流掛 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 廃棄
2014年度 学生交流 受入・派遣 学生交流掛雑件 国際部国際学生交流課学生交流掛 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 廃棄
2010年度 学生交流 受入 22中国政府国家公派研究生項目①② 国際部国際学生交流課学生交流掛 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 廃棄
2009年度 学生交流 受入 NUPACE関係 国際部国際学生交流課学生交流掛 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 移管
2009年度 学生交流 交流 UMAP関係 国際部国際学生交流課学生交流掛 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 移管
2009年度 学生交流 支援 帰国留学生研究指導事業 国際部国際学生交流課学生交流掛 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 廃棄
2009年度 学生交流 支援 帰国留学生短期研究制度 国際部国際学生交流課学生交流掛 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 廃棄
2009年度 学生交流 派遣 第二種奨学金（海外留学） 国際部国際学生交流課学生交流掛 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 廃棄
2009年度 学生交流 派遣 第二種奨学金（短期留学） 国際部国際学生交流課学生交流掛 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 廃棄
2009年度 学生交流 支援 短期留学推進制度 国際部国際学生交流課学生交流掛 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 移管
2009年度 学生交流 受入 中国政府国家公派研究生項目①② 国際部国際学生交流課学生交流掛 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 移管
2009年度 学生交流 支援 留学生住宅保証加入名簿・異動届 国際部国際学生交流課学生交流掛 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 廃棄
2009年度 学生交流 支援 短期留学推進制度　1/2 国際部国際学生交流課学生交流掛 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 移管
2009年度 学生交流 支援 短期留学推進制度　2/2 国際部国際学生交流課学生交流掛 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 移管
2011年度 学生交流 支援 23留学生交流支援制度（ショートビジット・ショートステイ） 国際部国際学生交流課学生交流掛 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 廃棄
2011年度 学生交流 支援 23留学生交流支援制度（ショートビジット・ショートステイ）報告書(SSSV1～SSSV7) 国際部国際学生交流課学生交流掛 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 廃棄
2011年度 学生交流 支援 23留学生交流支援制度（ショートビジット・ショートステイ）報告書(SV1～SV4) 国際部国際学生交流課学生交流掛 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 廃棄
2011年度 学生交流 支援 23留学生交流支援制度（ショートビジット・ショートステイ）奨学金支給依頼 国際部国際学生交流課学生交流掛 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 廃棄
2011年度 学生交流 支援 23留学生交流支援制度（ショートビジット1）協定大学における語学研修・学生レポート 国際部国際学生交流課学生交流掛 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 廃棄
2011年度 学生交流 受入 23留学生交流支援制度(短期受入れ)①② 国際部国際学生交流課学生交流掛 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 廃棄
2011年度 学生交流 派遣 23留学生交流支援制度(短期派遣) 国際部国際学生交流課学生交流掛 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 廃棄
2011年度 学生交流 受入 23中国政府国家公派研究生項目① 国際部国際学生交流課学生交流掛 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 廃棄
1999年度 学生交流 派遣 アジア諸国等派遣留学生 学務部留学生課留学生企画掛 2000/4/1 20年 2030/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 廃棄
1999年度 学生交流 派遣 日仏学生交流 学務部留学生課専門職員（国費留学生） 2000/4/1 20年 2030/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 廃棄
2010年度 学生交流 受入 NUPACE関係 国際部国際学生交流課学生交流掛 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 移管
2010年度 学生交流 交流 UMAP関係 国際部国際学生交流課学生交流掛 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 移管
2010年度 学生交流 支援 帰国留学生研究指導事業 国際部国際学生交流課学生交流掛 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 廃棄
2010年度 学生交流 支援 帰国留学生短期研究制度 国際部国際学生交流課学生交流掛 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 廃棄
2010年度 学生交流 派遣 第二種奨学金（短期留学） 国際部国際学生交流課学生交流掛 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 廃棄
2010年度 学生交流 派遣 留学生交流支援制度（短期派遣） 国際部国際学生交流課学生交流掛 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 移管
2010年度 学生交流 受入 中国政府国家公派研究生項目 国際部国際学生交流課学生交流掛 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 移管
2010年度 学生交流 支援 留学生住宅保証加入名簿・異動届 国際部国際学生交流課学生交流掛 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 廃棄



81 / 84 ページ

作成・取得
年度

大分類 中分類
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

2010年度 学生交流 支援 留学生交流支援制度 1/2 国際部国際学生交流課学生交流掛 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 移管
2010年度 学生交流 支援 留学生交流支援制度 2/2 国際部国際学生交流課学生交流掛 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 移管
2012年度 学生交流 受入 24留学生交流支援制度(短期受入れ)①② 国際部国際学生交流課学生交流掛 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 廃棄
2012年度 学生交流 派遣 24留学生交流支援制度(短期派遣) 国際部国際学生交流課学生交流掛 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 廃棄
2000年度 学生交流 派遣 アジア諸国等派遣留学生 学務部留学生課留学生企画掛 2001/4/1 20年 2021/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 廃棄
2011年度 学生交流 受入 NUPACE関係 国際部国際学生交流課学生交流掛 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 移管
2011年度 学生交流 支援 帰国留学生研究指導事業 国際部国際学生交流課学生交流掛 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 廃棄
2011年度 学生交流 支援 帰国留学生短期研究制度 国際部国際学生交流課学生交流掛 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 廃棄
2011年度 学生交流 派遣 留学生交流支援制度（短期派遣） 国際部国際学生交流課学生交流掛 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 移管
2011年度 学生交流 支援 留学生住宅保証加入申請書① 国際部国際学生交流課学生交流掛 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 廃棄
2011年度 学生交流 支援 留学生住宅保証加入申請書② 国際部国際学生交流課学生交流掛 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 廃棄
2011年度 学生交流 支援 留学生住宅保証加入申請書③ 国際部国際学生交流課学生交流掛 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 廃棄
2011年度 学生交流 支援 留学生住宅保証加入申請書④ 国際部国際学生交流課学生交流掛 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 廃棄
2011年度 学生交流 支援 留学生住宅総合補償　保証金請求 国際部国際学生交流課学生交流掛 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 廃棄
2011年度 学生交流 支援 留学生住宅保証加入名簿・異動届① 国際部国際学生交流課学生交流掛 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 廃棄
2011年度 学生交流 支援 留学生住宅保証加入名簿・異動届② 国際部国際学生交流課学生交流掛 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 廃棄
2011年度 学生交流 支援 留学生交流支援制度 1/2 国際部国際学生交流課学生交流掛 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 移管
2011年度 学生交流 支援 留学生交流支援制度 2/2 国際部国際学生交流課学生交流掛 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 移管
2012年度 学生交流 支援 24留学生交流支援制度（ショートビジット・ショートステイ）① 国際部国際学生交流課学生交流掛 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 移管
2012年度 学生交流 支援 24留学生交流支援制度（ショートビジット・ショートステイ）② 国際部国際学生交流課学生交流掛 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 移管
2012年度 学生交流 支援 24留学生交流支援制度（ショートビジット・ショートステイ）報告書① 国際部国際学生交流課学生交流掛 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 移管
2012年度 学生交流 支援 24留学生交流支援制度（ショートビジット・ショートステイ）報告書② 国際部国際学生交流課学生交流掛 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 移管
2012年度 学生交流 支援 24留学生後援会 国際部国際学生交流課学生交流掛 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 廃棄
2012年度 学生交流 受入 24中国政府国家公派研究生項目 国際部国際学生交流課学生交流掛 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 移管
2012年度 学生交流 派遣 24留学生交流支援制度（長期派遣支援） 国際部国際学生交流課学生交流掛 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 廃棄
2012年度 学生交流 派遣 24第二種奨学金（短期留学） 国際部国際学生交流課学生交流掛 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 廃棄
2012年度 学生交流 会議 愛知県留学生交流推進協議会WG 国際部国際学生交流課学生交流掛 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 移管
2012年度 学生交流 会議 愛知県留学生交流推進協議会勉強会 国際部国際学生交流課学生交流掛 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 移管
2012年度 学生交流 派遣 25留学生交流支援制度（短期派遣） 国際部国際学生交流課学生交流掛 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 廃棄
2012年度 学生交流 受入 NUPACE関係 国際部国際学生交流課学生交流掛 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 廃棄
2012年度 学生交流 受入 24留学生交流支援制度（短期受入れ）① 国際部国際学生交流課学生交流掛 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 移管
2012年度 学生交流 受入 24留学生交流支援制度（短期受入れ）② 国際部国際学生交流課学生交流掛 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 移管
2012年度 学生交流 受入 25留学生交流支援制度（短期受入れ）① 国際部国際学生交流課学生交流掛 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 移管
2013年度 学生交流 受入・派遣 25留学生交流支援制度 振込受付明細票 国際部国際学生交流課学生交流掛 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 廃棄
2001年度 学生交流 派遣 アジア諸国派遣留学生 学務部留学生課留学生企画掛 2002/4/1 20年 2022/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 廃棄
2012年度 学生交流 支援 留学生交流支援制度 国際部国際学生交流課学生交流掛 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 移管
2013年度 学生交流 受入・派遣 留学生交流支援制度① 国際部国際学生交流課学生交流掛 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 廃棄
2013年度 学生交流 受入・派遣 留学生交流支援制度② 国際部国際学生交流課学生交流掛 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 廃棄
2013年度 学生交流 受入・派遣 留学生交流支援制度③ 国際部国際学生交流課学生交流掛 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 廃棄
2013年度 学生交流 受入・派遣 留学生交流支援制度④ 国際部国際学生交流課学生交流掛 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 廃棄
2013年度 学生交流 受入・派遣 留学生交流支援制度⑤ 国際部国際学生交流課学生交流掛 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 廃棄
2013年度 学生交流 派遣 第2種奨学金24-25 国際部国際学生交流課学生交流掛 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 廃棄
2013年度 学生交流 派遣 第2種奨学金（短期留学・海外）25 国際部国際学生交流課学生交流掛 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 廃棄
2013年度 学生交流 派遣 民間奨学金・海外留学等奨学金25 国際部国際学生交流課学生交流掛 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 廃棄
2013年度 学生交流 受入 NUPACE関係 国際部国際学生交流課学生交流掛 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 廃棄
2013年度 学生交流 受入 NUPACE雑件 国際部国際学生交流課学生交流掛 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 廃棄
2013年度 学生交流 支援 帰国留学生短期研究制度 国際部国際学生交流課学生交流掛 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 廃棄
2014年度 学生交流 派遣 第1種奨学金（短期派遣給付者対象）26 国際部国際学生交流課学生交流掛 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 廃棄
2014年度 学生交流 受入・派遣 海外留学支援制度（短期派遣・短期受入れ）① 国際部国際学生交流課学生交流掛 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 廃棄
2014年度 学生交流 受入・派遣 海外留学支援制度（短期派遣・短期受入れ）② 国際部国際学生交流課学生交流掛 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 廃棄
2014年度 学生交流 受入・派遣 海外留学支援制度（短期派遣・短期受入れ）③ 国際部国際学生交流課学生交流掛 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 廃棄
2014年度 学生交流 派遣 第2種奨学金26-27 国際部国際学生交流課学生交流掛 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 廃棄
2014年度 学生交流 派遣 第2種奨学金（短期留学・海外）26 国際部国際学生交流課学生交流掛 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 廃棄
2014年度 学生交流 派遣 短期学生交流プログラム（ケンブリッジ）派遣26 国際部国際学生交流課学生交流掛 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 廃棄
2014年度 学生交流 受入 国際教育交流センター所属学生関連26 国際部国際学生交流課学生交流掛 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 廃棄
2014年度 学生交流 受入 NUPACE関係 国際部国際学生交流課学生交流掛 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 廃棄
2014年度 学生交流 受入 NUPACE雑件 国際部国際学生交流課学生交流掛 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 廃棄
2014年度 学生交流 受入 NUPACE受入れ 国際部国際学生交流課学生交流掛 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 廃棄
2014年度 学生交流 受入 成績処理関係 Autumn 2014 国際部国際学生交流課学生交流掛 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 廃棄
2014年度 学生交流 受入 成績処理関係 Spring 2014 国際部国際学生交流課学生交流掛 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 廃棄
2014年度 学生交流 受入 成績処理関係 Autumn 2013 国際部国際学生交流課学生交流掛 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 廃棄
2014年度 学生交流 受入 成績処理関係 Spring 2013 国際部国際学生交流課学生交流掛 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 廃棄
2014年度 学生交流 受入 成績処理関係 2005年以前（再発行分） 国際部国際学生交流課学生交流掛 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 廃棄
2014年度 学生交流 支援 帰国留学生短期研究制度 国際部国際学生交流課学生交流掛 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 廃棄
2001年度 学生交流 会議 愛知県留学生交流推進協議会 学務部留学生課留学生担当専門員 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 移管
2001年度 学生交流 会議 短期交換留学受入れ実施委員会 学務部留学生課留学生企画掛 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 移管
2002年度 学生交流 会議 愛知県留学生交流推進協議会 学務部留学生課留学生担当専門員 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 移管
2002年度 学生交流 会議 短期交換留学受入れ実施委員会 学務部留学生課留学生企画掛 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 移管
2003年度 学生交流 会議 愛知県留学生交流推進協議会 学務部留学生課留学生担当専門員 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 移管
2003年度 学生交流 会議 短期交換留学受入れ実施委員会 学務部留学生課留学生企画掛 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 移管
2004年度 学生交流 会議 愛知県留学生交流推進協議会 研究協力・国際部国際課課長補佐 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 移管
2005年度 学生交流 会議 愛知県留学生交流推進協議会 研究協力・国際部国際課短期留学掛 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 移管
2005年度 学生交流 会議 交換留学実施委員会 研究協力・国際部国際課短期留学掛 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 移管
2006年度 学生交流 会議 愛知県留学生交流推進協議会 研究協力・国際部国際課短期留学掛 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 移管
2006年度 学生交流 会議 交換留学実施委員会 研究協力・国際部国際課短期留学掛 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 移管
2007年度 学生交流 会議 愛知県留学生交流推進協議会 研究協力・国際部国際課短期留学掛 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 移管
2007年度 学生交流 会議 交換留学実施委員会 研究協力・国際部国際課短期留学掛 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 移管
2008年度 学生交流 会議 愛知県留学生交流推進協議会 国際部国際学生交流課学生交流掛 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 移管
2008年度 学生交流 会議 交換留学実施委員会 国際部国際学生交流課学生交流掛 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 移管
2009年度 学生交流 会議 愛知県留学生交流推進協議会 国際部国際学生交流課学生交流掛 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 移管
2009年度 学生交流 会議 交換留学実施委員会 国際部国際学生交流課学生交流掛 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 移管
2010年度 学生交流 会議 愛知県留学生交流推進協議会 国際部国際学生交流課学生交流掛 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 移管
1991年度 学生交流 会議 愛知県留学生交流推進協議会 学務部留学生課専門員 1992/4/1 無期限 - 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 移管
1991年度 学生交流 会議 愛知県留学生交流推進協議会 学務部留学生課専門員 1992/4/1 無期限 - 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 移管
1992年度 学生交流 会議 愛知県留学生交流推進協議会 学務部留学生課専門員 1993/4/1 無期限 - 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 移管
1993年度 学生交流 会議 愛知県留学生交流推進協議会 学務部留学生課専門員 1994/4/1 無期限 - 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 移管
1994年度 学生交流 会議 愛知県留学生交流推進協議会 学務部留学生課専門員 1995/4/1 無期限 - 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 移管
1995年度 学生交流 会議 愛知県留学生交流推進協議会 学務部留学生課専門員 1996/4/1 無期限 - 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 移管
1996年度 学生交流 会議 愛知県留学生交流推進協議会 学務部留学生課専門員 1997/4/1 無期限 - 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 移管
1996年度 学生交流 管理 短期留学プログラム成績 学務部留学生課留学生企画掛 1997/4/1 無期限 - 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 移管
1996年度 学生交流 会議 短期留学受入れ実施委員会 学務部留学生課留学生企画掛 1997/4/1 無期限 - 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 移管
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1996年度 学生交流 会議 短期留学受入れ実施委員会 学務部留学生課留学生企画掛 1997/4/1 無期限 - 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 移管
1997年度 学生交流 会議 愛知県留学生交流推進協議会 学務部留学生課専門員 1998/4/1 無期限 - 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 移管
1997年度 学生交流 管理 短期留学プログラム成績 学務部留学生課留学生企画掛 1998/4/1 無期限 - 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 移管
1997年度 学生交流 会議 短期留学受入れ実施委員会 学務部留学生課留学生企画掛 1998/4/1 無期限 - 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 移管
2000年度 学生交流 会議 愛知県留学生交流推進協議会 学務部留学生課専門員 2001/4/1 無期限 - 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 移管
2000年度 学生交流 管理 短期留学プログラム成績 学務部留学生課留学生企画掛 2001/4/1 無期限 - 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 移管
2000年度 学生交流 会議 短期留学受入れ実施委員会 学務部留学生課留学生企画掛 2001/4/1 無期限 - 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 移管
1998年度 学生交流 会議 愛知県留学生交流推進協議会 学務部留学生課専門員 1999/4/1 無期限 - 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 移管
1998年度 学生交流 管理 短期留学プログラム成績 学務部留学生課留学生企画掛 1999/4/1 無期限 - 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 移管
1998年度 学生交流 会議 短期留学受入れ実施委員会 学務部留学生課留学生企画掛 1999/4/1 無期限 - 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 移管
1999年度 学生交流 会議 愛知県留学生交流推進協議会 学務部留学生課専門員 2000/4/1 無期限 - 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 移管
1999年度 学生交流 管理 短期留学プログラム成績 学務部留学生課留学生企画掛 2000/4/1 無期限 - 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 移管
1999年度 学生交流 管理 短期留学受入手続要領 学務部留学生課留学生企画掛 2000/4/1 無期限 - 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 移管
2004年度 学生交流 会議 短期留学受入れ実施委員会 研究協力・国際部国際課短期留学掛 2005/4/1 無期限 - 紙 国際学生交流課 国際部国際学生交流課長 移管
2017年度 人事 非常勤職員採用関係（平成29年度） 教育推進部学生交流課 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2018年度 人事 非常勤職員採用関係（平成30年度） 教育推進部学生交流課 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄
2019年度 人事 非常勤職員採用関係（令和元年度） 教育推進部学生交流課 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 教育推進部学生交流課 教育推進部学生交流課長 廃棄

1998年度 入試 刊行物 平成１１年度学生募集要項 学務部入試課長 1999/4/1
無期
限

紙 入試課事務室 学務部入試課長 移管

1998年度 入試 刊行物 平成１１年度入学者選抜実施要項 学務部入試課長 1999/4/1
無期
限

紙 入試課事務室 学務部入試課長 移管

1998年度 入試 入試 平成１１年度第二次学力検査問題 学務部入試課長 1999/4/1
無期
限

紙 入試課事務室 学務部入試課長 移管

1999年度 入試 刊行物 平成１２年度学生募集要項 学務部入試課長 2000/4/1
無期
限

紙 入試課事務室 学務部入試課長 移管

1999年度 入試 刊行物 平成１２年度入学者選抜実施要項 学務部入試課長 2000/4/1
無期
限

紙 入試課事務室 学務部入試課長 移管

1999年度 入試 入試 平成１２年度第二次学力検査問題 学務部入試課長 2000/4/1
無期
限

紙 入試課事務室 学務部入試課長 移管

2000年度 入試 刊行物 平成１３年度学生募集要項 学務部入試課長 2001/4/1
無期
限

紙 入試課事務室 学務部入試課長 移管

2000年度 入試 刊行物 平成１３年度入学者選抜実施要項 学務部入試課長 2001/4/1
無期
限

紙 入試課事務室 学務部入試課長 移管

2000年度 入試 入試 平成１３年度第二次学力検査問題 学務部入試課長 2001/4/1
無期
限

紙 入試課事務室 学務部入試課長 移管

2001年度 入試 刊行物 平成１４年度学生募集要項 学務部入試課長 2002/4/1
無期
限

紙 入試課事務室 学務部入試課長 移管

2001年度 入試 刊行物 平成１４年度入学者選抜実施要項 学務部入試課長 2002/4/1
無期
限

紙 入試課事務室 学務部入試課長 移管

2001年度 入試 入試 平成１４年度第二次学力検査問題 学務部入試課長 2002/4/1
無期
限

紙 入試課事務室 学務部入試課長 移管

2002年度 入試 刊行物 平成１５年度学生募集要項 学務部入試課長 2003/4/1
無期
限

紙 入試課事務室 学務部入試課長 移管

2002年度 入試 刊行物 平成１５年度入学者選抜実施要項 学務部入試課長 2003/4/1
無期
限

紙 入試課事務室 学務部入試課長 移管

2002年度 入試 入試 平成１５年度第二次学力検査問題 学務部入試課長 2003/4/1
無期
限

紙 入試課事務室 学務部入試課長 移管

2003年度 入試 刊行物 平成１６年度学生募集要項 学務部入試課長 2004/4/1
無期
限

紙 入試課事務室 学務部入試課長 移管

2003年度 入試 刊行物 平成１６年度入学者選抜実施要項 学務部入試課長 2004/4/1
無期
限

紙 入試課事務室 学務部入試課長 移管

2003年度 入試 入試 平成１６年度第二次学力検査問題 学務部入試課長 2004/4/1
無期
限

紙 入試課事務室 学務部入試課長 移管

2004年度 入試 刊行物 平成１７年度学生募集要項 学務部入試課長 2005/4/1
無期
限

紙 入試課事務室 学務部入試課長 移管

2004年度 入試 刊行物 平成１７年度入学者選抜実施要項 学務部入試課長 2005/4/1
無期
限

紙 入試課事務室 学務部入試課長 移管

2004年度 入試 入試 平成１７年度第二次学力検査問題 学務部入試課長 2005/4/1
無期
限

紙 入試課事務室 学務部入試課長 移管

2005年度 入試 刊行物 平成１８年度学生募集要項 学務部入試課長 2006/4/1
無期
限

紙 入試課事務室 学務部入試課長 移管

2005年度 入試 刊行物 平成１８年度入学者選抜実施要項 学務部入試課長 2006/4/1
無期
限

紙 入試課事務室 学務部入試課長 移管

2005年度 入試 入試 平成１８年度第二次学力検査問題 学務部入試課長 2006/4/1
無期
限

紙 入試課事務室 学務部入試課長 移管

2006年度 入試 刊行物 平成１９年度学生募集要項 学務部入試課長 2007/4/1
無期
限

紙 入試課事務室 学務部入試課長 移管

2006年度 入試 刊行物 平成１９年度入学者選抜実施要項 学務部入試課長 2007/4/1
無期
限

紙 入試課事務室 学務部入試課長 移管

2006年度 入試 入試 平成１９年度第二次学力検査問題 学務部入試課長 2007/4/1
無期
限

紙 入試課事務室 学務部入試課長 移管

2007年度 入試 刊行物 平成２０年度学生募集要項 学務部入試課長 2008/4/1
無期
限

紙 入試課事務室 学務部入試課長 移管

2007年度 入試 刊行物 平成２０年度入学者選抜実施要項 学務部入試課長 2008/4/1
無期
限

紙 入試課事務室 学務部入試課長 移管

2007年度 入試 入試 平成２０年度第二次学力検査問題 学務部入試課長 2008/4/1
無期
限

紙 入試課事務室 学務部入試課長 移管

2008年度 入試 刊行物 平成２１年度学生募集要項 学務部入試課長 2009/4/1
無期
限

紙 入試課事務室 学務部入試課長 移管

2008年度 入試 刊行物 平成２１年度入学者選抜実施要項 学務部入試課長 2009/4/1
無期
限

紙 入試課事務室 学務部入試課長 移管

2008年度 入試 入試 平成２１年度第二次学力検査問題 学務部入試課長 2009/4/1
無期
限

紙 入試課事務室 学務部入試課長 移管

2009年度 入試 刊行物 平成２２年度学生募集要項 学務部入試課長 2010/4/1
無期
限

紙 入試課事務室 学務部入試課長 移管

2009年度 入試 刊行物 平成２２年度入学者選抜実施要項 学務部入試課長 2010/4/1
無期
限

紙 入試課事務室 学務部入試課長 移管

2009年度 入試 入試 平成２２年度第二次学力検査問題 学務部入試課長 2010/4/1
無期
限

紙 入試課事務室 学務部入試課長 移管

2009年度 入試 会議 平成２２年度入学試験委員会 学務部入試課長 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 入試課事務室 学務部入試課長 移管
2009年度 入試 会議 平成２１年度入試企画委員会 学務部入試課長 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 入試課事務室 学務部入試課長 移管
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2009年度 入試 会議 平成２２年度学力検査委員会 学務部入試課長 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 入試課事務室 学務部入試課長 移管
2009年度 入試 入試 平成２２年度私費外国人留学生特別選抜 学務部入試課長 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 入試課事務室 学務部入試課長 移管
2009年度 入試 入試 平成２２年度第二次学力検査 学務部入試課長 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 入試課事務室 学務部入試課長 移管
2010年度 入試 会議 平成２２年度入試企画委員会 学務部入試課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 入試課事務室 学務部入試課長 移管
2010年度 入試 会議 平成２３年度学力検査委員会 学務部入試課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 入試課事務室 学務部入試課長 移管
2010年度 入試 会議 平成２３年度入学試験委員会 学務部入試課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 入試課事務室 学務部入試課長 移管

2010年度 入試 入試 平成２３年度第二次学力検査問題 学務部入試課長 2011/4/1
無期
限

紙 入試課事務室 学務部入試課長 移管

2010年度 入試 刊行物 平成２３年度学生募集要項 学務部入試課長 2011/4/1
無期
限

紙 入試課事務室 学務部入試課長 移管

2010年度 入試 刊行物 平成２３年度入学者選抜実施要項 学務部入試課長 2011/4/1
無期
限

紙 入試課事務室 学務部入試課長 移管

2010年度 入試 入試 平成２３年度私費外国人留学生特別選抜 学務部入試課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 入試課事務室 学務部入試課長 移管
2010年度 入試 入試 平成２３年度第二次学力検査 学務部入試課長 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 入試課事務室 学務部入試課長 移管
2011年度 入試 会議 平成２４年度入学試験委員会 学務部入試課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 入試課事務室 学務部入試課長 移管
2011年度 入試 会議 平成２３年度入試企画委員会 学務部入試課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 入試課事務室 学務部入試課長 移管
2011年度 入試 会議 平成２４年度学力検査委員会 学務部入試課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 入試課事務室 学務部入試課長 移管

2011年度 入試 入試 平成２４年度第二次学力検査問題 学務部入試課長 2012/4/1
無期
限

紙 入試課事務室 学務部入試課長 移管

2011年度 入試 刊行物 平成２４年度学生募集要項 学務部入試課長 2012/4/1
無期
限

紙 入試課事務室 学務部入試課長 移管

2011年度 入試 刊行物 平成２４年度入学者選抜実施要項 学務部入試課長 2012/4/1
無期
限

紙 入試課事務室 学務部入試課長 移管

2011年度 入試 入試 平成２４年度私費外国人留学生特別選抜 学務部入試課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 入試課事務室 学務部入試課長 移管
2011年度 入試 入試 平成２４年度第二次学力検査 学務部入試課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 入試課事務室 学務部入試課長 移管
2011年度 入試 入試 平成２４年度入試データ帳票 学務部入試課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 入試課事務室 学務部入試課長 廃棄
2012年度 入試 会議 平成２５年度入学試験委員会 学務部入試課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 入試課事務室 学務部入試課長 移管
2012年度 入試 会議 平成２４年度入試企画委員会 学務部入試課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 入試課事務室 学務部入試課長 移管
2012年度 入試 会議 平成２５年度学力検査委員会 学務部入試課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 入試課事務室 学務部入試課長 移管

2012年度 入試 入試 平成２５年度第二次学力検査問題 学務部入試課長 2013/4/1
無期
限

紙 入試課事務室 学務部入試課長 移管

2012年度 入試 刊行物 平成２５年度学生募集要項 学務部入試課長 2013/4/1
無期
限

紙 入試課事務室 学務部入試課長 移管

2012年度 入試 刊行物 平成２５年度入学者選抜実施要項 学務部入試課長 2013/4/1
無期
限

紙 入試課事務室 学務部入試課長 移管

2012年度 入試 入試 平成２５年度私費外国人留学生特別選抜 学務部入試課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 入試課事務室 学務部入試課長 移管
2012年度 入試 入試 平成２５年度第二次学力検査 学務部入試課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 入試課事務室 学務部入試課長 移管
2012年度 入試 入試 平成２５年度入試データ帳票 学務部入試課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 入試課事務室 学務部入試課長 廃棄
2013年度 入試 会議 平成２６年度入学試験委員会 学務部入試課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 入試課事務室 学務部入試課長 移管
2013年度 入試 会議 平成２５年度入試企画委員会 学務部入試課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 入試課事務室 学務部入試課長 移管
2013年度 入試 会議 平成２６年度学力検査委員会 学務部入試課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 入試課事務室 学務部入試課長 移管

2013年度 入試 入試 平成２６年度第二次学力検査問題 学務部入試課長 2014/4/1
無期
限

紙 入試課事務室 学務部入試課長 移管

2013年度 入試 刊行物 平成２６年度学生募集要項 学務部入試課長 2014/4/1
無期
限

紙 入試課事務室 学務部入試課長 移管

2013年度 入試 刊行物 平成２６年度入学者選抜実施要項 学務部入試課長 2014/4/1
無期
限

紙 入試課事務室 学務部入試課長 移管

2013年度 入試 入試 平成２６年度私費外国人留学生特別選抜 学務部入試課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 入試課事務室 学務部入試課長 移管
2013年度 入試 入試 平成２６年度第二次学力検査 学務部入試課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 入試課事務室 学務部入試課長 移管
2013年度 入試 入試 平成２６年度入試データ帳票 学務部入試課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 入試課事務室 学務部入試課長 廃棄
2014年度 入試 会議 平成２７年度入学試験委員会 企画・学務部入試課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 入試課事務室 企画・学務部入試課長 移管
2014年度 入試 会議 平成２６年度入試企画委員会 企画・学務部入試課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 入試課事務室 企画・学務部入試課長 移管
2014年度 入試 会議 平成２７年度学力検査委員会 企画・学務部入試課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 入試課事務室 企画・学務部入試課長 移管

2014年度 入試 入試 平成２７年度第二次学力検査問題 企画・学務部入試課長 2015/4/1
無期
限

紙 入試課事務室 企画・学務部入試課長 移管

2014年度 入試 刊行物 平成２７年度学生募集要項 企画・学務部入試課長 2015/4/1
無期
限

紙 入試課事務室 企画・学務部入試課長 移管

2014年度 入試 刊行物 平成２７年度入学者選抜実施要項 企画・学務部入試課長 2015/4/1
無期
限

紙 入試課事務室 企画・学務部入試課長 移管

2014年度 入試 入試 平成２７年度私費外国人留学生特別選抜 企画・学務部入試課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 入試課事務室 企画・学務部入試課長 移管
2014年度 入試 入試 平成２７年度第二次学力検査 企画・学務部入試課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 入試課事務室 企画・学務部入試課長 移管
2014年度 入試 入試 平成２７年度入試データ帳票 企画・学務部入試課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 入試課事務室 企画・学務部入試課長 廃棄
2014年度 入試 服務 平成２６年度勤務時間報告書 企画・学務部入試課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 入試課事務室 企画・学務部入試課長 廃棄
2014年度 入試 服務 平成２６年度超過勤務等命令簿 企画・学務部入試課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 入試課事務室 企画・学務部入試課長 廃棄
2014年度 入試企画 入試 平成２７年度大学院入学試験 企画・学務部入試課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 入試課事務室 企画・学務部入試課長 移管
2014年度 入試企画 入試 平成２７年度入試センター試験 企画・学務部入試課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 入試課事務室 企画・学務部入試課長 廃棄
2015年度 入試第一 会議 平成２８年度入学試験委員会 教育推進部入試課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 入試課事務室 教育推進部入試課長 移管
2015年度 入試第一 会議 平成２７年度入試企画委員会 教育推進部入試課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 入試課事務室 教育推進部入試課長 移管
2015年度 入試第一 会議 平成２８年度学力検査委員会 教育推進部入試課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 入試課事務室 教育推進部入試課長 移管

2015年度 入試第一 入試 平成２８年度第二次学力検査問題 教育推進部入試課長 2016/4/1
無期
限

紙 入試課事務室 教育推進部入試課長 移管

2015年度 入試第一 刊行物 平成２８年度学生募集要項 教育推進部入試課長 2016/4/1
無期
限

紙 入試課事務室 教育推進部入試課長 移管

2015年度 入試第一 刊行物 平成２８年度入学者選抜実施要項 教育推進部入試課長 2016/4/1
無期
限

紙 入試課事務室 教育推進部入試課長 移管

2015年度 入試第一 入試 平成２８年度私費外国人留学生特別選抜 教育推進部入試課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 入試課事務室 教育推進部入試課長 移管
2015年度 入試第一 入試 平成２８年度第二次学力検査 教育推進部入試課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 入試課事務室 教育推進部入試課長 移管
2015年度 入試第一 入試 平成２８年度入試データ帳票 教育推進部入試課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 入試課事務室 教育推進部入試課長 廃棄
2015年度 入試第二 入試 平成２８年度大学院入学試験 教育推進部入試課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 入試課事務室 教育推進部入試課長 移管
2015年度 入試第二 入試 平成２８年度入試センター試験 教育推進部入試課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 入試課事務室 教育推進部入試課長 廃棄
2016年度 入試第一 会議 平成２９年度入学試験委員会 教育推進部入試課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 入試課事務室 教育推進部入試課長 移管
2016年度 入試第一 会議 平成２８年度入試企画委員会 教育推進部入試課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 入試課事務室 教育推進部入試課長 移管
2016年度 入試第一 会議 平成２９年度学力検査委員会 教育推進部入試課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 入試課事務室 教育推進部入試課長 移管

2016年度 入試第一 入試 平成２９年度第二次学力検査問題 教育推進部入試課長 2017/4/1
無期
限

紙 入試課事務室 教育推進部入試課長 移管

2016年度 入試第一 刊行物 平成２９年度学生募集要項 教育推進部入試課長 2017/4/1
無期
限

紙 入試課事務室 教育推進部入試課長 移管

2016年度 入試第一 刊行物 平成２９年度入学者選抜要項 教育推進部入試課長 2017/4/1
無期
限

紙 入試課事務室 教育推進部入試課長 移管

2016年度 入試第一 広報 平成２８年度大学説明会 教育推進部入試課長 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 入試課事務室 教育推進部入試課長 廃棄
2016年度 入試第一 入試 平成２９年度私費外国人留学生特別選抜 教育推進部入試課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 入試課事務室 教育推進部入試課長 移管
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2016年度 入試第一 入試 平成２９年度第二次学力検査 教育推進部入試課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 入試課事務室 教育推進部入試課長 移管
2016年度 入試第一 入試 平成２９年度入試データ帳票 教育推進部入試課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 入試課事務室 教育推進部入試課長 廃棄
2016年度 入試第二 入試 平成２９年度大学院入学試験 教育推進部入試課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 入試課事務室 教育推進部入試課長 移管
2016年度 入試第二 入試 平成２９年度大学入試センター試験 教育推進部入試課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 入試課事務室 教育推進部入試課長 廃棄
2017年度 入試第一 会議 平成３０年度入学試験委員会 教育推進部入試課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 入試課事務室 教育推進部入試課長 移管
2017年度 入試第一 会議 平成２９年度入試企画委員会 教育推進部入試課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 入試課事務室 教育推進部入試課長 移管
2017年度 入試第一 会議 平成３０年度学力検査委員会 教育推進部入試課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 入試課事務室 教育推進部入試課長 移管

2017年度 入試第一 入試 平成３０年度第二次学力検査問題 教育推進部入試課長 2018/4/1
無期
限

紙 入試課事務室 教育推進部入試課長 移管

2017年度 入試第一 刊行物 平成３０年度学生募集要項 教育推進部入試課長 2018/4/1
無期
限

紙 入試課事務室 教育推進部入試課長 移管

2017年度 入試第一 刊行物 平成３０年度入学者選抜要項 教育推進部入試課長 2018/4/1
無期
限

紙 入試課事務室 教育推進部入試課長 移管

2017年度 入試第一 広報 平成２９年度大学説明会 教育推進部入試課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 入試課事務室 教育推進部入試課長 廃棄
2017年度 入試第一 入試 平成３０年度私費外国人留学生特別選抜 教育推進部入試課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 入試課事務室 教育推進部入試課長 移管
2017年度 入試第一 入試 平成３０年度第二次学力検査 教育推進部入試課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 入試課事務室 教育推進部入試課長 移管
2017年度 入試第一 入試 平成３０年度入試データ帳票 教育推進部入試課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 入試課事務室 教育推進部入試課長 廃棄
2017年度 入試第二 入試 平成３０年度大学院入学試験 教育推進部入試課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 入試課事務室 教育推進部入試課長 移管
2017年度 入試第二 入試 平成３０年度大学入試センター試験 教育推進部入試課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 入試課事務室 教育推進部入試課長 廃棄
2018年度 入試第一 会議 平成３１年度入学試験委員会 教育推進部入試課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 入試課事務室 教育推進部入試課長 移管
2018年度 入試第一 会議 平成３０年度入試企画委員会 教育推進部入試課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 入試課事務室 教育推進部入試課長 移管
2018年度 入試第一 会議 平成３１年度学力検査委員会 教育推進部入試課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 入試課事務室 教育推進部入試課長 移管

2018年度 入試第一 入試 平成３１年度第二次学力検査問題 教育推進部入試課長 2019/4/1
無期
限

紙 入試課事務室 教育推進部入試課長 移管

2018年度 入試第一 刊行物 平成３１年度学生募集要項 教育推進部入試課長 2019/4/1
無期
限

紙 入試課事務室 教育推進部入試課長 移管

2018年度 入試第一 刊行物 平成３１年度入学者選抜要項 教育推進部入試課長 2019/4/1
無期
限

紙 入試課事務室 教育推進部入試課長 移管

2018年度 入試第一 広報 平成３０年度大学説明会 教育推進部入試課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 入試課事務室 教育推進部入試課長 廃棄
2018年度 入試第一 入試 平成３１年度私費外国人留学生特別選抜 教育推進部入試課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 入試課事務室 教育推進部入試課長 移管
2018年度 入試第一 入試 平成３１年度第二次学力検査 教育推進部入試課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 入試課事務室 教育推進部入試課長 移管
2018年度 入試第一 入試 平成３１年度入試データ帳票 教育推進部入試課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 入試課事務室 教育推進部入試課長 廃棄
2018年度 入試第二 入試 平成３１年度大学院入学試験 教育推進部入試課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 入試課事務室 教育推進部入試課長 移管
2018年度 入試第二 入試 平成３１年度大学入試センター試験 教育推進部入試課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 入試課事務室 教育推進部入試課長 廃棄
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