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2017年度 総務（人文） 会議 平成29年度教授会（4月～9月） 文系総務課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2017年度 総務（人文） 会議 平成29年度教授会（10月～1月） 文系総務課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2017年度 総務（人文） 会議 平成29年度教授会（2月～3月） 文系総務課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2017年度 総務（人文） 会議 平成29年度運営委員会 文系総務課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管

2017年度 総務（人文） 会議
国立大学法人八大学文学部長会議
大学院を置く八国立大学法人文学部事務長会議

文系総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管

2017年度 総務（人文） 庶務 平成29年度個人情報・情報公開 文系総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2017年度 総務（人文） 庶務
平成29年度全学委員会委員選出・学内組織役員
推薦・研究科各種委員会委員選出

文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2017年度 総務（人文） 服務
平成29年度　旅行命令簿・研修承認願
（国内）１　（旧国言・旧DICOM）

文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2017年度 総務（人文） 服務
平成29年度　旅行命令簿・研修承認願
（国内）２　（旧国言・旧DICOM）

文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2017年度 総務（人文） 服務
平成29年度　旅行命令簿・研修承認願
（海外）　（旧国言・旧DICOM）

文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2017年度 総務（人文） 服務
平成29年度　他機関への出張依頼　（旧国言・旧
DICOM）

文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2017年度 総務（人文） 任免 平成29年度ＴＡ・ＲＡ 文系総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（人文） 服務 平成29年度TA･RA出勤簿 文系総務課長 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（人文） 服務 平成29年度国内出張(教員）・研修承認願（旧文 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（人文） 服務 平成29年度国内出張（その他）（旧文学） 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（人文） 服務 平成29年度海外渡航（旧文学） 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（人文） 服務 平成29年度出張（派遣）依頼（旧文学） 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（人文） 服務 平成29年出勤簿 文系総務課長 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（人文） 服務 平成29年休暇簿・欠勤届 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（人文） 服務 平成29年度～平成　　年度振替・代休指定簿 文系総務課長 未定 5年 未定 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（人文） 調査 平成29年度調査（回答） 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（人文） 福祉 平成29年度～平成　　年度名誉教授 文系総務課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（人文） 服務 平成29年度勤務状況報告書 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（人文） 給与 平成29年度勤務時間報告書・超過勤務等命令簿 文系総務課長 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（人文） 庶務 平成29年度証明書 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（人文） 任免 平成29年度非常勤職員 文系総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2017年度 総務（人文） 研究支援 平成29年度各種研究員 文系総務課長 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（人文） 任免 平成29年度非常勤講師 文系総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2017年度 総務（人文） 庶務
平成29年度人文学研究科博士研究員・博士候補
研究員

文系総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2017年度 総務（人文） 服務 平成29年度旅行命令伺（非常勤講師） 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（人文） 福祉 平成29年度安全衛生管理・産業医職場巡視 文系総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（人文） 総務 平成29年度総務関係通知・照会 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（人文） 福祉 平成29年度～　　名誉教授 文系総務課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（人文） 総務 平成29年度～　年度　共催・後援名義の使用申 文系総務課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2017年度 総務（人文） 総務
人文学研究科設立記念行事関係
　　　　　　平成29年10月11日

文系総務課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管

2017年度 総務（人文） 設置 人文学研究科附属超域文化社会センター 文系総務課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管

2017年度 総務（人文） 設置
平成29年度～平成31年度　人文学研究科設置計
画履行状況報告書

文系総務課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管

2017年度 総務（人文） 規程 平成29年度～　　規程改正関係 文系総務課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2017年度 総務（人文） 評価 平成29年度～　　教員個人評価関係 文系総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2017年度 総務（人文） 研究支援
平成29年度～　名古屋大学若手育成プログラム
（YLC)

文系総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2017年度 総務（人文） 庶務 平成29年度～　広報・名大トピックス 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（人文） 任免 平成29年度短期雇用パートタイム勤務職員1/2 文系総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（人文） 任免 平成29年度短期雇用パートタイム勤務職員2/2 文系総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（人文） 服務 平成29年度兼業・兼職 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（人文） 協定 平成29年度　人文学研究科学術交流協定関係 文系総務課長 2018/4/1 常用 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2017年度 総務（人文） 庶務 平成29年度名古屋大学ID 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（人文） 庶務 平成29年度職員証 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（人文） 任免 平成29年度部局長等任免・教員任免 文系総務課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（人文） 任免 平成29年度給与・手当 文系総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（人文） 栄典 平成29年度～平成30年度栄典関係 文系総務課長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（人文） 福祉 平成29年度～　健康診断に関するもの（事後措 文系総務課長 未定 完了後5年 未定 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（人文） 庶務 平成29年度法人文書ファイル管理 文系総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（人文） 福祉 平成29～　　年度安全衛生管理関係 文系総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（人文） 会議 平成30年度教授会（4月～9月） 文系総務課長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2018年度 総務（人文） 会議 平成30年度教授会（10月～１月） 文系総務課長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2018年度 総務（人文） 会議 平成30年度教授会（２月～3月） 文系総務課長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2018年度 総務（人文） 会議 平成30年度運営委員会 文系総務課長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管

2018年度 総務（人文） 庶務
平成30年度全学委員会委員選出・学内組織役員
推薦・研究科各種委員会委員選出

文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2018年度 総務（人文） 研究支援 平成30年度　各種研究員 文系総務課長 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
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2018年度 総務（人文） 庶務
平成30年度　人文学研究科博士研究員・博士候
補研究員

文系総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2018年度 総務（人文） 任免 平成30年度ＴＡ・ＲＡ 文系総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（人文） 服務 平成30年度TA･RA出勤簿 文系総務課長 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（人文） 服務 平成30年度出張(教員）あ～ 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（人文） 服務 平成30年度出張(教員）か～ 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（人文） 服務 平成30年度出張(教員）た～ 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（人文） 服務 平成30年度出張(教員）ま～・研修 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（人文） 服務 平成30年度出張（その他） 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（人文） 服務 平成30年度出張（派遣）依頼　① 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（人文） 服務 平成30年度出張（派遣）依頼　② 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（人文） 服務 平成30年出勤簿 文系総務課長 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（人文） 服務 平成30年休暇簿・欠勤届 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（人文） 庶務 平成30年度証明書 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（人文） 任免 平成30年度　部局長等任免・教員任免 文系総務課長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（人文） 任免 平成30年度　給与・手当 文系総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（人文） 任免 平成30年度　非常勤職員・限定職員 文系総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（人文） 任免 平成30年度　短期雇用パートタイム勤務職員① 文系総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（人文） 任免 平成30年度　短期雇用パートタイム勤務職員② 文系総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（人文） 任免 平成30年度　短期雇用パートタイム勤務職員③ 文系総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（人文） 任免 平成30年度　非常勤講師 文系総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（人文） 調査 平成30年度　調査（回答） 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（人文） 服務 平成30年度　勤務時間報告書・超過勤務命令簿 文系総務課長 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（人文） 服務 平成30年度　兼業・兼職 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（人文） 服務 平成30年度　旅行命令伺（非常勤講師） 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（人文） 服務 平成30年度　勤務状況報告書 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（人文） 総務 平成29年度総務関係通知・照会 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2018年度 総務（人文） 総務
平成30～　年度　名古屋大学特定基金
創立75周年記念文学部研究基盤支援事業

文系総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2018年度 総務（人文） 福祉 平成30年度～　　年度事故・災害報告 文系総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（人文） 総務 平成30年度～　年度　毎月勤労統計調査 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 総務（人文） 会議 平成31/令和元年度教授会（4月～9月） 文系総務課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2019年度 総務（人文） 会議 平成31/令和元年度教授会（10月～1月） 文系総務課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2019年度 総務（人文） 会議 令和元年度教授会（2月～3月） 文系総務課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2019年度 総務（人文） 会議 平成31/令和元年度運営委員会 文系総務課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管

2019年度 総務（人文） 庶務
平成31/令和元年度全学委員会委員選出・学内
組織役員推薦・研究科各種委員会委員選出

文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2019年度 総務（人文） 研究支援 平成31年度　各種研究員 文系総務課長 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2019年度 総務（人文） 庶務
平成31年度　人文学研究科博士研究員・博士候
補研究員

文系総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2019年度 総務（人文） 任免 平成31年度ＴＡ・ＲＡ 文系総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 総務（人文） 服務 平成31年度TA･RA出勤簿 文系総務課長 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 総務（人文） 服務 平成31年度出張(教員）あ～ 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 総務（人文） 服務 平成31年度出張(教員）か～ 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 総務（人文） 服務 平成31年度出張(教員）た～ 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 総務（人文） 服務 平成31年度出張(教員）ま～・研修 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 総務（人文） 服務 平成31年度出張（その他） 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 総務（人文） 服務 平成31年度出張（派遣）依頼　① 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 総務（人文） 服務 平成31年度出張（派遣）依頼　② 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 総務（人文） 服務 平成31年出勤簿 文系総務課長 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 総務（人文） 服務 平成31年休暇簿・欠勤届 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 総務（人文） 庶務 平成31年度証明書 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2019年度 総務（人文） 研究支援
令和元年度～　年度　人間を対象とした調査・実
験に関する研究倫理審査申請・承認

文系総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2019年度 総務（人文） 服務 平成31年度　兼業・兼職 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 総務（人文） 服務 令和元年度～　年度　特別研究期間 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2019年度 総務（人文） 評価
令和元年度第3期中期目標期間（4年目終了時評
価）現況調査表等

文系総務課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2019年度 総務（人文） 任免 平成31年度　部局長等任免・教員任免 文系総務課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2019年度 総務（人文） 任免
令和元年度～　　年度　全学人事プロセス委員会
関係

文系総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2019年度 総務（人文） 任免 平成31年度　給与・手当 文系総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 総務（人文） 任免 平成31年度　非常勤職員・限定職員 文系総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 総務（人文） 任免 平成31年度　短期雇用パートタイム勤務職員① 文系総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 総務（人文） 任免 平成31年度　非常勤講師 文系総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 総務（人文） 調査 平成31年度　調査（回答） 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 総務（人文） 服務 平成31年度　勤務時間報告書・超過勤務命令簿 文系総務課長 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 総務（人文） 服務 平成31年度　旅行命令伺（非常勤講師） 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 総務（人文） 服務 平成31年度　勤務状況報告書 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 総務（人文） 任免 平成31年度　給与・手当 （名大）文系総務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 総務（人文） 任免 平成31年度　非常勤職員・限定職員 （名大）文系総務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
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2020年度 総務（人文） 任免 平成31年度　短期雇用パートタイム勤務職員① （名大）文系総務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 総務（人文） 任免 平成31年度　非常勤講師 （名大）文系総務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 総務（人文） 調査 平成31年度　調査（回答） （名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 総務（人文） 服務 平成31年度　勤務時間報告書・超過勤務命令簿 （名大）文系総務課長 2021/4/1 7年 2028/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 総務（人文） 服務 平成31年度　旅行命令伺（非常勤講師） （名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 総務（人文） 服務 平成31年度　勤務状況報告書 （名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 総務（人文） 会議 平成31/令和元年度教授会（4月～9月） （名大）文系総務課長 2021/4/1 30年 2050/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2020年度 総務（人文） 会議 平成31/令和元年度教授会（10月～1月） （名大）文系総務課長 2021/4/1 30年 2050/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2020年度 総務（人文） 会議 令和元年度教授会（2月～3月） （名大）文系総務課長 2021/4/1 30年 2050/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2020年度 総務（人文） 会議 平成31/令和元年度運営委員会 （名大）文系総務課長 2021/4/1 30年 2050/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管

2020年度 総務（人文） 庶務
平成31/令和元年度全学委員会委員選出・学内
組織役員推薦・研究科各種委員会委員選出

（名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2020年度 総務（人文） 研究支援 平成31年度　各種研究員 （名大）文系総務課長 2021/4/1 7年 2028/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2020年度 総務（人文） 庶務
平成31年度　人文学研究科博士研究員・博士候
補研究員

（名大）文系総務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2020年度 総務（人文） 任免 平成31年度ＴＡ・ＲＡ （名大）文系総務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 総務（人文） 服務 平成31年度TA･RA出勤簿 （名大）文系総務課長 2021/4/1 7年 2027/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 総務（人文） 服務 平成31年度出張(教員）あ～ （名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 総務（人文） 服務 平成31年度出張(教員）か～ （名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 総務（人文） 服務 平成31年度出張(教員）た～ （名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 総務（人文） 服務 平成31年度出張(教員）ま～・研修 （名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 総務（人文） 服務 平成31年度出張（その他） （名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 総務（人文） 服務 平成31年度出張（派遣）依頼　① （名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 総務（人文） 服務 平成31年度出張（派遣）依頼　② （名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 総務（人文） 服務 平成31年出勤簿 （名大）文系総務課長 2021/4/1 7年 2028/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 総務（人文） 服務 平成31年休暇簿・欠勤届 （名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 総務（人文） 庶務 平成31年度証明書 （名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2020年度 総務（人文） 研究支援
令和元年度～　年度　人間を対象とした調査・実
験に関する研究倫理審査申請・承認

（名大）文系総務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2020年度 総務（人文） 服務 平成31年度　兼業・兼職 （名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 総務（人文） 服務 令和元年度～　年度　特別研究期間 （名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2020年度 総務（人文） 評価
令和元年度第3期中期目標期間（4年目終了時評
価）現況調査表等

（名大）文系総務課長 2021/4/1 30年 2050/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2020年度 総務（人文） 任免 平成31年度　部局長等任免・教員任免 （名大）文系総務課長 2021/4/1 30年 2050/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 総務（人文） 任免 令和2年度全学人事プロセス委員会関係 （名大）文系総務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
1990年度 総務（文学） 会議 平成２年度教授会記録綴 文学部事務長 1991/4/1 30年 2021/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管
1990年度 総務（文学） 任免 平成2～3年度教官進退録 文学部事務長 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
1990年度 総務（文学） 任免 平成2年度～平成21年度部局長等任免 文学部事務長 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
1991年度 総務（文学） 会議 平成３年度教授会記録綴り 文学部事務長 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管
1992年度 総務（文学） 会議 平成４年度教授会記録綴 文学部事務長 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管
1992年度 総務（文学） 任免 平成4年度教官進退録 文学部事務長 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
1993年度 総務（文学） 会議 平成５年度教授会記録 文学部事務長 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管
1993年度 総務（文学） 任免 平成5年度教官進退録 文学部事務長 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
1994年度 総務（文学） 会議 平成６年度教授会議事概要Ⅰ 文学部事務長 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管
1994年度 総務（文学） 会議 平成６年度教授会議事概要Ⅱ 文学部事務長 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管
1994年度 総務（文学） 庶務 故鈴木教授　文学部葬 文学部事務長 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
1994年度 総務（文学） 任免 平成6,7年度教官進退録 文学部事務長 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄

1994年度 総務（文学） 規程
文学部・研究科規程制定・改正（平成6年～平成
25年）

文学部事務長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管

1995年度 総務（文学） 会議 平成７年度教授会議事概要Ⅰ 文学部事務長 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管
1995年度 総務（文学） 会議 平成７年度教授会議事概要Ⅱ 文学部事務長 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管
1995年度 総務（文学） 任免 平成7年度～平成9年度外国人教師 文学部事務長 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
1995年度 総務（文学） 栄典 平成7年度～平成14年度栄典関係 文学部事務長 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管
1996年度 総務（文学） 会議 平成８年度教授会議事概要Ⅰ 文学部事務長 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管
1996年度 総務（文学） 会議 平成８年度教授会議事概要Ⅱ 文学部事務長 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管
1996年度 総務（文学） 任免 平成8～10年度教官任免 文学部事務長 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
1996年度 総務（文学） 福祉 平成5年度～平成20年度名誉教授 文学部事務長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
1997年度 総務（文学） 会議 平成９年度教授会議事概要Ⅰ 文学部事務長 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管
1997年度 総務（文学） 会議 平成９年度教授会議事概要Ⅱ 文学部事務長 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管
1997年度 総務（文学） 庶務 文学部創立50周年記念事業 文学部事務長 1998/04/01 30年 2028/03/31 紙 文学部倉庫 （名大）文系総務課長 移管
1998年度 総務（文学） 会議 平成10年度教授会議事概要Ⅰ 文学部事務長 1999/04/01 30年 2029/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管
1998年度 総務（文学） 会議 平成10年度教授会議事概要Ⅱ 文学部事務長 1999/04/01 30年 2029/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管
1998年度 総務（文学） 福祉 平成10年度・平成11年度公務災害 文学部事務長 2000/04/01 30年 2030/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
1998年度 総務（文学） 任免 平成10年度～12年度外国人教師・外国人研究員 文学部事務長 2001/04/01 30年 2031/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
1999年度 総務（文学） 会議 平成11年度教授会議事概要Ⅰ 文学部事務長 2000/04/01 30年 2030/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管
1999年度 総務（文学） 会議 平成11年度教授会議事概要Ⅱ 文学部事務長 2000/04/01 30年 2030/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管
1999年度 総務（文学） 任免 平成11～13年度教官任免 文学部事務長 2002/04/01 30年 2032/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
1999年度 総務（文学） 協定 文学研究科学術交流協定 文学部事務長 2000/04/01 常用 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2000年度 総務（文学） 会議 平成12年度教授会議事概要Ⅰ 文学部事務長 2001/04/01 30年 2031/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管
2000年度 総務（文学） 会議 平成12年度教授会議事概要Ⅱ 文学部事務長 2001/04/01 30年 2031/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管
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2001年度 総務（文学） 任免 平成十三年度非常勤講師 文学部事務長 2002/04/01 20年 2022/03/31 紙 文学部倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2012年3月31日
延長期間：10年

2001年度 総務（文学） 任免 平成13年度ＴＡ 文学部事務長 2002/04/01 20年 2022/03/31 紙 文学部倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2012年3月31日
延長期間：10年

2001年度 総務（文学） 任免
平成13～16年度ＲＡ（勤務実績並びに出勤簿を含
む）

文学部事務長 2005/04/01 20年 2025/03/31 紙 文学部倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2015年3月31日
延長期間：10年

2001年度 総務（文学） 人事
平成13年度～平成26年度旧姓使用・通称名使
用・改姓届

文学部事務長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2001年度 総務（文学） 任免 平成13～18年度非常勤職員 文学部事務長 2007/04/01 20年 2027/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2017年3月31日
延長期間：10年

2001年度 総務（文学） 会議 平成13年度教授会議事概要 13.4～13.10 文学部事務長 2002/04/01 30年 2032/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管
2001年度 総務（文学） 会議 平成13年度教授会議事概要 13.11～14.2 文学部事務長 2002/04/01 30年 2032/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管
2001年度 総務（文学） 会議 平成13年度教授会議事概要 14.3.13，3.27 文学部事務長 2002/04/01 30年 2032/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管

2001年度 総務（文学） 任免
平成13年度～平成21年度外国人教師・外国人研
究員

文学部事務長 2010/04/01 30年 2040/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄

2002年度 総務（文学） 任免 平成十四年度非常勤講師 文学部事務長 2003/04/01 20年 2023/03/31 紙 文学部倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2013年3月31日
延長期間：10年

2002年度 総務（文学） 任免 平成14年度ＴＡ 文学部事務長 2003/04/01 20年 2023/03/31 紙 文学部倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2013年3月31日
延長期間：10年

2002年度 総務（文学） 任免 平成14年度～平成17年6月COE研究員 文学部事務長 2006/04/01 20年 2026/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2016年3月31日
延長期間：10年

2002年度 総務（文学） 会議 平成14年度教授会議事概要 14.4～14.9.4 文学部事務長 2003/04/01 30年 2033/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管
2002年度 総務（文学） 会議 平成14年度教授会議事概要 14.9.18～14.12.11 文学部事務長 2003/04/01 30年 2033/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管
2002年度 総務（文学） 会議 平成14年度教授会議事概要 15.1.15～15.3.26 文学部事務長 2003/04/01 30年 2033/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管
2002年度 総務（文学） 任免 平成14～17年度8月教官任免 文学部事務長 2006/04/01 30年 2036/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄

2003年度 総務（文学） 任免 平成十五年度非常勤講師 文学部事務長 2004/04/01 20年 2024/03/31 紙 文学部倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2014年3月31日
延長期間：10年

2003年度 総務（文学） 任免 平成15年度ＴＡ 文学部事務長 2004/04/01 20年 2024/03/31 紙 文学部倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2014年3月31日
延長期間：10年

2003年度 総務（文学） 会議 平成15年度教授会議事概要 15.4.9～ 文学部事務長 2004/04/01 30年 2034/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管
2003年度 総務（文学） 会議 平成15年度教授会議事概要 15.10.22～ 文学部事務長 2004/04/01 30年 2034/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管
2003年度 総務（文学） 会議 平成15年度教授会議事概要 16.2.26～16.3.24 文学部事務長 2004/04/01 30年 2034/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管

2004年度 総務（文学） 任免 平成16年度非常勤講師 文学部事務長 2005/04/01 20年 2025/03/31 紙 文学部倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2015年3月31日
延長期間：10年

2004年度 総務（文学） 任免 平成16年度ＴＡ 文学部事務長 2005/04/01 20年 2025/03/31 紙 文学部倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2015年3月31日
延長期間：10年

2004年度 総務（文学） 会議 平成16年度教授会議事概要 16.4.14～16.9.22 文学部事務長 2005/04/01 30年 2035/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管
2004年度 総務（文学） 会議 平成16年度教授会議事概要 16.10.6～17.3.23 文学部事務長 2005/04/01 30年 2035/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管

2005年度 総務（文学） 任免 平成17年度非常勤講師 文学部事務長 2006/04/01 20年 2026/03/31 紙 文学部倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2016年3月31日
延長期間：10年

2005年度 総務（文学） 任免 平成17年度ＴＡ 文学部事務長 2006/04/01 20年 2026/03/31 紙 文学部倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2016年3月31日
延長期間：10年

2005年度 総務（文学） 任免 平成17年7月～COE研究員 文学部事務長 2007/04/01 20年 2027/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2017年3月31日
延長期間：10年

2005年度 総務（文学） 会議 平成17年度教授会議事概要 17.4.13～17.10.26 文学部事務長 2006/04/01 30年 2036/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管
2005年度 総務（文学） 会議 平成17年度教授会議事概要 17.11.16～18.3.22 文学部事務長 2006/04/01 30年 2036/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管

2005年度 総務（文学） 会議 平成17年度総務委員会 文学部事務長 2006/04/01 30年 2036/03/31 紙
文系総合館倉庫
313

（名大）文系総務課長 移管

2005年度 総務（文学） 任免 平成17年度9月～教官任免 文学部事務長 2007/04/01 30年 2037/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄

2006年度 総務（文学） 庶務
平成18年度～平成22年度法人文書ファイル管理
簿関係

文学部事務長 2011/04/01 10年 2021/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管

2006年度 総務（文学） 任免 平成18年度短期雇用パートタイム勤務職員 文学部事務長 2007/04/01 15年 2022/03/31 紙 文学部倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2017年3月31日
延長期間：5年

2006年度 総務（文学） 任免 平成18年度非常勤講師 文学部事務長 2007/04/01 20年 2027/03/31 紙 文学部倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2017年3月31日
延長期間：10年

2006年度 総務（文学） 任免 平成18年度ＴＡ 文学部事務長 2007/04/01 20年 2027/03/31 紙 文学部倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2017年3月31日
延長期間：10年

2006年度 総務（文学） 会議 平成18年度教授会 18.4.12～18.10.11 文学部事務長 2007/04/01 30年 2037/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管
2006年度 総務（文学） 会議 平成18年度教授会 18.10.25～19.3.22 文学部事務長 2007/04/01 30年 2037/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管

2006年度 総務（文学） 会議 平成18年度総務委員会 文学部事務長 2007/04/01 30年 2037/03/31 紙
文系総合館倉庫313

（名大）文系総務課長 移管

2006年度 総務（文学） 栄典 平成18年度～平成25年度栄典関係 文学部事務長 2014/04/01 30年 2044/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管
2007年度 総務（文学） 庶務 平成19年度～平成28年度職員証 文系総務課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2007年度 総務（文学） 庶務
平成19年度～平成28年度定年教員最終講義の
実施のお知らせ

文系総務課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2007年度 総務（文学） 選挙 平成19年度～平成26年度研究科長選挙 文系総務課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管

2007年度 総務（文学） 会議
平成19年度～平成27年度国立大学法人八大学
文学部長会議及び八国立大学法人文学部事務

文系総務課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管

2007年度 総務（文学） 国際交流 平成19年度～平成27年度文学研究科国際交流 文系総務課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2007年度 総務（文学） 評価 平成19年度～平成28年度教員個人評価関係 文系総務課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
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2007年度 総務（文学） 福祉
平成19年度～平成28年度安全衛生管理・産業医
職場巡視

文系総務課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 文学部倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄

2007年度 総務（文学） 任免 平成19年度非常勤講師 文系総務課長 2008/04/01 20年 2028/03/31 紙 文学部倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2018年3月31日
延長期間：10年

2007年度 総務（文学） 任免 平成19年度ＴＡ 文系総務課長 2008/04/01 20年 2028/03/31 紙 文学部倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2018年3月31日
延長期間：10年

2007年度 総務（文学） 会議 平成19年度教授会（4月～12月） 文系総務課長 2008/04/01 30年 2038/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管
2007年度 総務（文学） 会議 平成19年度教授会（1月～3月） 文系総務課長 2008/04/01 30年 2038/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管
2007年度 総務（文学） 会議 平成19年度総務委員会 文系総務課長 2008/04/01 30年 2038/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管
2007年度 総務（文学） 庶務 文学部創立60周年記念事業関係 文系総務課長 2008/04/01 30年 2038/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管
2007年度 総務（文学） 任免 平成19年度～平成21年度教員任免 文系総務課長 2010/04/01 30年 2040/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄

2008年度 総務（文学） 研究支援
平成20年度～平成23年度受託研究員・私学研修
員等の受入れ

文系総務課長 2012/04/01 10年 2022/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2008年度 総務（文学） 会議 平成20年度教授会（4月～12月） 文系総務課長 2009/04/01 30年 2039/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管
2008年度 総務（文学） 会議 平成20年度教授会（1月～3月） 文系総務課長 2009/04/01 30年 2039/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管
2008年度 総務（文学） 会議 平成20年度総務委員会 文系総務課長 2009/04/01 30年 2039/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管
2008年度 総務（文学） 設置 文学研究科附属日本近現代文化研究センター 文系総務課長 2009/04/01 30年 2039/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管
2008年度 総務（文学） 庶務 故天野政千代教授　文学部葬　H20.8.30 文系総務課長 2009/04/01 30年 2039/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
2009年度 総務（文学） 任免 平成2１年度～平成23年度グローバルCOE 文系総務課長 2012/04/01 10年 2022/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管

2009年度 総務（文学） 福祉
平成21年度～平成28年度健康診断に関するもの
（事後措置）

文系総務課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2009年度 総務（文学） 会議 平成2１年度教授会（4月～11月） 文系総務課長 2010/04/01 30年 2040/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管
2009年度 総務（文学） 会議 平成2１年度教授会（12月～3月） 文系総務課長 2010/04/01 30年 2040/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管
2009年度 総務（文学） 会議 平成2１年度総務委員会 文系総務課長 2010/04/01 30年 2040/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管
2010年度 総務（文学） 服務 平成22年度～平成23年度病気休職 文系総務課長 2012/04/01 10年 2022/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2010年度 総務（文学） 会議 平成22年度教授会（4月～12月） 文系総務課長 2011/04/01 30年 2041/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管
2010年度 総務（文学） 会議 平成22年度教授会（1月～3月） 文系総務課長 2011/04/01 30年 2041/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管
2010年度 総務（文学） 会議 平成22年度総務委員会 文系総務課長 2011/04/01 30年 2041/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管
2010年度 総務（文学） 任免 平成22年度部局長等任免・教員任免 文系総務課長 2011/04/01 30年 2041/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
2011年度 総務（文学） 庶務 平成23年度法人文書ファイル管理 文系総務課長 2012/04/01 10年 2022/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管

2011年度 総務（文学） 給与
平成23年度昇給昇格切替・期末勤勉手当・本給
の調整

文系総務課長 2012/04/01 10年 2022/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄

2011年度 総務（文学） 庶務 平成23年度文学研究博士研究員 文系総務課長 2012/04/01 10年 2022/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
2011年度 総務（文学） 任免 平成23年度非常勤職員 文系総務課長 2012/04/01 10年 2022/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
2011年度 総務（文学） 任免 平成23年度短期雇用パートタイム勤務職員 文系総務課長 2012/04/01 10年 2022/03/31 紙 文学部倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
2011年度 総務（文学） 任免 平成23年度非常勤講師 文系総務課長 2012/04/01 10年 2022/03/31 紙 文学部倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
2011年度 総務（文学） 任免 平成23年度文学研究科ＴＡ・ＲＡ 文系総務課長 2012/04/01 10年 2022/03/31 紙 文学部倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
2011年度 総務（文学） 会議 平成23年度教授会（4月～12月） 文系総務課長 2012/04/01 30年 2042/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管
2011年度 総務（文学） 会議 平成23年度教授会（1月～3月） 文系総務課長 2012/04/01 30年 2042/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管
2011年度 総務（文学） 会議 平成23年度総務委員会 文系総務課長 2012/04/01 30年 2042/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2011年度 総務（文学） 任免 平成23年度部局長等任免・教員任免 文系総務課長 2012/04/01 30年 2042/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
2011年度 総務（文学） 会議 平成23年度～平成26年度教員懇談会 文系総務課長 2013/04/01 30年 2043/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管
2011年度 総務（文学） 福祉 平成23年度～平成28年度名誉教授 文系総務課長 2017/04/01 30年 2047/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2012年度 総務（文学） 研究支援
平成23年度～平成29年度加藤龍太郎英文学研
究助成基金

文系総務課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2012年度 総務（文学） 服務 平成24年度～平成28年度特別研究期間 文系総務課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 文系総合館倉庫312 （名大）文系総務課長 廃棄
2012年度 総務（文学） 給与 平成24年度給与・手当 文系総務課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 文学部倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
2012年度 総務（文学） 庶務 平成24年度文学研究博士研究員 文系総務課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 文学部倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
2012年度 総務（文学） 任免 平成24年度非常勤職員 文系総務課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
2012年度 総務（文学） 任免 平成24年度短期雇用パートタイム勤務職員 文系総務課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 文学部倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
2012年度 総務（文学） 任免 平成24年度非常勤講師 文系総務課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 文学部倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
2012年度 総務（文学） 任免 平成24年度ＴＡ・ＲＡ 文系総務課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 文学部倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
2012年度 総務（文学） 福祉 平成18～24年度災害件数の報告 文系総務課長 2013/04/01 10年 2023/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
2012年度 総務（文学） 研究支援 平成24年度～平成25年度各種研究員 文系総務課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 文学部倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
2012年度 総務（文学） 庶務 平成23年度～平成27年度個人情報・情報公開 文系総務課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
2012年度 総務（文学） 庶務 平成24年度～平成28年度法人文書ファイル管理 文系総務課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2012年度 総務（文学） 庶務 平成24年度～平成28年度教員公募 文学部事務長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
2012年度 総務（文学） 会議 平成24年度教授会（4月～11月） 文系総務課長 2013/04/01 30年 2043/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管
2012年度 総務（文学） 会議 平成24年度教授会（12月～3月） 文系総務課長 2013/04/01 30年 2043/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管
2012年度 総務（文学） 会議 平成24年度総務委員会 文系総務課長 2013/04/01 30年 2043/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2012年度 総務（文学） 任免 平成24年度部局長等任免・教員任免 文系総務課長 2013/04/01 30年 2043/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2013年度 総務（文学） 広報 平成24年度～平成28年度広報・名大トピックス原 文系総務課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2013年度 総務（文学） 給与 平成25年度給与・手当 文系総務課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
2013年度 総務（文学） 庶務 平成25年度文学研究博士研究員 文系総務課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 文学部倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
2013年度 総務（文学） 任免 平成25年度非常勤職員 文系総務課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
2013年度 総務（文学） 任免 平成25年度短期雇用パートタイム勤務職員 文系総務課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 文学部倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
2013年度 総務（文学） 任免 平成25年度非常勤講師 文系総務課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 文学部倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
2013年度 総務（文学） 任免 平成25年度ＴＡ・ＲＡ 文系総務課長 2014/04/01 10年 2024/03/31 紙 文学部倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
2013年度 総務（文学） 福祉 平成25年度～平成28年度事故・災害報告 文系総務課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
2013年度 総務（文学） 会議 平成25年度教授会（4月～11月） 文系総務課長 2014/04/01 30年 2044/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管
2013年度 総務（文学） 会議 平成25年度教授会（12月～3月） 文系総務課長 2014/04/01 30年 2044/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管
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2013年度 総務（文学） 会議 平成25年度総務委員会 文系総務課長 2014/04/01 30年 2044/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2013年度 総務（文学） 任免 平成25年度部局長等任免・教員任免 文系総務課長 2014/04/01 30年 2044/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄

2013年度 総務（文学） 設置
文学研究科附属「アジアの中の日本文化」研究セ
ンター

文系総務課長 2017/04/01 30年 2047/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管

2013年度 総務（文学） 庶務 平成25年度～　　公印関係 文系総務課長 2014/04/01 常用 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2014年度 総務（文学） 給与 平成26年度勤務時間報告書・超過勤務等命令簿 文系総務課長 2015/04/01 7年 2022/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2014年度 総務（文学） 服務 平成26年度TA･RA勤務実績報告書並びに出勤 文系総務課長 2015/04/01 7年 2022/03/31 紙 文学部倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
2014年度 総務（文学） 服務 平成26年出勤簿 文系総務課長 2015/04/01 7年 2022/03/31 紙 文学部倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
2014年度 総務（文学） 給与 平成26年度給与・手当 文系総務課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2014年度 総務（文学） 庶務 平成26年度文学研究博士研究員 文系総務課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2014年度 総務（文学） 任免 平成26年度非常勤職員 文系総務課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
2014年度 総務（文学） 任免 平成26年度短期雇用パートタイム勤務職員 文系総務課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
2014年度 総務（文学） 任免 平成26年度非常勤講師 文系総務課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
2014年度 総務（文学） 任免 平成26年度ＴＡ・ＲＡ 文系総務課長 2015/04/01 10年 2025/03/31 紙 文学部倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
2014年度 総務（文学） 研究支援 平成26年度～平成27年度各種研究員 文系総務課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
2014年度 総務（文学） 会議 平成26年度教授会（4月～12月） 文系総務課長 2015/04/01 30年 2045/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2014年度 総務（文学） 会議 平成26年度教授会（1月～3月） 文系総務課長 2015/04/01 30年 2045/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2014年度 総務（文学） 会議 平成26年度総務委員会 文系総務課長 2015/04/01 30年 2045/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管
2014年度 総務（文学） 任免 平成26年度部局長等任免・教員任免 文系総務課長 2015/04/01 30年 2045/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄

2014年度 総務（文学） 設置
文学研究科附属人類文化遺産テクスト学研究セ
ンター

文系総務課長 2015/04/01 30年 2045/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管

2014年度 総務（文学） 栄典 平成26年度～平成28年度栄典関係 文系総務課長 2017/04/01 30年 2047/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管

2015年度 総務（文学） 研究支援
平成27年度～平成28年度ヤングリーダーズプロ
グラム（YLC)

文系総務課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2015年度 総務（文学） 庶務
平成27年度～平成28年度情報セキュリティ自己
点検・名古屋大学ID

文系総務課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2015年度 総務（文学） 給与 平成27年度勤務時間報告書・超過勤務等命令簿 文系総務課長 2016/04/01 7年 2023/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2015年度 総務（文学） 服務 平成27年度TA･RA勤務実績報告書並びに出勤 文系総務課長 2016/04/01 7年 2023/03/31 紙 文学部倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
2015年度 総務（文学） 服務 平成27年出勤簿 文系総務課長 2016/04/01 7年 2023/03/31 紙 文学部倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
2015年度 総務（文学） 給与 平成27年度給与・手当 文系総務課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2015年度 総務（文学） 庶務 平成27年度文学研究博士研究員 文系総務課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2015年度 総務（文学） 任免 平成27年度非常勤職員 文系総務課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
2015年度 総務（文学） 任免 平成27年度短期雇用パートタイム勤務職員1/2 文系総務課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
2015年度 総務（文学） 任免 平成27年度短期雇用パートタイム勤務職員2/2 文系総務課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
2015年度 総務（文学） 任免 平成27年度非常勤講師 文系総務課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
2015年度 総務（文学） 任免 平成27年度ＴＡ・ＲＡ 文系総務課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 文学部倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
2015年度 総務（文学） 福祉 平成27年度安全衛生管理・産業医職場巡視 文系総務課長 2016/04/01 10年 2026/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2015年度 総務（文学） 会議 平成27年度教授会（4月～9月） 文系総務課長 2016/04/01 30年 2046/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2015年度 総務（文学） 会議 平成27年度教授会（10月～3月） 文系総務課長 2016/04/01 30年 2046/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2015年度 総務（文学） 会議 平成27年度総務委員会 文系総務課長 2016/04/01 30年 2046/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2015年度 総務（文学） 任免 平成2７年度部局長等任免・教員任免 文系総務課長 2016/04/01 30年 2046/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（文学） 研究支援 平成28年度日本学術振興会　申請（文学） 文系総務課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（文学） 研究支援 平成28年度研究助成　申請（文学） 文系総務課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（文学） 調査 平成24年度～平成28年度科学技術研究調査 文系総務課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 文学部倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄

2016年度 総務（文学） 庶務
平成28年度全学委員会委員選出・学内組織役員
推薦

文系総務課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2016年度 総務（文学） 庶務 平成28年度証明書 文系総務課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2016年度 総務（文学） 庶務
平成28年度情報セキュリティ自己点検・名古屋大
学ID

文系総務課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2016年度 総務（文学） 調査 平成28年度調査（回答） 文系総務課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（文学） 服務 平成28年度兼業・兼職 文系総務課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（文学） 服務 平成28年度勤務状況報告書 文系総務課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（文学） 服務 平成28年休暇簿・欠勤届・週休日の振替 文系総務課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 文学部倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（文学） 服務 平成28年度国内出張(教員）・研修承認願 文系総務課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 文学部倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（文学） 服務 平成28年度国内出張（その他） 文系総務課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 文学部倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（文学） 服務 平成28年度海外渡航 文系総務課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 文学部倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（文学） 服務 平成28年度出張（派遣）依頼 文系総務課長 2017/04/01 5年 2022/03/31 紙 文学部倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（文学） 給与 平成28年度勤務時間報告書・超過勤務等命令簿 文系総務課長 2017/04/01 7年 2024/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（文学） 服務 平成28年度TA･RA勤務実績報告書並びに出勤 文系総務課長 2017/04/01 7年 2024/03/31 紙 文学部倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（文学） 服務 平成28年出勤簿 文系総務課長 2017/04/01 7年 2024/03/31 紙 文学部倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（文学） 研究支援 平成28年度各種研究員 文系総務課長 2017/04/01 7年 2024/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（文学） 給与 平成28年度給与・手当 文系総務課長 2017/04/01 10年 2026/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2016年度 総務（文学） 会議
国立大学法人八大学文学部長会議
大学院を置く八国立大学法人文学部事務長会議
平成28年6月3日（金）　ルブラ王山

文系総務課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管

2016年度 総務（文学） 庶務 平成28年度個人情報・情報公開 文系総務課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（文学） 庶務 平成28年度文学研究博士研究員 文系総務課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（文学） 任免 平成28年度非常勤職員 文系総務課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（文学） 任免 平成28年度短期雇用パートタイム勤務職員① 文系総務課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（文学） 任免 平成28年度短期雇用パートタイム勤務職員② 文系総務課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（文学） 任免 平成28年度短期雇用パートタイム勤務職員③ 文系総務課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
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2016年度 総務（文学） 任免 平成28年度非常勤講師 文系総務課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（文学） 任免 平成28年度ＴＡ・ＲＡ 文系総務課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 文学部倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（文学） 会議 平成28年度人文学研究科設立準備委員会資料 文系総務課長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（文学） 研究支援 平成28年度外国人PI招へい事業 文学部事務長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（文学） 研究支援 最先端国際研究ユニットについて 文学部事務長 2017/04/01 10年 2027/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（文学） 会議 平成28年度教授会（4月～9月） 文系総務課長 2017/04/01 30年 2047/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管
2016年度 総務（文学） 会議 平成28年度教授会（10月～2月） 文系総務課長 2017/04/01 30年 2047/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管
2016年度 総務（文学） 会議 平成28年度教授会（3月） 文系総務課長 2017/04/01 30年 2047/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管
2016年度 総務（文学） 会議 平成28年度総務委員会 文系総務課長 2017/04/01 30年 2047/03/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管
2016年度 総務（文学） 任免 平成28年度部局長等任免・教員任免 文系総務課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（文学） 任免 平成27～28年度承継教員の年俸制切替 文系総務課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（文学） 会議 平成29年度文学研究科教授会 文系総務課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2018年度 総務（文学） 会議 平成30年度文学研究科教授会 文系総務課長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2019年度 総務（文学） 会議 平成31/令和元年度文学研究科教授会 文系総務課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2020年度 総務（文学） 会議 令和2年度文学研究科教授会 （名大）文系総務課長 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
1976年度 総務（国言） 栄典 昭和51年度～平成4年度　名誉教授関係 国言事務長 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄

1980年度 総務（国言） 任免 昭和55年度　外国人教師関係 国言事務長 1981/4/1 40年 2021/3/31 紙 文学部棟倉庫126 （名大）文系総務課長 移管
当初の保存期間満了日：2011年3月31日
延長期間：10年

1981年度 総務（国言） 任免 昭和56年度　外国人教師関係 国言事務長 1982/4/1 40 2022/3/31 紙 文学部棟倉庫126 （名大）文系総務課長 移管
当初の保存期間満了日：2011年3月31日
延長期間：10年

1982年度 総務（国言） 任免 昭和57年度　外国人教師関係 国言事務長 1983/4/1 40 2023/3/31 紙 文学部棟倉庫126 （名大）文系総務課長 移管
当初の保存期間満了日：2013年3月31日
延長期間：10年

1983年度 総務（国言） 任免 昭和58年度　外国人教師関係 国言事務長 1984/4/1 40年 2024/3/31 紙 文学部棟倉庫126 （名大）文系総務課長 移管
当初の保存期間満了日：2014年3月31日
延長期間：10年

1984年度 総務（国言） 任免 昭和59年度　外国人教師関係 国言事務長 1985/4/1 40年 2025/3/31 紙 文学部棟倉庫126 （名大）文系総務課長 移管
当初の保存期間満了日：2015年3月31日
延長期間：10年

1985年度 総務（国言） 任免 昭和60年度　外国人教師関係 国言事務長 1986/4/1 30年 2026/3/31 紙 文学部棟倉庫126 （名大）文系総務課長 移管
当初の保存期間満了日：2016年3月31日
延長期間：10年

1986年度 総務（国言） 任免 昭和61年度　外国人教師関係 国言事務長 1987/4/1 30年 2027/3/31 紙 文学部棟倉庫126 （名大）文系総務課長 移管
当初の保存期間満了日：2017年3月31日
延長期間：10年

1987年度 総務（国言） 任免 昭和62年度～平成28年度　職員の定員・現員表 国言事務長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
1990年度 総務（国言） 会議 平成2年度　教授会議事録（総合言語センター） 国言事務長 1991/4/1 30年 2021/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管
1990年度 総務（国言） 任免 平成2年度　外国人教師関係 国言事務長 1991/4/1 30年 2021/3/31 紙 文学部棟倉庫126 （名大）文系総務課長 移管

1991年度 総務（国言） 任免 平成3年度　非常勤講師関係 国言事務長 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 文学部棟倉庫126 （名大）文系総務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2002年3月31日
延長期間：20年

1991年度 総務（国言） 任免 平成3年度　外国人教師等雇用関係綴 国言事務長 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 文学部棟倉庫126 （名大）文系総務課長 移管

1992年度 総務（国言） 任免 平成4年度　非常勤講師関係 国言事務長 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 文学部棟倉庫126 （名大）文系総務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2003年3月31日
延長期間：20年

1993年度 総務（国言） 会議
平成5年度　教授会議事録（言語文化部）②第7回
～第11回

国言事務長 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管

1993年度 総務（国言） 任免 平成5年度～平成28年度　人事記録の修正 国言事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 文学部棟倉庫126 （名大）文系総務課長 廃棄
1993年度 総務（国言） 栄典 平成5年度～平成10年度　名誉教授関係 国言事務長 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄

1993年度 総務（国言） 任免
平成5年度～平成12年度　職員進退録（非常勤職
員）

国言事務長 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 文学部棟倉庫126 （名大）文系総務課長 移管

1993年度 総務（国言） 任免 平成5年度～平成22年度　全学的運用定員 国言事務長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 文学部棟倉庫126 （名大）文系総務課長 廃棄
1994年度 総務（国言） 会議 平成6年度　教授会議事録（言語文化部） 国言事務長 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管
1994年度 総務（国言） 任免 平成6年度　職員進退録（教官） 国言事務長 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 文学部棟倉庫126 （名大）文系総務課長 廃棄
1994年度 総務（国言） 公文書 平成6年度～　公印 国言事務長 1995/4/1 永年 － 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 －
1995年度 総務（国言） 会議 平成7年度　教授会議事録（言語文化部） 国言事務長 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管
1995年度 総務（国言） 任免 平成7年度　職員進退録（教官） 国言事務長 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 文学部棟倉庫126 （名大）文系総務課長 廃棄
1996年度 総務（国言） 会議 平成8年度　教授会議事録（言語文化部） 国言事務長 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管
1996年度 総務（国言） 任免 平成8年度　職員進退録（教官） 国言事務長 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 文学部棟倉庫126 （名大）文系総務課長 廃棄
1996年度 総務（国言） 栄典 平成8年度～平成10年度　叙勲関係 国言事務長 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管
1997年度 総務（国言） 会議 平成9年度　教授会議事録（言語文化部） 国言事務長 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管
1997年度 総務（国言） 任免 平成9年度　職員進退録（教官） 国言事務長 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 文学部棟倉庫126 （名大）文系総務課長 廃棄
1998年度 総務（国言） 国際交流 平成10年度～平成28年度　外国人研究者 国言事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
1998年度 総務（国言） 会議 平成10年度　教授会議事録（言語文化部） 国言事務長 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管
1998年度 総務（国言） 会議 平成10年度　研究科委員会議事録 国言事務長 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管
1998年度 総務（国言） 任免 平成10年度　職員進退録（教官） 国言事務長 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 文学部棟倉庫126 （名大）文系総務課長 廃棄
1999年度 総務（国言） 会議 平成11年度　教授会議事録（言語文化部） 国言事務長 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管

1999年度 総務（国言） 任免
平成11年度～平成12年度　職員進退録（教官・事
務官）

国言事務長 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 文学部棟倉庫126 （名大）文系総務課長 廃棄

1999年度 総務（国言） 選挙 平成11年度･平成13年度　言語文化部長選挙 国言事務長 2002/4/1 30年 2032/4/1 紙 文系総合館倉庫 （名大）文系総務課長 移管
1999年度 総務（国言） 選挙 平成11年度～平成17年度　研究科長選挙 国言事務長 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 文系総合館倉庫 （名大）文系総務課長 移管
1999年度 総務（国言） 栄典 平成11年度～平成22年度　叙勲関係 文系総務課長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管
1999年度 総務（国言） 栄典 平成11年度～平成28年度　名誉教授関係 文系総務課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
1999年度 総務（国言） 国際交流 平成11年度～平成２８年度　学術交流協定 国言事務長 2000/4/1 常用 － 紙 文学部棟倉庫126 （名大）文系総務課長 移管
2000年度 総務（国言） 会議 平成12年度　研究科委員会議事録 国言事務長 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管
2000年度 総務（国言） 任免 平成12年度～平成13年度　外国人教師関係 国言事務長 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 文学部棟倉庫126 （名大）文系総務課長 移管
2000年度 総務（国言） 会議 平成12年度～平成19年度　外部評価委員会 国言事務長 2001/4/1 30年 2038/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
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2001年度 総務（国言） 任免 平成13年度　非常勤講師関係 国言事務長 2002/4/1 20年 2022/3/31 紙 文学部棟倉庫126 （名大）文系総務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2012年3月31日
延長期間：10年

2001年度 総務（国言） 任免 平成13年度　ＴＡ・ＲＡ 国言事務長 2002/4/1 20年 2022/3/31 紙 文学部棟倉庫126 （名大）文系総務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2012年3月31日
延長期間：10年

2001年度 総務（国言） 会議 平成13年度　研究科委員会議事録 国言事務長 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管

2001年度 総務（国言） 任免
平成13年度～平成16年度　職員進退録（教官・事
務）

国言事務長 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 文学部棟倉庫126 （名大）文系総務課長 廃棄

2001年度 総務（国言） 任免
平成13年度～平成18年度　職員進退録（非常勤
職員）

国言事務長 2007/4/1 30 2037/3/31 紙 文学部棟倉庫126 （名大）文系総務課長 移管

2002年度 総務（国言） 任免 平成14年度　非常勤講師関係 国言事務長 2003/4/1 20 2023/3/31 紙 文学部棟倉庫126 （名大）文系総務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2013年3月31日
延長期間：10年

2002年度 総務（国言） 任免 平成14年度　ＴＡ・ＲＡ 国言事務長 2003/4/1 20年 2023/3/31 紙 文学部棟倉庫126 （名大）文系総務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2013年3月31日
延長期間：10年

2002年度 総務（国言） 会議 平成14年度　研究科委員会議事録 国言事務長 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管

2003年度 総務（国言） 任免 平成15年度　非常勤講師関係 国言事務長 2004/4/1 20年 2024/3/31 紙 文学部棟倉庫126 （名大）文系総務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2014年3月31日
延長期間：10年

2003年度 総務（国言） 任免 平成15年度　ＴＡ・ＲＡ 国言事務長 2004/4/1 20年 2024/3/31 紙 文学部棟倉庫126 （名大）文系総務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2014年3月31日
延長期間：10年

2003年度 総務（国言） 資料
平成15年度～平成28年度　ﾒﾃﾞｨｱﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙｺｰ
ｽ関係

国言事務長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 文学部棟倉庫126 （名大）文系総務課長 移管

2003年度 総務（国言） 会議 平成15年度　研究科委員会議事録 国言事務長 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管
2003年度 総務（国言） 任免 平成15年度～平成16年度　外国人教師関係 国言事務長 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 文学部棟倉庫126 （名大）文系総務課長 移管
2003年度 総務（国言） 規程 規程等改正 文系総務課長 2004/4/1 永年 － 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 －

2004年度 総務（国言） 任免 平成16年度　非常勤講師関係 国言事務長 2005/4/1 20年 2025/3/31 紙 文学部棟倉庫126 （名大）文系総務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2015年3月31日
延長期間：10年

2004年度 総務（国言） 任免 平成16年度　ＴＡ・ＲＡ 国言事務長 2005/4/1 20年 2025/3/31 紙 文学部棟倉庫126 （名大）文系総務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2015年3月31日
延長期間：10年

2004年度 総務（国言） 会議 平成16年度　研究科教授会議事録 国言事務長 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管
2004年度 総務（国言） 任免 平成16年度～平成18年度　人事関係通知 国言事務長 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 文系総合館倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄

2004年度 総務（国言） 規程
平成16年度　名古屋大学大学院国際言語文化研
究科規則集

国言事務長 2005/4/1 永年 － 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 －

2005年度 総務（国言） 任免 平成17年度　非常勤講師関係 国言事務長 2006/4/1 20年 2026/3/31 紙 文学部棟倉庫126 （名大）文系総務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2016年3月31日
延長期間：10年

2005年度 総務（国言） 任免 平成17年度　ＴＡ・ＲＡ 国言事務長 2006/4/1 20年 2026/3/31 紙 文学部棟倉庫126 （名大）文系総務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2016年3月31日
延長期間：10年

2005年度 総務（国言） 任免 平成17年度～平成22年度　職員進退録（教員） 文系総務課長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 文学部棟倉庫126 （名大）文系総務課長 廃棄
2005年度 総務（国言） 公文書 平成17年度～平成25年度　法人文書ファイル管 国言事務長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 文学部棟倉庫126 （名大）文系総務課長 廃棄

2006年度 総務（国言） 会議
平成18年度～平成26年度　五大学大学院独立研
究科長連絡会議

国言事務長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄

2006年度 総務（国言） 任免 平成18年度　非常勤講師関係 国言事務長 2007/4/1 20年 2027/3/31 紙 文学部棟倉庫126 （名大）文系総務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2017年3月31日
延長期間：10年

2006年度 総務（国言） 任免 平成18年度　ＴＡ・ＲＡ 国言事務長 2007/4/1 20年 2027/3/31 紙 文学部棟倉庫126 （名大）文系総務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2017年3月31日
延長期間：10年

2007年度 総務（国言） 任免 平成19年度～平成27年度　改姓届／死亡報告書 文系総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 文学部棟倉庫126 （名大）文系総務課長 廃棄

2007年度 総務（国言） 任免 平成19年度　ＴＡ・ＲＡ 文系総務課長 2008/4/1 20年 2028/3/31 紙 文学部棟倉庫126 （名大）文系総務課長 廃棄
当初の保管期間満了日：2018年3月31日
延長期間：10年

2007年度 総務（国言） 任免
平成19年度～平成23年度　職員進退録（非常勤
職員）

文系総務課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 文学部棟倉庫126 （名大）文系総務課長 移管

2007年度 総務（国言） 選挙 平成18年度～平成26年度　研究科長選挙 国言事務長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 文系総合館倉庫 （名大）文系総務課長 移管

2008年度 総務（国言） 国際交流
平成20年度～平成28年度　外国人の在留資格等
確認

文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2009年度 総務（国言） 任免 平成21年度～平成28年度　非常勤講師履歴書 文系総務課長 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2009年度 総務（国言） 会議 平成21年度　研究科教授会議事録 文系総務課長 2010/4/1 30 2040/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管
2010年度 総務（国言） 会議 平成22年度　研究科運営協議会 文系総務課長 2011/4/1 10 2021/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管
2010年度 総務（国言） 任免 平成22年度～平成24年度　学術研究員 文系総務課長 2013/4/1 10年 2023/4/1 紙 文学部棟倉庫126 （名大）文系総務課長 廃棄
2010年度 総務（国言） 任免 平成22年度～平成24年度　博士候補研究員 文系総務課長 2013/4/1 10年 2023/4/1 紙 文学部棟倉庫126 （名大）文系総務課長 廃棄
2010年度 総務（国言） 会議 平成22年度　研究科教授会議事録 文系総務課長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管
2010年度 総務（国言） 任免 平成22年度～平成28年度　人事関係通知 文系総務課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 文学部棟倉庫126 （名大）文系総務課長 廃棄
2011年度 総務（国言） 会議 平成23年度　研究科運営協議会 文系総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管

2011年度 総務（国言） 公募 平成23年度　学振特別研究員 文系総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 文学部棟倉庫126 （名大）文系総務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2017年3月31日
延長期間：5年

2011年度 総務（国言） 任免 平成23年度　短期パートタイム勤務職員 文系総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 文学部棟倉庫126 （名大）文系総務課長 廃棄
2011年度 総務（国言） 任免 平成23年度　ＴＡ・ＲＡ 文系総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 文学部棟倉庫126 （名大）文系総務課長 廃棄
2011年度 総務（国言） 任免 平成23年度～平成24年度　非常勤講師 文系総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 文学部棟倉庫126 （名大）文系総務課長 廃棄
2011年度 総務（国言） 文書 平成23年度～平成28年度　個人情報 文系総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2011年度 総務（国言） 会議 平成23年度　研究科教授会議事録 文系総務課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管

2011年度 総務（国言） 任免
平成23年度～平成24年度　職員進退録（教員・事
務）

文系総務課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 文学部棟倉庫126 （名大）文系総務課長 廃棄

2011年度 総務（国言） 栄典 平成23年度～平成28年度　叙勲関係 文系総務課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2011年度 総務（国言） 任免 平成23年度～平成28年度　全学的運用定員 文系総務課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
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2011年度 総務（国言） 規程
平成23年度　名古屋大学大学院国際言語文化研
究科規則集

文系総務課長 2012/4/1 永年 － 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 －

2011年度 総務（国言） 文書 平成23年度～平成28年度　評価（認証・法人・部 文系総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 文学部棟倉庫126 （名大）文系総務課長 移管
2012年度 総務（国言） 会議 平成24年度　研究科運営協議会 文系総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管
2012年度 総務（国言） 任免 平成24年度　短期パートタイム勤務職員 文系総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 文学部棟倉庫126 （名大）文系総務課長 廃棄
2012年度 総務（国言） 任免 平成24年度　ＴＡ・ＲＡ 文系総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 文学部棟倉庫126 （名大）文系総務課長 廃棄
2012年度 総務（国言） 会議 平成24年度　研究科教授会議事録 文系総務課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管

2012年度 総務（国言） 任免
平成24年度～平成25年度　職員進退録（非常勤
職員）

文系総務課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 文学部棟倉庫126 （名大）文系総務課長 移管

2013年度 総務（国言） 公文書
平成25年度　「独立行政法人等の保有する情報
の公開に関する法律」第3条に基づく法人文書の
開示請求について

文系総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2013年度 総務（国言） 会議 平成25年度　研究科運営協議会 文系総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管
2013年度 総務（国言） 任免 平成25年度　非常勤講師 文系総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 文学部棟倉庫126 （名大）文系総務課長 廃棄
2013年度 総務（国言） 任免 平成25年度　短期パートタイム勤務職員 文系総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 文学部棟倉庫126 （名大）文系総務課長 廃棄
2013年度 総務（国言） 任免 平成25年度　ＴＡ・ＲＡ 文系総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 文学部棟倉庫126 （名大）文系総務課長 廃棄
2013年度 総務（国言） 任免 平成25年度～平成27年度　学術研究員 文系総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2013年度 総務（国言） 任免 平成25年度～平成28年度　博士候補研究員 文系総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 文学部棟倉庫126 （名大）文系総務課長 廃棄
2013年度 総務（国言） 会議 平成25年度　研究科教授会議事録 文系総務課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管
2013年度 総務（国言） 任免 平成25年度　職員進退録（教員・事務） 文系総務課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 文学部棟倉庫126 （名大）文系総務課長 廃棄
2014年度 総務（国言） 給与 平成26年度　勤務時間報告書 文系総務課長 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 文学部棟倉庫126 （名大）文系総務課長 廃棄
2014年度 総務（国言） 給与 平成26年度　ＴＡ・ＲＡ勤務実績報告書並びに出 文系総務課長 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 文学部棟倉庫126 （名大）文系総務課長 廃棄

2014年度 総務（国言） 国際交流
平成26年度～平成28年度　国際交流会館 入居
者選考

文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文学部棟倉庫126 （名大）文系総務課長 廃棄

2014年度 総務（国言） 服務 平成26年度　超過勤務等命令簿 文系総務課長 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 文学部棟倉庫126 （名大）文系総務課長 廃棄
2014年度 総務（国言） 服務 平成26年度～平成28年度　特別研究期間 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2014年度 総務（国言） 服務 平成26年度～平成28年度　振替及び代休指定簿 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2014年度 総務（国言） 服務 平成26年度　出勤簿・休暇簿 文系総務課長 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 文学部棟倉庫126 （名大）文系総務課長 廃棄
2014年度 総務（国言） 会議 平成26年度　研究科運営協議会 文系総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管
2014年度 総務（国言） 任免 平成26年度　非常勤講師 文系総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 文学部棟倉庫126 （名大）文系総務課長 廃棄
2014年度 総務（国言） 任免 平成26年度　短期パートタイム勤務職員 文系総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 文学部棟倉庫126 （名大）文系総務課長 廃棄
2014年度 総務（国言） 任免 平成26年度　ＴＡ・ＲＡ 文系総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 文学部棟倉庫126 （名大）文系総務課長 廃棄
2014年度 総務（国言） 公文書 平成26年度～28年度　法人文書ファイル管理簿 文系総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 文学部棟倉庫126 （名大）文系総務課長 廃棄
2014年度 総務（国言） 任免 平成26年度　職員進退録（非常勤職員） 文系総務課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 文学部棟倉庫126 （名大）文系総務課長 移管
2014年度 総務（国言） 会議 平成26年度　研究科教授会議事録 文系総務課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管
2014年度 総務（国言） 任免 平成26年度　職員進退録（教員・事務） 文系総務課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 文学部棟倉庫126 （名大）文系総務課長 廃棄
2015年度 総務（国言） 給与 平成27年度　勤務時間報告書 文系総務課長 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 文学部棟倉庫126 （名大）文系総務課長 廃棄
2015年度 総務（国言） 服務 平成27年度　超過勤務等命令簿 文系総務課長 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 文学部棟倉庫126 （名大）文系総務課長 廃棄
2015年度 総務（国言） 給与 平成27年度　ＴＡ・ＲＡ勤務実績報告書並びに出 文系総務課長 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2015年度 総務（国言） 服務 平成27年度　出勤簿・休暇簿 文系総務課長 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 文学部棟倉庫126 （名大）文系総務課長 廃棄
2015年度 総務（国言） 会議 平成27年度　研究科運営協議会 文系総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管
2015年度 総務（国言） 任免 平成27年度　非常勤講師 文系総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 文学部棟倉庫126 （名大）文系総務課長 廃棄
2015年度 総務（国言） 任免 平成27年度　短期パートタイム勤務職員 文系総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2015年度 総務（国言） 任免 平成27年度　ＴＡ・ＲＡ 文系総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2015年度 総務（国言） 会議
平成27年度～　　　　五大学大学院独立研究科長
連絡会議

文系総務課長 2016/4/1 10年 2027/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2015年度 総務（国言） 任免 平成27年度　職員進退録（非常勤職員） 文系総務課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 文学部棟倉庫126 （名大）文系総務課長 移管
2015年度 総務（国言） 会議 平成27年度　研究科教授会議事録 文系総務課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管
2015年度 総務（国言） 任免 平成27年度　職員進退録（教員・事務） 文系総務課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 文学部棟倉庫126 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（国言） 調査 平成28年度　調査（回答） 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（国言） 服務 平成28年度　兼業・兼職関係 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（国言） 服務 平成28年度　旅行命令簿・研修承認願 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（国言） 服務 平成28年度　他機関への出張依頼 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2016年度 総務（国言） 給与
平成28年度　給与（昇給・期末・勤勉）
　　　　　　　　本給の調整額（大学院担当）

文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2016年度 総務（国言） 給与
平成28年度　主任指導実績及び主任指導手当整
理簿

文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2016年度 総務（国言） 給与 平成28年度　勤務状況報告書 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（国言） 公募 平成28年度　日本学術振興会　申請書類 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（国言） 公募 平成28年度　研究助成　申請書類 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（国言） 証明書 平成28年度　証明書 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（国言） 調査 平成28年度　毎月勤労統計 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（国言） 給与 平成28年度　入試手当整理簿 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/4/1 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（国言） 給与 平成28年度　勤務時間報告書 文系総務課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（国言） 服務 平成28年度　超過勤務等命令簿 文系総務課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（国言） 給与 平成28年度　ＴＡ・ＲＡ勤務実績報告書並びに出 文系総務課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（国言） 服務 平成28年度　出勤簿・休暇簿 文系総務課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（国言） 会議 平成28年度　研究科運営協議会 文系総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管
2016年度 総務（国言） 任免 平成28年度　学術研究員 文系総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 文学部棟倉庫126 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（国言） 任免 平成28年度　博士候補研究員 文系総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 文学部棟倉庫126 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（国言） 任免 平成28年度　非常勤講師 文系総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
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2016年度 総務（国言） 任免 平成28年度　短期パートタイム勤務職員 文系総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（国言） 任免 平成28年度　ＴＡ・ＲＡ 文系総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（国言） 文書 平成23年度～平成28年度　職員録 文系総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 文学部棟倉庫126 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（国言） 任免 平成28年度　職員進退録（非常勤職員） 文系総務課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2016年度 総務（国言） 会議 平成28年度　研究科教授会議事録 文系総務課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管
2016年度 総務（国言） 任免 平成28年度　職員進退録（教員・事務） 文系総務課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（国言） 会議 平成29年度　研究科運営協議会 文系総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2017年度 総務（国言） 会議 平成29年度　研究科教授会議事録 文系総務課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2018年度 総務（国言） 会議 平成30年度　研究科運営協議会 文系総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2018年度 総務（国言） 会議 平成30年度　研究科教授会議事録 文系総務課長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2019年度 総務（国言） 会議 平成31年度　研究科運営協議会 文系総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2019年度 総務（国言） 会議 平成31年度　研究科教授会議事録 文系総務課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2020年度 総務（国言） 会議 令和2年度　研究科運営協議会 （名大）文系総務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2020年度 総務（国言） 会議 令和2年度　研究科教授会議事録 （名大）文系総務課長 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2020年度 総務（教育） 任免 令和2年度　非常勤職員進退禄 （名大）文系総務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2020年度 総務（教育） 給与
令和2年度　学位論文審査手当・主任指導手当・
入試手当整理簿

（名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2020年度 総務（教育） 給与
令和2年度　期末・勤勉手当・昇給・年俸制基本年
俸業績給

（名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2020年度 総務（教育） 給与 令和2年度　勤務時間報告１ （名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 総務（教育） 給与 令和2年度　勤務時間報告２ （名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 総務（教育） 服務 令和2年度　本給の調整額（大学院担当） （名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 総務（教育） 任免 令和2年度　外国人研究員 （名大）文系総務課長 2021/4/1 7年 2028/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 総務（教育） 任免 令和2年度　非常勤講師 （名大）文系総務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 総務(教育) 服務 令和2年度　特別研究期間申請 （名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/4/1 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 総務(教育) 調査 令和2年度　毎月勤労統計調査 （名大）文系総務課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2020年度 総務(教育) 服務
令和2年度　欠勤届、週休日の振替簿及び変更
簿・代休指定簿、、週休日、休日又は深夜に行う
労働に係る許可申請書

（名大）文系総務課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2020年度 総務（教育） 証明 令和2年度　証明書 （名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 総務（教育） 服務 令和2年度　ＴＡ・ＲＡ出勤簿 （名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 総務（教育） 服務 令和2年度　出張・研修（国内・海外） （名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 総務（教育） 服務 令和2年度　出張依頼・依頼出張　教育・センター （名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 総務（教育） 服務 令和2年度　教員出勤簿・休暇簿 （名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 総務（教育） 服務 令和2年度　兼業・兼職　　教育 （名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 総務（教育） 服務 令和2年度　兼業・兼職　　センター （名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 総務（教育） 任免 令和2年度　ＴＡ・ＲＡ進退録 （名大）文系総務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 総務（教育） 選挙 令和2年度　研究科長候補者選挙 （名大）文系総務課長 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 総務（教育） 選挙 令和2年度　附属中学・高等学校長候補者選挙 （名大）文系総務課長 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 総務（教育） 資料 令和2年度　総務関係 （名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2020年度 総務（教育） 任免
令和2年度　委嘱（心理発達相談室・生涯キャリ
ア・高大接続C）

（名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2020年度 総務（教育） 会議 令和2年度　総務・予算委員会 （名大）文系総務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2020年度 総務（教育） 会議 令和2年度　教員会議・助教選考会議 （名大）文系総務課長 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2020年度 総務（教育） 会議 令和2年度　学部教授会 （名大）文系総務課長 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2020年度 総務（教育） 会議 令和2年度　研究科委員会 （名大）文系総務課長 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2020年度 総務（教育） 会議 令和2年度　研究科教授会 （名大）文系総務課長 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管

2020年度 総務（教育） 会議
令和2年度　心の発達支援研究実践センター運営
委員会

（名大）文系総務課長 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管

2020年度 総務（教育） 任免 令和2年度　短期雇用パートタイム勤務職員 （名大）文系総務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2020年度 総務（教育） 会議
令和2年度　大学院博士課程を置く国立大学法人
教育学部長会議

（名大）文系総務課長 2021/4/1 10年 2031/4/1 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2019年度 総務(教育) 調査 平成31年度　毎月勤労統計調査 文系総務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2019年度 総務(教育) 服務
平成31年度　欠勤届、週休日の振替簿及び変更
簿・代休指定簿、、週休日、休日又は深夜に行う
労働に係る許可申請書

文系総務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2019年度 総務（教育） 証明 平成31年度　証明書 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 総務（教育） 服務 平成31年度　ＴＡ・ＲＡ出勤簿 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 総務（教育） 服務 平成31年度　出張・研修（国内・海外）あ～と 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2019年度 総務（教育） 服務
平成31年度　出張・研修（国内・海外）な～ん、特
別研究員、学生

文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2019年度 総務（教育） 服務
平成31年度　出張依頼・依頼出張　教育・セン
ター　（科研）

文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2019年度 総務（教育） 服務
平成31年度　出張依頼・依頼出張　教育・セン
ター　（科研以外）

文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2019年度 総務（教育） 服務 平成31年度　教員出勤簿・休暇簿 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 総務（教育） 服務 平成31年度　兼業・兼職　　教育 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 総務（教育） 服務 平成31年度　兼業・兼職　　センター 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 総務（教育） 資料 平成３１年度　総務関係 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2019年度 総務（教育） 任免
平成31年度　委嘱（心理発達相談室・生涯キャリ
ア・高大接続C）

文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
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2019年度 総務(教育) 服務 平成31年度　特別研究期間申請 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/4/1 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 総務（教育） 任免 平成31年度　ＴＡ・ＲＡ進退録 文系総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄

2019年度 総務（教育） 会議
平成31年度　大学院博士課程を置く国立大学教
育学部長会議

文系総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2019年度 総務(教育) 会議 平成31・令和2年度　連合第１群会議 文系総務課長 2020/4/1 10年 2030/4/1 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 総務（教育） 会議 平成31年度　総務・予算委員会 文系総務課長 2020/4/1 10年 2030/4/1 紙 文系教務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2019年度 総務（教育） 会議 平成31年度　教員会議・助教選考会議 文系総務課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2019年度 総務（教育） 会議 平成31年度　学部教授会 文系総務課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2019年度 総務（教育） 会議 平成31年度　研究科委員会 文系総務課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2019年度 総務（教育） 会議 平成31年度　研究科教授会 文系総務課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管

2019年度 総務（教育） 会議
平成31年度　心の発達支援研究実践センター運
営委員会

文系総務課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管

2019年度 総務（教育） 資料 令和元年度　教育学部創設７０周年記念行事 文系総務課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2019年度 総務（教育） 栄典 令和元年度生存者叙勲 文系総務課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管

2019年度 総務（教育） 会議
令和元年度～令和〇年度　国立大学9大学教育
学部事務長会議

文系総務課長 2020/4/1 効力終了後5年 未定 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2018年度 総務（教育） 任免 平成30年度　雇用関係重複チェック表 文系総務課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務(教育) 調査 平成30年度　毎月勤労統計調査・勤務状況報告 文系総務課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2018年度 総務(教育) 服務
平成30年度　欠勤届、週休日の振替簿及び変更
簿・代休指定簿、週休日、休日又は深夜に行う労
働に係る許可申請書

文系総務課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2018年度 総務（教育） 服務 平成30年度　特別研究期間申請 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（教育） 服務 平成30年度　本給の調整額（大学院担当） 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（教育） 調査 平成30年度　科学技術研究調査 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（教育） 服務 平成30年度　超過勤務命令簿 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（教育） 証明 平成30年度　証明書 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2018年度 総務（教育） 給与
平成30年度　学位論文審査手当・主任指導手当・
入試手当整理簿

文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2018年度 総務（教育） 給与
平成30年度　期末・勤勉手当・昇給・年俸制基本
年俸業績給

文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2018年度 総務（教育） 給与 平成30年度　勤務時間報告１ 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（教育） 給与 平成30年度　勤務時間報告２ 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（教育） 服務 平成30年度　ＴＡ・ＲＡ出勤簿 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（教育） 服務 平成30年度　兼業・兼職 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（教育） 服務 平成30年度　兼業・兼職　　センター 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（教育） 服務 平成30年度　非常勤職員出勤簿・休暇簿 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（教育） 服務 平成30年度　出張・研修（国内・海外）あ～と 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2018年度 総務（教育） 服務
平成30年度　出張・研修（国内・海外）な～ん、特
別研究員、学生

文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2018年度 総務（教育） 服務
平成30年度　出張依頼・依頼出張　教育・セン
ター　（科研）

文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2018年度 総務（教育） 服務
平成30年度　出張依頼・依頼出張　教育・セン
ター　（科研以外）

文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2018年度 総務（教育） 服務 平成30年度　教員出勤簿・休暇簿 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（教育） 公文書 平成30年度　個人情報保護/法人文書ファイル管 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（教育） 資料 平成30年度　全学委員会/施設長推薦依頼 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（教育） 資料 平成30年度　研究協力部通知・調査等 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（教育） 資料 平成30年度　広報渉外課通知・調査等 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2018年度 総務（教育） 資料
平成30年度　施設管理部通知・調査等/安全衛生
点検

文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2018年度 総務（教育） 資料 平成30年度　情報連携統括本部通知・調査等 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（教育） 資料 平成30年度　職員課通知・調査等 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（教育） 資料 平成30年度　企画部通知・調査等 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（教育） 資料 平成30年度　総務課通知・調査等 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（教育） 資料 平成30年度　教育推進部通知・調査等 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（教育） 服務 平成30年度　特別研究期間申請 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（教育） 会議 平成30年度　国立大学9大学教育学部事務長会 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（教育） 服務 平成30年度　兼業・兼職 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（教育） 服務 平成30年度　兼業・兼職　　センター 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2018年度 総務（教育） 任免
平成30年度　委嘱（心理発達相談室・生涯キャリ
ア・高大接続センター）

文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2018年度 総務（教育） 任免 平成30年度　外国人研究員 文系総務課長 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（教育） 任免 平成30年度　非常勤講師 文系総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（教育） 任免 平成30年度　短期雇用パートタイム勤務職員あ～ 文系総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（教育） 任免 平成30年度　短期雇用パートタイム勤務職員な～ 文系総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（教育） 任免 平成30年度　非常勤職員進退禄 文系総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（教育） 任免 平成30年度　ＴＡ・ＲＡ進退録 文系総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（教育） 会議 平成30年度　総務・予算委員会 文系総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管

2018年度 総務（教育） 会議
平成30年度　大学院博士課程を置く国立大学教
育学部長会議

文系総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2018年度 総務（教育） 評価 平成30年度　評価（教員個人評価・業務実績報 文系総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄
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2018年度 総務（教育） 会議 平成30年度　教員会議・助教選考会議 文系総務課長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2018年度 総務（教育） 会議 平成30年度　学部教授会 文系総務課長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2018年度 総務（教育） 会議 平成30年度　研究科委員会 文系総務課長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2018年度 総務（教育） 会議 平成30年度　研究科教授会 文系総務課長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管

2018年度 総務（教育） 会議
平成30年度　心の発達支援研究実践センター運
営委員会

文系総務課長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管

2018年度 総務（教育） 選挙 平成30年度　研究科長候補者選挙 文系総務課長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（教育） 選挙 平成30年度　附属中学・高等学校長候補者選挙 文系総務課長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2018年度 総務（教育） 任免
平成30年度～令和〇年度　若手育成プログラム
（ＹＬＣ）

文系総務課長 2019/4/1 効力終了後10年 未定 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2017年度 総務（教育） 服務 平成29年度　本給の調整額（大学院担当） 文系総務課長 2018/4/1 5年 44651 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（教育） 資料 平成29年度　研究協力部通知・調査等 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（教育） 資料 平成29年度　広報渉外課通知・調査等 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2017年度 総務（教育） 資料
平成29年度　施設管理部通知・調査等/安全衛生
点検

文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2017年度 総務（教育） 資料 平成29年度　情報連携統括本部通知・調査等 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（教育） 資料 平成29年度　職員課通知・調査等 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（教育） 資料 平成29年度　人事課通知・調査等 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（教育） 資料 平成29年度　企画部通知・調査等 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（教育） 資料 平成29年度　総務課通知・調査等 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（教育） 資料 平成29年度　教育推進部通知・調査等 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（教育） 証明 平成29年度　証明書 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（教育） 服務 平成29年度　教員出勤簿・休暇簿 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（教育） 服務 平成29年度　超過勤務命令簿 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（教育） 服務 平成29年度　非常勤職員出勤簿・休暇簿 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（教育） 服務 平成29年度　出張・研修（海外）教育・センター 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（教育） 服務 平成29年度　出張・研修（国内）教育科学専攻① 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（教育） 服務 平成30年度　出張・研修（国内）教育科学専攻② 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（教育） 服務 平成29年度　出張・研修（国内）心理発達科学専 文系総務課長 2018/4/1 5年 45016 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（教育） 服務 平成29年度　出張・研修（国内）センター 文系総務課長 2018/4/1 5年 45016 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2017年度 総務（教育） 服務
平成29年度　出張依頼・依頼出張　教育・セン
ター　（科研）

文系総務課長 2018/4/1 5年 45016 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2017年度 総務（教育） 服務
平成29年度　出張依頼・依頼出張　教育・セン
ター　（科研以外）

文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2017年度 総務（教育） 会議 平成29年度　国立大学9大学教育学部事務長会 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2017年度 総務（教育） 給与
平成29年度　学位論文審査手当・主任指導手当・
入試手当整理簿

文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄

2017年度 総務（教育） 給与
平成29年度　期末・勤勉手当・昇給・年俸制基本
年俸業績給

文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2017年度 総務（教育） 給与 平成29年度　勤務時間報告１ 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（教育） 給与 平成29年度　勤務時間報告２ 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（教育） 研究協力 平成29年度　日本学術振興会　申請書類 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（教育） 公文書 平成29年度　個人情報保護/法人文書ファイル管 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系総合館3階倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（教育） 資料 平成29年度　全学委員会/施設長推薦依頼 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（教育） 調査 平成29年度　科学技術研究調査 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（教育） 服務 平成29年度　特別研究期間申請 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2017年度 総務（教育） 任免
平成29年度　委嘱（心理発達相談室・生涯キャリ
ア・高大接続センター）

文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2017年度 総務（教育） 服務 平成29年度　ＴＡ・ＲＡ出勤簿 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（教育） 服務 平成29年度　兼業・兼職 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（教育） 服務 平成29年度　兼業・兼職　　センター 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（教育） 任免 平成29年度　外国人研究員 文系総務課長 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（教育） 会議 平成29年度　総務・予算委員会 文系総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管

2017年度 総務（教育） 会議
平成29年度　大学院博士課程を置く国立大学教
育学部長会議

文系総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2017年度 総務（教育） 任免 平成29年度　非常勤職員進退禄 文系総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（教育） 評価 平成29年度　評価（教員個人評価・業務実績報 文系総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（教育） 任免 平成29年度　短期雇用パートタイム勤務職員あ～ 文系総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（教育） 任免 平成29年度　短期雇用パートタイム勤務職員な～ 文系総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（教育） 任免 平成29年度　ＴＡ・ＲＡ進退録 文系総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（教育） 任免 平成29年度　非常勤講師 文系総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（教育） 会議 平成29年度　教員会議・助教選考会議 文系総務課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2017年度 総務（教育） 会議 平成29年度　学部教授会 文系総務課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2017年度 総務（教育） 会議 平成29年度　研究科委員会 文系総務課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2017年度 総務（教育） 会議 平成29年度　研究科教授会 文系総務課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2017年度 総務（教育） 会議 平成29年度　研究科教授会（2） 文系総務課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管

2017年度 総務（教育） 会議
平成29年度　心の発達支援研究実践センター運
営委員会

文系総務課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管

2017年度 総務（教育） 任免 平成29年度　教育発達科学研究科進退録 文系総務課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（教育） 任免 平成29年度　心の発達支援研究実践センター進 文系総務課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（教育） 任免 平成30年度　教育発達科学研究科進退録 文系総務課長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
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2017年度 総務（教育） 任免 平成30年度　心の発達支援研究実践センター進 文系総務課長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（教育） 会議 平成28年度　国立大学9大学教育学部事務長会 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2016年度 総務（教育） 給与
平成28年度　学位論文審査手当・主任指導手当・
入試手当整理簿

文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄

2016年度 総務（教育） 給与
平成28年度　期末・勤勉手当・昇給・年俸制基本
年俸業績給

文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2016年度 総務（教育） 給与 平成28年度　勤務時間報告 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（教育） 研究協力 平成28年度　日本学術振興会　申請書類 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（教育） 公文書 平成28年度　個人情報保護/法人文書ファイル管 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（教育） 資料 平成28年度　全学委員会/施設長推薦依頼 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（教育） 資料 平成28年度　研究協力部通知・調査等 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（教育） 資料 平成28年度　広報渉外課通知・調査等 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄

2016年度 総務（教育） 資料
平成28年度　施設管理部通知・調査等/安全衛生
点検

文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄

2016年度 総務（教育） 資料 平成28年度　情報連携統括本部通知・調査等 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（教育） 資料 平成28年度　職員課通知・調査等 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（教育） 資料 平成28年度　人事課通知・調査等 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（教育） 資料 平成28年度　企画部通知・調査等 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（教育） 資料 平成28年度　総務課通知・調査等 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（教育） 資料 平成28年度　教育推進部通知・調査等 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（教育） 証明 平成28年度　証明書 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄

2016年度 総務（教育） 任免
平成28年度　委嘱（心理発達相談室・生涯キャリ
ア・高大接続センター）

文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2016年度 総務（教育） 服務 平成28年度　ＴＡ・ＲＡ出勤簿 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（教育） 服務 平成28年度　教員出勤簿・休暇簿 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（教育） 服務 平成28年度　超過勤務命令簿 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（教育） 服務 平成28年度　非常勤職員出勤簿・休暇簿 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（教育） 服務 平成28年度　兼業・兼職 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（教育） 服務 平成28年度　兼業・兼職　　センター 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（教育） 服務 平成28年度　出張・研修（海外）教育・センター 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（教育） 服務 平成28年度　出張・研修（国内）教育科学専攻 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（教育） 服務 平成28年度　出張・研修（国内）心理発達科学専 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（教育） 服務 平成28年度　出張・研修（国内）センター 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2016年度 総務（教育） 服務
平成28年度　出張依頼・依頼出張　教育・セン
ター　（科研）

文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2016年度 総務（教育） 服務
平成28年度　出張依頼・依頼出張　教育・セン
ター　（科研以外）

文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2016年度 総務（教育） 調査 平成28年度　科学技術研究調査 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（教育） 服務 平成28年度　特別研究期間申請 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（教育） 服務 平成28年度　本給の調整額（大学院担当） 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（教育） 任免 平成28年度　外国人研究員 文系総務課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（教育） 任免 平成28年度　短期雇用パートタイム勤務職員あ～ 文系総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（教育） 任免 平成28年度　短期雇用パートタイム勤務職員な～ 文系総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（教育） 会議 平成28年度　総務・予算委員会 文系総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管

2016年度 総務（教育） 会議
平成28年度　大学院博士課程を置く国立大学教
育学部長会議

文系総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄

2016年度 総務（教育） 任免 平成28年度　ＴＡ・ＲＡ進退録 文系総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（教育） 任免 平成28年度　非常勤職員進退禄 文系総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（教育） 任免 平成28年度　非常勤講師 文系総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（教育） 評価 平成28年度　評価（教員個人評価・業務実績報 文系総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（教育） 会議 平成28年度　教員会議・助教選考会議 文系総務課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2016年度 総務（教育） 会議 平成28年度　学部教授会 文系総務課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
2016年度 総務（教育） 会議 平成28年度　研究科委員会 文系総務課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
2016年度 総務（教育） 会議 平成28年度　研究科教授会 文系総務課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
2016年度 総務（教育） 会議 平成28年度　研究科教授会（2） 文系総務課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管

2016年度 総務（教育） 会議
平成28年度　心の発達支援研究実践センター運
営委員会

文系総務課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管

2016年度 総務（教育） 任免 平成28年度　教育発達科学研究科進退録 文系総務課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（教育） 任免 平成28年度　心の発達支援研究実践センター進 文系総務課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（教育） 選挙 平成28年度　研究科長候補者選挙 文系総務課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管

2016年度 総務（教育） 栄典
平成28年度～令和〇年度　名誉教授/最終講義
叙位・叙勲(生存・死亡)

文系総務課長 2017/4/1 効力終了後30年 未定 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄

2015年度 総務（教育） 任免 平成27年度　外国人研究員 文系総務課長 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2015年度 総務（教育） 資料 平成27年度～　高大接続研究センター 文系総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄
2015年度 総務（教育） 任免 平成27年度　短期雇用パートタイム勤務職員あ～ 文系総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄
2015年度 総務（教育） 任免 平成27年度　短期雇用パートタイム勤務職員な～ 文系総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2015年度 総務（教育） 会議 平成27年度　総務・予算委員会 文系総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管

2015年度 総務（教育） 会議
平成27年度　大学院博士課程を置く国立大学教
育学部長会議

文系総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄

2015年度 総務（教育） 任免 平成27年度　ＴＡ・ＲＡ進退録 文系総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄
2015年度 総務（教育） 任免 平成27年度　非常勤職員進退禄 文系総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
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2015年度 総務（教育） 任免 平成27年度　非常勤講師 文系総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2015年度 総務（教育） 評価 平成27年度　評価（教員個人評価・業務実績報 文系総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2015年度 総務（教育） 栄典
平成27年度　名誉教授/最終講義　叙位・叙勲(生
存・死亡)

文系総務課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2015年度 総務（教育） 会議 平成27年度　教員会議・助教選考会議 文系総務課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
2015年度 総務（教育） 会議 平成27年度　学部教授会 文系総務課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
2015年度 総務（教育） 会議 平成27年度　研究科委員会 文系総務課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
2015年度 総務（教育） 会議 平成27年度　研究科教授会 文系総務課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
2015年度 総務（教育） 会議 平成27年度　研究科教授会（2） 文系総務課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管

2015年度 総務（教育） 会議
平成27年度　心の発達支援研究実践センター運
営委員会

文系総務課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管

2015年度 総務（教育） 任免 平成27年度　教育発達科学研究科進退録 文系総務課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄
2015年度 総務（教育） 任免 平成27年度　心の発達支援研究実践センター進 文系総務課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄
2015年度 総務（教育） 選挙 平成27年度　附属学校長候補者選挙 文系総務課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
2014年度 総務（教育） 任免 平成26年度　外国人研究員 文系総務課長 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄
2014年度 総務（教育） 任免 平成26年度　短期雇用パートタイム勤務職員あ～ 文系総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄
2014年度 総務（教育） 任免 平成26年度　短期雇用パートタイム勤務職員な～ 文系総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄
2014年度 総務（教育） 会議 平成26年度　総務・予算委員会 文系総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管

2014年度 総務（教育） 会議
平成26年度　大学院博士課程を置く国立大学教
育学部長会議

文系総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄

2014年度 総務（教育） 任免 平成26年度　ＴＡ・ＲＡ進退録 文系総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄
2014年度 総務（教育） 任免 平成26年度　非常勤職員進退禄 文系総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄
2014年度 総務（教育） 任免 平成26年度　非常勤講師 文系総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄
2014年度 総務（教育） 評価 平成26年度　評価（教員個人評価・業務実績報 文系総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2014年度 総務（教育） 栄典
平成26年度　名誉教授/最終講義　叙位・叙勲(生
存・死亡)

文系総務課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄

2014年度 総務（教育） 会議 平成26年度　教員会議・助教選考会議 文系総務課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2014年度 総務（教育） 会議 平成26年度　学部教授会 文系総務課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
2014年度 総務（教育） 会議 平成26年度　研究科委員会 文系総務課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
2014年度 総務（教育） 会議 平成26年度　研究科教授会 文系総務課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
2014年度 総務（教育） 会議 平成26年度　研究科教授会（2） 文系総務課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管

2014年度 総務（教育） 会議
平成26年度　発達心理精神科学教育研究セン
ター運営委員会

文系総務課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管

2014年度 総務（教育） 任免 平成26年度　教育発達科学研究科進退録 文系総務課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄

2014年度 総務（教育） 任免
平成26年度　発達心理精神科学教育研究セン
ター進退録

文系総務課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄

2014年度 総務（教育） 選挙 平成26年度　研究科長候補者選挙 文系総務課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
2014年度 総務（教育） 選挙 平成26年度　附属学校長候補者選挙 文系総務課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
2013年度 総務（教育） 任免 平成25年度　短期雇用パートタイム勤務職員あ～ 文系総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄
2013年度 総務（教育） 任免 平成25年度　短期雇用パートタイム勤務職員な～ 文系総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄
2013年度 総務（教育） 会議 平成25年度　総務予算委員会 文系総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管

2013年度 総務（教育） 会議
平成25年度　大学院博士課程を置く国立大学教
育学部長会議

文系総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄

2013年度 総務（教育） 任免 平成25年度　ＴＡ・ＲＡ進退録 文系総務課長 2014/4/1 10年 45382 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄
2013年度 総務（教育） 任免 平成25年度　非常勤職員進退禄 文系総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄
2013年度 総務（教育） 任免 平成25年度　非常勤講師 文系総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄
2013年度 総務（教育） 評価 平成25年度　外部評価 文系総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄
2013年度 総務（教育） 評価 平成25年度　評価（教員個人評価・業務実績報 文系総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄
2013年度 総務（教育） 評価 平成24～25年度　ミッション再定義 文系総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管

2013年度 総務（教育） 栄典
平成25年度　名誉教授/最終講義　叙位・叙勲(生
存・死亡)

文系総務課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄

2013年度 総務（教育） 会議 平成25年度　教員会議・助教選考会議 文系総務課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
2013年度 総務（教育） 会議 平成25年度　学部教授会 文系総務課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
2013年度 総務（教育） 会議 平成25年度　研究科委員会 文系総務課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
2013年度 総務（教育） 会議 平成25年度　研究科教授会(1)　４月～１月 文系総務課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
2013年度 総務（教育） 会議 平成25年度　研究科教授会(2)　２月～３月 文系総務課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管

2013年度 総務（教育） 会議
平成25年度　発達心理精神科学教育研究セン
ター運営委員会

文系総務課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管

2013年度 総務（教育） 任免 平成25年度　教育発達科学研究科進退録 文系総務課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄

2013年度 総務（教育） 任免
平成25年度　発達心理精神科学教育研究セン
ター進退録

文系総務課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄

2013年度 総務（教育） 研究協力
大学院教育発達科学研究科・教育学部と愛知県
総合研究センターとの教育研究の連携に関する

文系総務課長 2014/4/1 無期限 - 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管

2013年度 総務（教育） 服務
平成25年度～○年度　管理簿（業務により外出す
る場合）

文系総務課長 未定 効力終了後5年 未定 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄

2012年度 総務（教育） 会議 平成24年度　総務予算委員会 文系総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2012年度 総務（教育） 任免 平成24年度　ＴＡ・ＲＡ進退録 文系総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄
2012年度 総務（教育） 任免 平成24年度　非常勤職員進退禄 文系総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄
2012年度 総務（教育） 任免 平成24年度　非常勤講師 文系総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄
2012年度 総務（教育） 評価 平成24年度　評価（教員個人評価・業務実績報 文系総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄



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

2012年度 総務（教育） 栄典
平成24年度　名誉教授/最終講義　叙位・叙勲(生
存・死亡)

文系総務課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄

2012年度 総務（教育） 会議 平成24年度　教員会議・助教選考会議 文系総務課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
2012年度 総務（教育） 会議 平成24年度　学部教授会 文系総務課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
2012年度 総務（教育） 会議 平成24年度　研究科委員会 文系総務課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
2012年度 総務（教育） 会議 平成24年度　研究科教授会（1） 文系総務課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
2012年度 総務（教育） 会議 平成24年度　研究科教授会（2） 文系総務課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
2012年度 総務（教育） 学位 平成24年度　学位申請 文系総務課長 2013/4/1 30年 52321 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
2012年度 総務（教育） 選挙 平成24年度　研究科長候補者選挙 文系総務課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2012年度 総務（教育） 選挙 平成24年度　附属学校長候補者選挙 文系総務課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
2012年度 総務（教育） 任免 平成24年度　教育発達科学研究科進退録 文系総務課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄
2012年度 総務（教育） 福祉 平成24年度～○年度　労災 文系総務課長 未定 効力終了後3年 未定 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄
2012年度 総務（教育） 厚生 平成24年度～○年度　職員証 文系総務課長 未定 効力終了後30年 未定 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2012年度 総務（教育） 国際交流 平成24年度～○年度　大学間交流協定 文系総務課長 未定 効力終了後30年 未定 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2012年度 総務（教育） 資料 平成24年度～○年度　各種職員録 文系総務課長 未定 効力終了後5年 未定 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2011年度 総務（教育） 任免 平成23年度　ＴＡ・ＲＡ進退録 文系総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2011年度 総務（教育） 任免 平成23年度　非常勤講師 文系総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄
2011年度 総務（教育） 任免 平成23年度　非常勤職員進退録 文系総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄

2011年度 総務（教育） 任免 平成23年度　外国人研究員 文系総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2017年3月31日
延長期間：５年

2011年度 総務（教育） 会議 平成23年度　学部教授会 文系総務課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
2011年度 総務（教育） 会議 平成23年度　研究科委員会 文系総務課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
2011年度 総務（教育） 会議 平成23年度　研究科教授会 文系総務課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
2011年度 総務（教育） 任免 平成23年度　教育発達科学研究科進退録 文系総務課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄

2011年度 総務（教育） 会議
平成23年度～24年度　発達心理精神科学教育研
究ｾﾝﾀｰ運営委員会

文系総務課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管

2010年度 総務（教育） 会議 平成22年度～23年度　総務・予算委員会 文系総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
2010年度 総務（教育） 評価 平成22年度～23年度　評価 文系総務課長 2012/4/1 10年 2022/4/1 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄
2010年度 総務（教育） 調査 平成22年度～29年度　若年育成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2010年度 総務（教育） 会議 平成22年度　学部教授会 文系総務課長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
2010年度 総務（教育） 会議 平成22年度　研究科委員会 文系総務課長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
2010年度 総務（教育） 会議 平成22年度　研究科教授会 文系総務課長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
2010年度 総務（教育） 任免 平成22年度　教育発達科学研究科進退録 文系総務課長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄
2010年度 総務（教育） 栄典 平成22年度～23年度　叙位・叙勲(死亡） 文系総務課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄
2010年度 総務（教育） 任免 平成22年度～○年度　外国人研究者/私学研修 文系総務課長 未定 効力終了後7年 未定 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄
2009年度 総務（教育） 任免 平成21年度～22年度　退職手続書類 文系総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2009年度 総務（教育） 会議 平成21年度　学部教授会 文系総務課長 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
2009年度 総務（教育） 会議 平成21年度　研究科委員会 文系総務課長 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
2009年度 総務（教育） 会議 平成21年度　研究科教授会 文系総務課長 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
2009年度 総務（教育） 資料 平成21年度　教育学部創設６０周年記念行事 文系総務課長 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
2009年度 総務（教育） 任免 平成21年度　教育発達科学研究科進退録 文系総務課長 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄

2009年度 総務（教育） 会議
平成21年度～22年度　発達心理精神科学教育研
究センター運営委員会

文系総務課長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管

2009年度 総務（教育） 学位 平成21年度～23年度　学位申請 文系総務課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管

2008年度 総務（教育） 会議
平成20年度～24年度　大学院博士課程を置く国
立大学教育学部長会議

文系総務課長 2013/4/1 10年 45016 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2008年度 総務（教育） 会議 平成20年度　学部教授会 文系総務課長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
2008年度 総務（教育） 会議 平成20年度　研究科委員会 文系総務課長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
2008年度 総務（教育） 会議 平成20年度　研究科教授会 文系総務課長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管

2008年度 総務（教育） 任免
平成20年度　教育学部・教育発達科学研究科進
退録

文系総務課長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄

2008年度 総務（教育） 栄典 平成20年度～23年度　叙位・叙勲(生存者) 文系総務課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2016年3月31日
延長期間：5年

2008年度 総務（教育） 栄典 平成20年度～23年度　名誉教授 文系総務課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄
2008年度 総務（教育） 研究協力 平成20年度～○年度　名古屋大学学術振興基金 文系総務課長 未定 効力終了後5年 未定 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄
2008年度 総務（教育） 定員 平成20年度～○年度　教員の異動予定表 文系総務課長 未定 効力終了後10年 未定 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2008年度 総務（教育） 服務 平成20年度～○年度　改姓届 文系総務課長 未定 効力終了後10年 未定 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2007年度 総務（教育） 栄典 平成19年度　栄典関係通知 文系総務課長 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2007年度 総務（教育） 資料
平成19年度　発達心理精神科学教育研究ｾﾝﾀｰ
長交替に伴う挨拶状綴

文系総務課長 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管

2007年度 総務（教育） 会議 平成19年度　学部教授会 文系総務課長 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
2007年度 総務（教育） 会議 平成19年度　研究科委員会 文系総務課長 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
2007年度 総務（教育） 会議 平成19年度　研究科教授会1 文系総務課長 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
2007年度 総務（教育） 会議 平成19年度　研究科教授会2 文系総務課長 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管

2007年度 総務（教育） 任免
平成19年度　教育学部・教育発達科学研究科進
退録

文系総務課長 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄

2007年度 総務（教育） 会議
平成19年度～20年度　発達心理精神科学教育研
究センター運営員会

文系総務課長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管

2007年度 総務（教育） 選挙 平成19年度～23年度　研究科長・学部長選挙 文系総務課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管

2007年度 総務（教育） 任免
平成19年度～24年度　発達心理精神科学教育研
究センター進退録

文系総務課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄
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2006年度 総務（教育） 任免 平成18年度　非常勤講師進退録 文系総務課長 2007/4/1 15年 2022/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2017年3月31日
延長期間：５年

2006年度 総務（教育） 任免 平成18年度　ＴＡ・ＲＡ進退録 文系総務課長 2007/4/1 15年 2022/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2017年3月31日
延長期間：５年

2006年度 総務（教育） 任免 平成18年度　非常勤職員進退録 教育学部事務長 2007/4/1 15年 2022/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2017年3月31日
延長期間：５年

2006年度 総務（教育） 会議 平成18年度　学部教授会 文系総務課長 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
当初の保存期間満了日：2016年3月31日
延長期間10年

2006年度 総務（教育） 会議 平成18年度　研究科委員会 文系総務課長 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
当初の保存期間満了日：2016年3月31日
延長期間10年

2006年度 総務（教育） 会議 平成18年度　研究科教授会議事録 文系総務課長 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
当初の保存期間満了日：2016年3月31日
延長期間：10年

2006年度 総務（教育） 任免
平成18年度　教育学部・教育発達科学研究科進
退録

文系総務課長 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2016年3月31日
延長期間：10年

2006年度 総務（教育） 選挙 平成18年度～23年度　附属学校長候補者選挙 文系総務課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
当初の保存期間満了日：2016年3月31日
延長期間：10年

2005年度 総務（教育） 会議 平成17年度　総務・予算委員会1 文系総務課長 2006/4/1 20年 2026/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
2005年度 総務（教育） 会議 平成17年度　総務・予算委員会2 文系総務課長 2006/4/1 20年 2026/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
2005年度 総務（教育） 任免 平成17年度　ＴＡ・ＲＡ進退録 文系総務課長 2006/4/1 20年 2026/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄
2005年度 総務（教育） 任免 平成17年度　非常勤講師進退録 文系総務課長 2006/4/1 20年 2026/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄
2005年度 総務（教育） 任免 平成17年度　非常勤職員進退録 教育学部事務長 2006/4/1 20年 2026/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄
2005年度 総務（教育） 会議 平成17年度　学部教授会 文系総務課長 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
2005年度 総務（教育） 会議 平成17年度　研究科委員会 文系総務課長 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管

2005年度 総務（教育） 会議 平成17年度　研究科教授会議事録 文系総務課長 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
当初の保存期間満了日：2015年3月31日
延長期間10年

2005年度 総務（教育） 任免 平成17年度　教育発達科学研究科　職員進退録 文系総務課長 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2015年3月31日
延長期間10年

2005年度 総務（教育） 会議 平成17年度～23年度　教員会議 文系総務課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
当初の保存期間満了日：2015年3月31日
延長期間10年

2005年度 総務（教育） 国際交流 平成17年度～23年度　大学間交流協定 文系総務課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管

2004年度 総務（教育） 任免 平成16年度～18年度　外国人研究員
教育学・教育発達科学研
究科事務長

2007/4/1 15年 2022/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2012年3月31日
延長期間：10年

2004年度 総務（教育） 会議 平成16年度　総務・予算委員会
教育学・教育発達科学研
究科事務長

2005/4/1 20年 2025/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管

2004年度 総務（教育） 任免 平成16年度　ＴＡ・ＲＡ進退録
教育学・教育発達科学研
究科事務長

2005/4/1 20年 2025/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄

2004年度 総務（教育） 任免 平成16年度　非常勤講師進退録
教育学・教育発達科学研
究科事務長

2005/4/1 20年 2025/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄

2004年度 総務（教育） 会議 平成16年度　議題一覧
教育学・教育発達科学研
究科事務長

2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄

2004年度 総務（教育） 会議 平成16年度　研究科委員会
教育学・教育発達科学研
究科事務長

2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管

2004年度 総務（教育） 会議 平成16年度　研究科教授会1
教育学・教育発達科学研
究科事務長

2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管

2004年度 総務（教育） 会議 平成16年度　研究科教授会2
教育学・教育発達科学研
究科事務長

2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管

2004年度 総務（教育） 会議 平成16年度　研究科教授会3
教育学・教育発達科学研
究科事務長

2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管

2004年度 総務（教育） 任免
平成16年度年度　教育発達科学研究科　職員進
退録

教育学・教育発達科学研
究科事務長

2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2014年3月31日
延長期間：10年

2004年度 総務（教育） 会議 平成16年度～平成17年度　学部教授会
教育学・教育発達科学研
究科事務長

2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
当初の保存期間満了日：2014年3月31日
延長期間：10年

2004年度 総務（教育） 会議 平成16年度6月～平成17年度　1月教授会等資料
教育学・教育発達科学研
究科事務長

2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
当初の保存期間満了日：2015年3月31日
延長期間10年

2004年度 総務（教育） 学位 平成16年度～20年度　学位審査
教育学・教育発達科学研
究科事務長

2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
当初の保存期間満了日：2015年3月31日
延長期間10年

2004年度 総務（教育） 服務
平成16年度～○年度　特別休暇（証し）・診断書
等

教育学・教育発達科学研
究科事務長

未定 効力終了後5年 未定 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄

2003年度 総務（教育） 任免 平成15年度　ＴＡ・ＲＡ進退録
教育学・教育発達科学研
究科事務長

2004/4/1 20年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管

2003年度 総務（教育） 任免 平成15年度　非常勤講師進退録
教育学・教育発達科学研
究科事務長

2004/4/1 20年 2024/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管

2003年度 総務（教育） 会議 平成15年度～16年度　総務・予算委員会
教育学・教育発達科学研
究科事務長

2005/4/1 20年 2025/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管

2003年度 総務（教育） 任免 平成15年度～16年度　非常勤職員進退録
教育学・教育発達科学研
究科事務長

2005/4/1 20年 2025/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄

2003年度 総務（教育） 資料 平成14年度～平成15年度　法人化関係
教育学・教育発達科学研
究科事務長

2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄

2003年度 総務（教育） 会議 平成15年度　学部教授会
教育学・教育発達科学研
究科事務長

2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
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2003年度 総務（教育） 会議 平成15年度　研究科委員会
教育学・教育発達科学研
究科事務長

2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
当初の保存期間満了日：2013年3月31日
延長期間：10年

2003年度 総務（教育） 会議 平成15年度　研究科教授会1
教育学・教育発達科学研
究科事務長

2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
当初の保存期間満了日：2013年3月31日
延長期間：10年

2003年度 総務（教育） 会議 平成15年度　研究科教授会2
教育学・教育発達科学研
究科事務長

2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
当初の保存期間満了日：2013年3月31日
延長期間：10年

2003年度 総務（教育） 会議 平成15年度　研究科教授会3
教育学・教育発達科学研
究科事務長

2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
当初の保存期間満了日：2014年3月31日
延長期間：10年

2003年度 総務（教育） 会議 平成15年度～16年度　教授会等資料
教育学・教育発達科学研
究科事務長

2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管

2002年度 総務（教育） 会議 平成14年度　助手選考会議
教育学・教育発達科学研
究科事務長

2003/4/1 20年 2023/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管

2002年度 総務（教育） 任免 平成14年度　ＴＡ・ＲＡ進退録
教育学・教育発達科学研
究科事務長

2003/4/1 20年 2023/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄

2002年度 総務（教育） 任免 平成14年度　非常勤講師進退録
教育学・教育発達科学研
究科事務長

2003/4/1 20年 2023/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄

2002年度 総務（教育） 会議 平成14年度～平成15年度　総務・予算委員会
教育学・教育発達科学研
究科事務長

2004/4/1 20年 2024/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管

2002年度 総務（教育） 会議 平成14年度　学部教授会
教育学・教育発達科学研
究科事務長

2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管

2002年度 総務（教育） 会議 平成14年度　研究科委員会
教育学・教育発達科学研
究科事務長

2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
当初の保存期間満了日：2012年3月31日
延長期間：10年

2002年度 総務（教育） 会議 平成14年度　研究科教授会1
教育学・教育発達科学研
究科事務長

2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
当初の保存期間満了日：2013年3月31日
延長期間：10年

2002年度 総務（教育） 会議 平成14年度　研究科教授会2
教育学・教育発達科学研
究科事務長

2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管

2002年度 総務（教育） 会議 平成14年度　研究科教授会3
教育学・教育発達科学研
究科事務長

2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管

2002年度 総務（教育） 会議 平成14年度～15年度　研究科教授会
教育学・教育発達科学研
究科事務長

2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管

2001年度 総務（教育） 任免 平成13年度　非常勤講師進退録
教育学・教育発達科学研
究科事務長

2002/4/1 20年 2022/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄

2001年度 総務（教育） 会議 平成13年度～平成14年度　総務・予算委員会
教育学・教育発達科学研
究科事務長

2003/4/1 20年 2023/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管

2001年度 総務（教育） 会議 平成13年度～20年度　ｾﾝﾀｰ協議会
教育学・教育発達科学研
究科事務長

2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管

2001年度 総務（教育） 会議 平成13年度　学部教授会
教育学・教育発達科学研
究科事務長

2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管

2001年度 総務（教育） 会議 平成13年度　議題一覧
教育学・教育発達科学研
究科事務長

2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管

2001年度 総務（教育） 会議 平成13年度　研究科委員会
教育学・教育発達科学研
究科事務長

2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管

2001年度 総務（教育） 会議 平成13年度　研究科教授会1
教育学・教育発達科学研
究科事務長

2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
当初の保存期間満了日：2011年3月31日
延長期間：10年

2001年度 総務（教育） 会議 平成13年度　研究科教授会2
教育学・教育発達科学研
究科事務長

2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
当初の保存期間満了日：2012年3月31日
延長期間：10年

2001年度 総務（教育） 会議 平成13年度～18年度　ｾﾝﾀｰ運営委員会
教育学・教育発達科学研
究科事務長

2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管

2001年度 総務（教育） 選挙 平成13年度～18年度　附属学校長候補者選挙
教育学・教育発達科学研
究科事務長

2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管

2001年度 総務（教育） 任免
平成13年度～18年度　発達心理精神科学教育研
究センター職員進退録

教育学・教育発達科学研
究科事務長

2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄

2000年度 総務（教育） 会議 平成12～13年度　総務・予算委員会
教育学・教育発達科学研
究科事務長

2002/4/1 20年 2022/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管

2000年度 総務（教育） 会議 平成12年度　学部教授会
教育学・教育発達科学研
究科事務長

2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管

2000年度 総務（教育） 会議 平成12年度　研究科委員会
教育学・教育発達科学研
究科事務長

2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管

2000年度 総務（教育） 会議 平成12年度　研究科教授会1
教育学・教育発達科学研
究科事務長

2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管

2000年度 総務（教育） 会議 平成12年度　研究科教授会2
教育学・教育発達科学研
究科事務長

2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管

2000年度 総務（教育） 任免 平成12年度　職員進退録
教育学・教育発達科学研
究科事務長

2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄

2000年度 総務（教育） 学位 平成12年度　学位審査関係
教育学・教育発達科学研
究科事務長

2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管

2000年度 総務（教育） 資料 平成12年度～15年度　設置審に係る書類
教育学・教育発達科学研
究科事務長

2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管

2000年度 総務（教育） 栄典 平成12年度～15年度　名誉教授関係
教育学・教育発達科学研
究科事務長

2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄
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2000年度 総務（教育） 学位 平成12年度～15年度　学位審査関係
教育学・教育発達科学研
究科事務長

2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
当初の保存期間満了日：2013年3月31日
延長期間：10年

2000年度 総務（教育） 任免
平成13～15年度年度　教育発達科学研究科　職
員進退録

教育学・教育発達科学研
究科事務長

2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄

2000年度 総務（教育） 栄典 平成11年度～17年度　叙位・叙勲 教育学部事務長 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄

2000年度 総務（教育） 会議 平成12年度～17年度　教官会議
教育学・教育発達科学研
究科事務長

2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管

2000年度 総務（教育） 公印 平成12年度～○年度　公印の作成及び廃止
教育学・教育発達科学研
究科事務長

2006/4/1 永年 － 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 －

1999年度 総務（教育） 任免 平成11年度～14年度　非常勤職員進退録 教育学部事務長 2003/4/1 20年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
1999年度 総務（教育） 栄典 平成11年度　叙位・叙勲 教育学部事務長 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄

1999年度 総務（教育） 会議 平成11年度　教授会　議事録1 教育学部事務長 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
当初の保存期間満了日：2010年3月31日
延長期間：10年

1999年度 総務（教育） 会議 平成11年度　教授会　議事録2 教育学部事務長 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
1999年度 総務（教育） 会議 平成11年度　研究科委員会 教育学部事務長 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
1999年度 総務（教育） 任免 平成11年度　職員進退録 教育学部事務長 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄
1999年度 総務（教育） 厚生 平成11年度～23年度　職員証 教育学部事務長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄
1998年度 総務（教育） 会議 平成10年度　教授会　議事録1 教育学部事務長 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
1998年度 総務（教育） 会議 平成10年度　教授会　議事録2 教育学部事務長 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
1998年度 総務（教育） 会議 平成10年度　研究科委員会 教育学部事務長 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
1998年度 総務（教育） 栄典 平成10年度～11年度　叙位・叙勲 教育学部事務長 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄

1998年度 総務（教育） 資料
平成10年度～11年度　教育学部五十周年記念事
業郵便発送一覧

教育学部事務長 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管

1997年度 総務（教育） 会議 平成9年度　教授会1 教育学部事務長 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
1997年度 総務（教育） 会議 平成9年度　教授会2 教育学部事務長 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
1997年度 総務（教育） 会議 平成9年度　研究科委員会 教育学部事務長 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
1997年度 総務（教育） 任免 平成9年度～10年度　職員進退録 教育学部事務長 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄
1997年度 総務（教育） 学位 平成9年度～12年度　学位審査関係 教育学部事務長 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管

1996年度 総務（教育） 会議 平成8年度　　教授会　議事録 教育学部事務長 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
当初の保存期間満了日：2012年3月31日
延長期間：10年

1996年度 総務（教育） 会議 平成8年度　　研究科委員会 教育学部事務長 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
1996年度 総務（教育） 学位 平成8年度　博士学位（課程外博士）申請関係書 教育学部事務長 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
1996年度 総務（教育） 国際交流 平成8年度～9年度　学部間協定関係綴 教育学部事務長 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
1996年度 総務（教育） 任免 平成8年度～○年度　定員・現員表 教育学部事務長 未定 効力終了後30年 未定 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄
1995年度 総務（教育） 会議 平成７年度～13年度　助手選考会議 教育学部事務長 2002/4/1 20年 2022/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
1995年度 総務（教育） 会議 平成７年度　　教授会　議事録(7～9月） 教育学部事務長 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
1995年度 総務（教育） 会議 平成７年度　　教授会　議事録(10～3月） 教育学部事務長 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
1995年度 総務（教育） 会議 平成７年度　　研究科委員会 教育学部事務長 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
1995年度 総務（教育） 資料 平成7年度　拡大総務委員会（人事配置関係）資 教育学部事務長 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管

1995年度 総務（教育） 規定
平成7年度～20年度　学部規定・研究科規定内規
の利定及び一部改正について

教育学部事務長 1996/4/1 永年 － 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 －

1994年度 総務（教育） 会議 平成6年度　　教授会　議事録1 教育学部事務長 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
1994年度 総務（教育） 会議 平成6年度　　教授会　議事録2 教育学部事務長 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
1994年度 総務（教育） 会議 平成6年度　　教授会　議事録3 教育学部事務長 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
1994年度 総務（教育） 会議 平成6年度　　研究科委員会 教育学部事務長 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
1994年度 総務（教育） 栄典 平成6年度　生存者（一類）叙勲関係綴 教育学部事務長 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄
1994年度 総務（教育） 栄典 平成6年度～8年度　叙位・叙勲 教育学部事務長 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄
1994年度 総務（教育） 学位 平成6年度～9年度（3月）　学位審査申請関係綴 教育学部事務長 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管

1994年度 総務（教育） 資料
平成6年度～9年度　国立大学の学科及び課程並
びに講座及び学科目に関する省令改正関係綴

教育学部事務長 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄

1994年度 総務（教育） 選挙 平成6年度～17年度　学部長・研究科長候補者選 教育学部事務長 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管

1993年度 総務（教育） 任免 平成5年度～8年度　非常勤職員進退録 教育学部事務長 1997/4/1 25年 2022/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2007年3月31日
延長期間：1５年

1993年度 総務（教育） 会議 平成5年度　　教授会　議事録1 教育学部事務長 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
1993年度 総務（教育） 会議 平成5年度　　教授会　議事録2 教育学部事務長 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
1993年度 総務（教育） 会議 平成5年度　　研究科委員会 教育学部事務長 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
1993年度 総務（教育） 資料 平成5年度～8年学科長（歴代）名簿 教育学部事務長 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
1993年度 総務（教育） 任免 平成5年度～8年度　職員進退録 教育学部事務長 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄
1993年度 総務（教育） 栄典 平成5年度～18年度　名誉教授推薦綴Ⅱ 教育学部事務長 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄
1992年度 総務（教育） 会議 平成4年度　　教授会　議事録1 教育学部事務長 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
1992年度 総務（教育） 会議 平成4年度　　教授会　議事録2 教育学部事務長 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
1992年度 総務（教育） 会議 平成4年度　　教授会　議事録3 教育学部事務長 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
1992年度 総務（教育） 会議 平成4年度　　研究科委員会 教育学部事務長 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
1991年度 総務（教育） 会議 平成3年度　　教授会　議事録1 教育学部事務長 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
1991年度 総務（教育） 会議 平成3年度　　教授会　議事録2 教育学部事務長 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
1991年度 総務（教育） 会議 平成3年度　　教授会　議事録3 教育学部事務長 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
1991年度 総務（教育） 会議 平成3年度　　研究科委員会 教育学部事務長 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
1991年度 総務（教育） 任免 平成3年度～4年度　職員進退録 教育学部事務長 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄
1991年度 総務（教育） 学位 平成3年度～5年度　学位審査申請関係Ⅱ 教育学部事務長 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管

1991年度 総務（教育） 資料
平成3年度～5年度　国際開発研究科設置に伴う
当面の措置について

教育学部事務長 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
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1991年度 総務（教育） 会議 平成3年度～11年度　教官会議 教育学部事務長 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 移管
1989年度 総務（教育） 任免 平成元年度～3年度度附属学校職員進退禄 教育学部事務長 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 廃棄
1970年度 総務（教育） 規定 昭和45年度～平成5年度　教育学部内規集 教育学部事務長 1971/4/1 永年 － 紙 教育学部棟倉庫107 （名大）文系総務課長 －
1963年度 総務（法学） 定員 昭和38年～平成10年度　講座別定員現員表綴 法学部事務長 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

1964年度 総務（法学） 任免
昭和39年度～平成18年度　異動者名簿（定員・現
員表）

法学部事務長 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

1971年度 総務（法学） 任免 昭和46年3月～平成7年3月　前歴報告書 法学部事務長 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 廃棄
1972年度 総務（法学） 定員 昭和47～平成8年度　定員現員関係資料綴 法学部事務長 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

1974年度 総務（法学） 栄典 昭和49～61年度　名誉教授 法学部事務長 1987/4/1 常用 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 移管
ファイルの全員の死亡が確認され次第、移管措置
をとるものとする。

1983年度 総務（法学） 規程
昭和58～平成15年度　法学部規定・法学部規定
の一部改正

法学部事務長 2004/4/1 永年 － 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 －

1987年度 総務（法学） 栄典
昭和62年度～平成5年度　名誉教授推薦理由書
等

法学部事務長 1994/4/1 常用 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 移管
ファイルの全員の死亡が確認され次第、移管措置
をとるものとする。

1989年度 総務（法学） 会議 平成元～3年度　教授会議事録 法学部事務長 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 法学部棟階段下倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1989年度 総務（法学） 会議
平成元年度～平成20年度　国立九大学法・経学
部長会議

法学部事務長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 移管

1991年度 総務（法学） 会議 1991年度　教授会資料 法学部事務長 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 法学部棟階段下倉庫 （名大）文系総務課長 移管
1991年度 総務（法学） 会議 1991年度　教授会記録 法学部事務長 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 法学部棟階段下倉庫 （名大）文系総務課長 移管
1991年度 総務（法学） 会議 教授会資料６ 法学部事務長 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 法学部棟階段下倉庫 （名大）文系総務課長 移管
1992年度 総務（法学） 会議 選挙管理委員会 法学部事務長 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 移管
1992年度 総務（法学） 会議 1992年度　教授会資料 法学部事務長 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 法学部棟階段下倉庫 （名大）文系総務課長 移管
1992年度 総務（法学） 会議 1992年度　教授会記録 法学部事務長 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 法学部棟階段下倉庫 （名大）文系総務課長 移管
1992年度 総務（法学） 会議 平成4～5年度　教授会議事録 法学部事務長 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 法学部棟階段下倉庫 （名大）文系総務課長 移管
1992年度 総務（法学） 会議 教授会資料７ 法学部事務長 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 法学部棟階段下倉庫 （名大）文系総務課長 移管
1993年度 総務（法学） 会議 1993年度　教授会資料 法学部事務長 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 法学部棟階段下倉庫 （名大）文系総務課長 移管
1993年度 総務（法学） 会議 1993年度　教授会記録 法学部事務長 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 法学部棟階段下倉庫 （名大）文系総務課長 移管
1993年度 総務（法学） 会議 教授会資料８ 法学部事務長 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 法学部棟階段下倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1993年度 総務（法学） 会議
平成5年度～平成20年度　国立九大学法・経学部
事務長会議

法学部事務長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 移管

1993年度 総務（法学） 会議
平成5年度～平成23年度　国公立大学法学部連
絡会議

法学部事務長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 移管

1993年度 総務（法学） 国際交流
平成5～19年度　名古屋大学法学部学術交流協
定締結関係綴

文系総務課長 2008/4/1 常用 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
協定・覚書が破棄され次第、保存期間を満了とす
る。

1994年度 総務（法学） 栄典 平成6年度～平成23年度　名誉教授 法学部事務長 2012/4/1 常用 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
ファイルの全員の死亡が確認され次第、移管措置
をとるものとする。

1994年度 総務（法学） 会議 1994年4月～7月　教授会資料 法学部事務長 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 法学部棟階段下倉庫 （名大）文系総務課長 移管
1994年度 総務（法学） 会議 平成6年度　教授会議事録 法学部事務長 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 法学部棟階段下倉庫 （名大）文系総務課長 移管
1994年度 総務（法学） 会議 1994年度　教授会記録1/2 法学部事務長 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 法学部棟階段下倉庫 （名大）文系総務課長 移管
1994年度 総務（法学） 会議 1994年度　教授会記録2/2 法学部事務長 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 法学部棟階段下倉庫 （名大）文系総務課長 移管
1994年度 総務（法学） 会議 1994年度　教授会資料 法学部事務長 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 法学部棟階段下倉庫 （名大）文系総務課長 移管
1995年度 総務（法学） 会議 平成7年度　国立九大学法・経学部長会議 法学部事務長 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 移管
1995年度 総務（法学） 会議 1995年度　教授会資料 法学部事務長 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 法学部棟階段下倉庫 （名大）文系総務課長 移管
1995年度 総務（法学） 会議 1995年度　教授会記録 法学部事務長 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 法学部棟階段下倉庫 （名大）文系総務課長 移管
1995年度 総務（法学） 会議 平成7～8年度　教授会議事録 法学部事務長 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 法学部棟階段下倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1995年度 総務（法学） 任免 平成7～8年度　人事異動上申書（任免） 法学部事務長 1997/4/1 20年 2022/3/31 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2007年3月31日
延長期間：10年、延長更新期間：5年

1996年度 総務（法学） 会議 1996年度　教授会記録 法学部事務長 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 法学部棟階段下倉庫 （名大）文系総務課長 移管
1996年度 総務（法学） 会議 1996年度　教授会資料 法学部事務長 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 法学部棟階段下倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1996年度 総務（法学） 研究協力
平成8年度～平成25年度　受託研究員・私学研修
員・内地研究員・その他共同研究員・民間との共
同研究

法学部事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管

1996年度 総務（法学） 任免 平成8年度　非常勤講師関係綴 法学部事務長 1997/4/1 20年 2022/3/31 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2007年3月31日
延長期間：10年、延長更新期間：5年

1997年度 総務（法学） 会議 1997年度　教授会資料 法学部事務長 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 法学部棟階段下倉庫 （名大）文系総務課長 移管
1997年度 総務（法学） 会議 1997年度　教授会記録 法学部事務長 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 法学部棟階段下倉庫 （名大）文系総務課長 移管
1997年度 総務（法学） 会議 平成9～10年度　教授会議事録 法学部事務長 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 法学部棟階段下倉庫 （名大）文系総務課長 移管
1997年度 総務（法学） 国際交流 平成9～21年度　例規・国際交流関係 法学部事務長 2010/4/1 永年 － 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 －
1998年度 総務（法学） 覚書 学術交流協定 法学部事務長 － 常用 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管 協定・覚書が破棄され次第、保存期間を満了とす
1998年度 総務（法学） 会議 1998年度　教授会記録1/2 法学部事務長 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 法学部棟階段下倉庫 （名大）文系総務課長 移管
1998年度 総務（法学） 会議 1998年度　教授会記録2/2 法学部事務長 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 法学部棟階段下倉庫 （名大）文系総務課長 移管
1998年度 総務（法学） 会議 1998年度　教授会資料 法学部事務長 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 法学部棟階段下倉庫 （名大）文系総務課長 移管
1999年度 総務（法学） 会議 1999年度　教授会記録1/2 法学部事務長 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 法学部棟階段下倉庫 （名大）文系総務課長 移管
1999年度 総務（法学） 会議 1999年度　教授会記録2/2 法学部事務長 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 法学部棟階段下倉庫 （名大）文系総務課長 移管
1999年度 総務（法学） 会議 平成11～12年度　教授会議事録 法学部事務長 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 法学部棟階段下倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1999年度 総務（法学） その他
名古屋大学法学部創立50周年記念事業「アジア
法政情報交流センター」創設募金関係綴

法学部事務長 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管

2000年度 総務（法学） 会議 2000年度　教授会記録1/2 法学部事務長 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 法学部棟階段下倉庫 （名大）文系総務課長 移管
2000年度 総務（法学） 会議 2000年度　教授会記録2/2 法学部事務長 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 法学部棟階段下倉庫 （名大）文系総務課長 移管

2000年度 総務（法学） 任免 平成12～17年度　名古屋大学名誉博士関係 法学部事務長 2006/4/1 10年 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2016年3月31日
延長期間：10年
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2000年度 総務（法学） 任免 平成12～13年度　TA・RA 法学部事務長 2002/4/1 15年 2022/3/31 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2012年3月31日
延長期間：5年、延長更新期間：5年

2000年度 総務（法学） 任免 平成12～13年度　人事異動上申書（任免） 法学部事務長 2002/4/1 15年 2022/3/31 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2012年3月31日
延長期間：5年、延長更新期間：5年

2001年度 総務（法学） 会議 2001年度　教授会議事録1/2 法学部事務長 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 法学部棟階段下倉庫 （名大）文系総務課長 移管
2001年度 総務（法学） 会議 2001年度　教授会議事録2/2 法学部事務長 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 法学部棟階段下倉庫 （名大）文系総務課長 移管
2001年度 総務（法学） 会議 平成13～14年度　教授会議事録 法学部事務長 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 法学部棟階段下倉庫 （名大）文系総務課長 移管

2001年度 総務（法学） 会議
平成13年度～平成16年度　法政国際教育協力研
究センター関係

法学部事務長 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管

2001年度 総務（法学） 任免 平成13～23年度　改姓届・旧姓（通称）使用申出 法学部事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2001年度 総務（法学） 任免 平成13年度　非常勤講師関係綴 法学部事務長 2002/4/1 15年 2022/3/31 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2012年3月31日
延長期間：5年、延長更新期間：5年

2002年度 総務（法学） 会議 2002年度　教授会議事録1/2 法学部事務長 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 法学部棟階段下倉庫 （名大）文系総務課長 移管
2002年度 総務（法学） 会議 2002年度　教授会議事録2/2 法学部事務長 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 法学部棟階段下倉庫 （名大）文系総務課長 移管

2002年度 総務（法学） 会議
平成14年度～平成19年度　法政国際教育協力研
究センター協議会

法学部事務長 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 移管

2002年度 総務（法学） 会議
平成14年度～平成21年度　法政国際教育協力研
究センター運営委員会

法学部事務長 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 移管

2002年度 総務（法学） 定員 平成14年度～平成17年度　定員・現員表 法学部事務長 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2002年度 総務（法学） 任免 平成14年度　非常勤講師関係綴 法学部事務長 2003/4/1 20年 2023/3/31 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2013年3月31日
延長期間：10年

2002年度 総務（法学） 任免 平成14年度　人事異動上申書（任免） 法学部事務長 2003/4/1 20年 2023/3/31 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2013年3月31日
延長期間：10年

2002年度 総務（法学） 任免 平成14～15年度　TA・RA 法学部事務長 2004/4/1 20年 2024/3/31 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2014年3月31日
延長期間：10年

2002年度 総務（法学） 任免 平成14～24年度　公用車運転業務付加 文系総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 廃棄
2003年度 総務（法学） 会議 2003年度　教授会議事録1/2 法学部事務長 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 法学部棟階段下倉庫 （名大）文系総務課長 移管
2003年度 総務（法学） 会議 2003年度　教授会議事録2/2 法学部事務長 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 法学部棟階段下倉庫 （名大）文系総務課長 移管
2003年度 総務（法学） 会議 平成15～16年度　教授会議事録 法学部事務長 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 法学部棟階段下倉庫 （名大）文系総務課長 移管

2003年度 総務（法学） 設置審査
平成15年度　名古屋大学大学院法学研究科実務
法曹養成専攻（法科大学院）設置計画書（正本）

法学部事務長 2004/4/1 永年 － 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 －

2003年度 総務（法学） 設置審査
平成15年度　名古屋大学大学院法学研究科実務
法曹養成専攻（法科大学院）設置計画に係る補
正計画書（正本）

法学部事務長 2004/4/1 永年 － 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 －

2003年度 総務（法学） 設置審査
平成15年度　名古屋大学大学院法学研究科実務
法曹養成専攻（法科大学院）シラバス

法学部事務長 2004/4/1 永年 － 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 －

2003年度 総務（法学） 設置審査
平成15年度　名古屋大学大学院法学研究科実務
法曹養成専攻（法科大学院）設置計画書（抜刷）

法学部事務長 2004/4/1 永年 － 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 －

2003年度 総務（法学） 設置審査
平成15年度　名古屋大学大学院法学研究科実務
法曹養成専攻（法科大学院）設置計画書（教員の
個人調書等）

法学部事務長 2004/4/1 永年 － 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 －

2003年度 総務（法学） 設置審査
平成15～16年度　法科大学院設置申請関係認可
通知書原本

法学部事務長 2005/4/1 永年 － 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 －

2003年度 総務（法学） 任免 平成15年度　非常勤講師関係綴 法学部事務長 2004/4/1 20年 2024/3/31 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2014年3月31日
延長期間：10年

2003年度 総務（法学） 任免 平成15年度　人事異動上申書（任免） 法学部事務長 2004/4/1 20年 2024/3/31 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2014年3月31日
延長期間：10年

2004年度 総務（法学） 会議 2004年度　教授会議事録1/2 法学部事務長 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 法学部棟階段下倉庫 （名大）文系総務課長 移管
2004年度 総務（法学） 会議 2004年度　教授会議事録2/2 法学部事務長 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 法学部棟階段下倉庫 （名大）文系総務課長 移管
2004年度 総務（法学） 規程 名古屋大学法政国際教育研究センター規程集 文系総務課長 2005/4/1 永年 － 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 －
2004年度 総務（法学） 協力講座 平成16年度　協力講座（アジア法政講座） 法学部事務長 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2004年度 総務（法学） 設置審査 法科大学院専任教員採用等年次計画変更書 法学部事務長 2005/4/1 永年 － 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 －

2004年度 総務（法学） 任免 平成16年度～平成18年度　派遣裁判官 法学部事務長 2007/4/1 10年 2027/3/31 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2017年3月31日
延長期間：10年

2004年度 総務（法学） 任免 平成16～18年度　TA・RA 法学部事務長 2007/4/1 10年 2027/3/31 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2017年3月31日
延長期間：10年

2004年度 総務（法学） 任免 平成16年度～平成24年度　実務家教員 法学部事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2004年度 総務（法学） 例規 平成16～21年度　人事関係通知（例規） 法学部事務長 2005/4/1 永年 － 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 －

2004年度 総務（法学） 任免 平成16年度　非常勤講師関係綴 法学部事務長 2005/4/1 10年 2025/3/31 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2015年3月31日
延長期間：10年

2004年度 総務（法学） 任免 平成16年度　人事異動上申書（任免） 法学部事務長 2005/4/1 10年 2025/3/31 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2015年3月31日
延長期間：10年

2004年度 総務（法学） 任免 平成16年度　契約職員・パートタイム勤務職員 法学部事務長 2005/4/1 10年 2025/3/31 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2015年3月31日
延長期間：10年

2005年度 総務（法学） 会議 平成17年度　国公立大学法学部連絡会議 法学部事務長 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 移管
2005年度 総務（法学） 会議 平成17年度　教授会議事録 法学部事務長 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 法学部棟階段下倉庫 （名大）文系総務課長 移管
2005年度 総務（法学） 会議 2005年度　教授会議事録 法学部事務長 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 法学部棟階段下倉庫 （名大）文系総務課長 移管
2005年度 総務（法学） 設置審査 平成17年度　履行状況報告 法学部事務長 2006/4/1 永年 － 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 －

2005年度 総務（法学） 設置審査
法科大学院平成17年度年次履行状況調査「面接
調査」関係資料

法学部事務長 2006/4/1 永年 － 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 －
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2005年度 総務（法学） 任免 平成17年度　非常勤講師関係綴 法学部事務長 2006/4/1 20年 2026/3/31 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2016年3月31日
延長期間：10年

2005年度 総務（法学） 任免 平成17年度　人事異動上申書（任免） 法学部事務長 2006/4/1 20年 2026/3/31 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2016年3月31日
延長期間：10年

2005年度 総務（法学） 任免 平成17年度　契約職員・パートタイム勤務職員 法学部事務長 2006/4/1 20年 2026/3/31 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2016年3月31日
延長期間：10年

2006年度 総務（法学） 栄典 平成18年度～平成23年度　栄典・表彰 法学部事務長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2006年度 総務（法学） 会議 平成18年度　教授会議事録 法学部事務長 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 移管
2006年度 総務（法学） 会議 2006年度　法学研究科教授会1/2 法学部事務長 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 移管
2006年度 総務（法学） 会議 2006年度　法学研究科教授会2/2 法学部事務長 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 移管
2006年度 総務（法学） 会議 平成18～19年度　教授会資料綴 法学部事務長 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 法学部棟階段下倉庫 （名大）文系総務課長 移管

2006年度 総務（法学） 規程
平成18～20年度　法学部規定・法学研究科規定
の改正

文系総務課長 2009/4/1 永年 － 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 －

2006年度 総務（法学） 給与 平成18～23年度　給与関係 法学部事務長 2012/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2017年3月31日
延長期間：5年

2006年度 総務（法学） 設置審査 平成18年度　履行状況報告 法学部事務長 2007/4/1 永年 － 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 －

2006年度 総務（法学） 任免 平成18年度　非常勤講師関係綴 法学部事務長 2007/4/1 10年 2027/3/31 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2017年3月31日
延長期間：10年

2006年度 総務（法学） 任免 平成18年度　人事異動上申書（任免） 法学部事務長 2007/4/1 10年 2027/3/31 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2017年3月31日
延長期間：10年

2006年度 総務（法学） 任免 平成18年度　契約職員・パートタイム勤務職員 法学部事務長 2007/4/1 10年 2027/3/31 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2017年3月31日
延長期間：10年

2006年度 総務（法学） 評価 機関別認証評価、国立大学法人評価 法学部事務長 2007/4/1 10年 2027/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管
当初の保存期間満了日：2017年3月31日
延長期間：10年

2006年度 総務（法学） 評価 訪問調査時の確認事項根拠資料・データ等 法学部事務長 2007/4/1 10年 2027/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管
当初の保存期間満了日：2017年3月31日
延長期間：10年

2006年度 総務（法学） 評価 法科大学院認証評価（予備評価）実地調査 法学部事務長 2007/4/1 10年 2027/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管
当初の保存期間満了日：2017年3月31日
延長期間：10年

2006年度 総務（法学） 評価 訪問調査時の確認事項等質問に関する回答書 法学部事務長 2007/4/1 10年 2027/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管
当初の保存期間満了日：2017年3月31日
延長期間：10年

2006年度 総務（法学） 評価
法科大学院認証評価「訪問調査時の確認事項」
に関する別添資料

法学部事務長 2007/4/1 10年 2027/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管
当初の保存期間満了日：2017年3月31日
延長期間：10年

2006年度 総務（法学） 評価 法科大学院認証評価（予備評価）自己評価書 法学部事務長 2007/4/1 10年 2027/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管
当初の保存期間満了日：2017年3月31日
延長期間：10年

2006年度 総務（法学） 評価
法科大学院認証評価（予備評価）名古屋大学資
料編１

法学部事務長 2007/4/1 10年 2027/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管
当初の保存期間満了日：2017年3月31日
延長期間：10年

2006年度 総務（法学） 評価
法科大学院認証評価（予備評価）名古屋大学資
料編２

法学部事務長 2007/4/1 10年 2027/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管
当初の保存期間満了日：2017年3月31日
延長期間：10年

2007年度 総務（法学） 会議 平成19年度　教授会議事録 文系総務課長 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 移管
2007年度 総務（法学） 会議 2007年度　法学研究科教授会1/2 文系総務課長 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 移管
2007年度 総務（法学） 会議 2007年度　法学研究科教授会2/2 文系総務課長 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 移管
2007年度 総務（法学） 受託 平成19年度～平成21年度　JBIC受託研究員 文系総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2007年度 総務（法学） 任免 平成19～23年度　外国人研究員 文系総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
2008年度 総務（法学） 会議 平成20年度　教授会 文系総務課長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 移管
2008年度 総務（法学） 会議 2008年度　法学研究科教授会 文系総務課長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 移管
2008年度 総務（法学） 任免 平成20～23年度　労働条件通知書 文系総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2008年度 総務（法学） 任免 平成20～25年度　派遣検察官 文系総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2009年度 総務（法学） 会議 平成21年度　教授会議事録 文系総務課長 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 移管
2009年度 総務（法学） 会議 2009年度　法学研究科教授会1/2 文系総務課長 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 移管
2009年度 総務（法学） 会議 2009年度　法学研究科教授会2/2 文系総務課長 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 移管
2009年度 総務（法学） その他・栄典 平成21年度～平成23年度　その他 文系総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 廃棄
2009年度 総務（法学） 任免 平成21～25年度　派遣裁判官 文系総務課長 2014/4/1 10年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2015年度 総務（法学） 任免 平成26～30年度　派遣裁判官 文系総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 総務（法学） 任免 平成31～  年度　派遣裁判官 文系総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2010年度 総務（法学） 会議 平成22年度　教授会 文系総務課長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 移管
2010年度 総務（法学） 会議 2010年度　法学研究科教授会 文系総務課長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 移管

2010年度 総務（法学） 会議
平成22年度～平成23年度　法政国際教育協力研
究センター運営委員会

文系総務課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 移管

2010年度 総務（法学） 国際交流 平成22～25年度　JICA関係 文系総務課長 2014/4/1 10年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2010年度 総務（法学） 例規 平成22～25年度　人事関係通知 文系総務課長 2014/4/1 永年 － 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 －
2011年度 総務（法学） 会議 平成23年度　全学委員会委員関係 文系総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 廃棄
2011年度 総務（法学） 会議 平成23年度　法学研究科教授会 文系総務課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2011年度 総務（法学） 給与 平成23年度　期末・勤勉手当、優秀者昇給 文系総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 廃棄

2011年度 総務（法学） 給与 平成23年度　勤務時間報告書、超過勤務命令簿 文系総務課長 2012/4/1 5年 2022/3/31 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2017年3月31日
延長期間：5年

2011年度 総務（法学） 研究協力 平成23年度　日本学術振興会 文系総務課長 2012/4/1 5年 2022/3/31 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2017年3月31日
延長期間：5年

2011年度 総務（法学） 人事 平成23～26年度　総長管理定員 文系総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 廃棄
2011年度 総務（法学） 任免 平成23年度　短期雇用パートタイム勤務職員申 文系総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 廃棄

2011 総務（法学） 任免
平成23年度　人事異動依頼簿（教員・任期付正職
員）

文系総務課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 廃棄
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2011 総務（法学） 任免
平成23年度　人事異動依頼簿（契約職員・パート
タイム勤務職員）

文系総務課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 廃棄

2011 総務（法学） 任免 平成23年度　非常勤講師 文系総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 廃棄
2011年度 総務（法学） 任免 平成23年度　TA・RA 文系総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 廃棄

2011年度 総務（法学） 任免 非常勤職員労働条件通知書、勤務時間台帳 文系総務課長 2012/4/1 5年 2022/3/31 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2017年3月31日
延長期間：5年

2011年度 総務（法学） 服務 平成23年　休暇簿（教員・任期付正職員） 文系総務課長 2012/4/1 5年 2022/3/31 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2017年3月31日
延長期間：5年

2011年度 総務（法学） 服務
平成23年　休暇簿（事務補佐員・研究員・研究ア
シスタント）

文系総務課長 2012/4/1 5年 2022/3/31 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2017年3月31日
延長期間：5年

2011年度 総務（法学） 服務 平成23年度　旅行命令簿（教授） 文系総務課長 2012/4/1 5年 2022/3/31 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2017年3月31日
延長期間：5年

2011年度 総務（法学） 服務 平成23年度　旅行命令簿（准教授） 文系総務課長 2012/4/1 5年 2022/3/31 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2017年3月31日
延長期間：5年

2011年度 総務（法学） 服務
平成23年度　旅行命令簿（講師・助手・特任講師・
事務職員・学生）

文系総務課長 2012/4/1 5年 2022/3/31 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2017年3月31日
延長期間：5年

2011年度 総務（法学） 服務 平成23年度　旅行命令簿（非常勤講師） 文系総務課長 2012/4/1 5年 2022/3/31 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2017年3月31日
延長期間：5年

2011年度 総務（法学） 服務 平成23年度　海外渡航 文系総務課長 2012/4/1 5年 2022/3/31 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2017年3月31日
延長期間：5年

2011年度 総務（法学） 服務 平成23年度　出張（派遣）依頼（科研費） 文系総務課長 2012/4/1 5年 2022/3/31 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2017年3月31日
延長期間：5年

2011年度 総務（法学） 服務 平成23年度　出張（派遣）依頼（科研費以外） 文系総務課長 2012/4/1 5年 2022/3/31 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2017年3月31日
延長期間：5年

2012年度 総務（法学） 栄典 平成24年度　名誉教授、叙位･叙勲 法学部事務長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2012年度 総務（法学） 会議 平成24年度　全学委員会委員関係 文系総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2012年度 総務（法学） 会議 平成24年度　法学研究科教授会 文系総務課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 移管

2012年度 総務（法学） 会議
平成24年度　国立九大学法・経学部長会議、国
公立大学法学部連絡会議

法学部事務長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 移管

2012年度 総務（法学） 会議
平成24年度　法政国際教育協力研究センター運
営委員会、センター協議会

文系総務課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 移管

2012年度 総務（法学） 会議 法情報研究センター延長関係 文系総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2012年度 総務（法学） 給与 平成24年度　期末・勤勉手当、優秀者昇給 文系総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
2012年度 総務（法学） 任免 平成24年度　短期雇用パートタイム勤務職員申 文系総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
2012年度 総務（法学） 任免 平成24年度　人事異動依頼簿（教員） 文系総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
2012年度 総務（法学） 任免 平成24年度　人事異動依頼簿（任期付正職員） 文系総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄

2012年度 総務（法学） 任免
平成24年度　人事異動依頼簿（契約職員・パート
タイム勤務職員）

文系総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄

2012年度 総務（法学） 任免 平成24年度　非常勤講師 文系総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
2012年度 総務（法学） 任免 平成24年度　外国人研究員（CALE、法） 文系総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 廃棄
2012年度 総務（法学） 任免 平成24年度　TA・RA申請書 文系総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
2012年度 総務（法学） 任免 平成24年度　TA・RA 文系総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2012年度 総務（法学） 評価 平成24年度　法科大学院 文系総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 廃棄
2012年度 総務（法学） プロジェクト 平成24～25年度　リーディングプログラム（法） 文系総務課長 2014/4/1 9年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2012年度 総務（法学） プロジェクト 平成24～25年度　リーディングプログラムPh.D登 文系総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2012年度 総務（法学） プロジェクト 平成24～25年度　キャンパス・アセアン 文系総務課長 2014/4/1 8年 2022/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2012年度 総務（法学） プロジェクト 平成24～25年度　国立大学改革強化推進補助金 文系総務課長 2014/4/1 9年 2023/3/31 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 廃棄
2013年度 総務（法学） 栄典 平成25年度　名誉教授、叙位･叙勲 法学部事務長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2013年度 総務（法学） 会議 平成25年度　全学委員会委員関係 文系総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2013年度 総務（法学） 会議 平成25年度　法学研究科教授会 文系総務課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 移管

2013年度 総務（法学） 会議
平成25～26年度　国立九大学法・経学部長会
議、国公立大学法学部連絡会議

法学部事務長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 移管

2013年度 総務（法学） 会議
平成25～27年度　法政国際教育協力研究セン
ター運営委員会、センター協議会

文系総務課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 廃棄

2013年度 総務（法学） 会議 平成25年度　法科大学院認証評価資料編 文系総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管

2013年度 総務（法学） 会議
平成25年度　法科大学院認証評価章別資料自己
評価書

文系総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管

2013年度 総務（法学） 会議 平成25年度　法科大学院認証評価追加資料 文系総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管

2013年度 総務（法学） 会議
平成25年度　法科大学院認証評価教員組織調査
に係る資料

文系総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管

2013年度 総務（法学） 会議
平成25年度　法科大学院認証評価教員組織調査
に係る資料（変更分）

文系総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管

2013年度 総務（法学） 会議
平成25年度　法科大学院認証評価「訪問調査時
の確認事項」に関する別添資料1/2

文系総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管

2013年度 総務（法学） 会議
平成25年度　法科大学院認証評価「訪問調査時
の確認事項」に関する別添資料2/2

文系総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管

2013年度 総務（法学） 会議
平成25年度　法科大学院認証評価自己評価書提
出後の追加資料等

文系総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管

2013年度 総務（法学） 給与 平成25年度　期末・勤勉手当、優秀者昇給 文系総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
2013年度 総務（法学） 任免 平成25年度　短期雇用パートタイム勤務職員申 文系総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
2013年度 総務（法学） 任免 平成25年度　人事異動依頼簿（教員） 文系総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
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2013年度 総務（法学） 任免 平成25年度　人事異動依頼簿（任期付正職員） 文系総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄

2013年度 総務（法学） 任免
平成25年度　人事異動依頼簿（契約職員・パート
タイム勤務職員）

文系総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄

2013年度 総務（法学） 任免 平成25年度　非常勤講師 文系総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
2013年度 総務（法学） 任免 平成25年度　外国人研究員（CALE、法） 文系総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
2013年度 総務（法学） 任免 平成25年度　TA・RA申請書 文系総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
2013年度 総務（法学） 任免 平成25年度　TA・RA 文系総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
2013年度 総務（法学） 評価 平成25～26年度　法科大学院 文系総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2013年度 総務（法学） 評価 平成25年度　法科大学院認証評価自己評価書 文系総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2013年度 総務（法学） 評価 平成25～26年度　法人評価、認証評価 文系総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 移管
2013年度 総務（法学） 評価 平成25年度　教育研究アセスメント委員会 文系総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2014年度 総務（法学） 会議 平成26年度　全学委員会委員関係 文系総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 廃棄
2014年度 総務（法学） 会議 平成26年度　法学研究科教授会 文系総務課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 移管
2014年度 総務（法学） 給与 平成26年度　期末・勤勉手当、優秀者昇給 文系総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄

2014年度 総務（法学） 研究協力
平成26～29年度　若手育成プログラム（YLC）申
請書

文系総務課長 2020/4/1 5年 2027/3/31 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 移管
資料室からの意見書に基づき廃棄から移管に変更

2014年度 総務（法学） 任免 平成26～29年度　派遣検察官 文系総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（法学） 任免 平成30～    年度　派遣検察官 文系総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2014年度 総務（法学） 任免 平成26年度　特任助教について 文系総務課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2014年度 総務（法学） 任免 平成26年度　TA・RA申請書 文系総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
2014年度 総務（法学） 任免 平成26年度　TA・RA 文系総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
2014年度 総務（法学） 任免 平成26年度　短期雇用パートタイム勤務職員 文系総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
2014年度 総務（法学） 任免 平成26年度　人事異動依頼簿（教員） 文系総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
2014年度 総務（法学） 任免 平成26年度　人事異動依頼簿（任期付正職員） 文系総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄

2014年度 総務（法学） 任免
平成26年度　人事異動依頼簿（契約職員・パート
タイム勤務職員）

文系総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄

2014年度 総務（法学） 任免 平成26年度　非常勤講師 文系総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
2014年度 総務（法学） 任免 平成26年度　外国人研究員（CALE、法） 文系総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
2014年度 総務（法学） 評価 平成26年度　法科大学院年次報告書 文系総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2014年度 総務（法学） 服務 平成26年度　TA・RA出勤簿 文系総務課長 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄

2014年度 総務（法学） 服務
平成26年　出勤簿（教員・任期付正職員・事務補
佐員・研究員・研究アシスタント）

文系総務課長 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄

2014年度 総務（法学） プロジェクト 平成26年度　キャンパス・アジア 文系総務課長 2015/4/1 7 2022/3/31 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 廃棄
2014年度 総務（法学） 評価 平成26年度　大学機関別認証評価訪問調査関係 文系総務課長 2015/4/1 10 2026/3/31 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 廃棄
2014年度 総務（法学） 文書管理 平成26年度～平成29年度　法人文書ファイル管 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 廃棄 ファイル名等赤字部分修正

2014年度 総務（法学） 国際交流
平成26～30年度外国人研究員用宿舎（レジデン
ス等）

文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄 平成26年度より作成開始

2015年度 総務（法学） 会議 平成27年度　全学委員会委員関係 文系総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（法学） 会議 平成28年度　全学委員会委員関係 文系総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2015年度 総務（法学） 会議 平成27年度　法学研究科教授会 文系総務課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 移管
2016年度 総務（法学） 会議 平成28年度　法学研究科教授会② 文系総務課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 移管
2016年度 総務（法学） 会議 平成28年度　法学研究科教授会① 文系総務課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 移管

2016年度 総務（法学） 給与
平成28年度　勤務時間報告・超過勤務命令簿・非
居住者扱い申請書（法学研究科）

文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2016年度 総務（法学） 給与
平成28年度　本給調整（大学院担当）、各種業務
手当整理簿

文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2015年度 総務（法学） 給与 平成27年度　期末・勤勉手当、優秀者昇給 文系総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（法学） 給与 平成28年度　期末・勤勉手当、優秀者昇給 文系総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（法学） 証明 平成28年度　各種証明書 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（法学） 庶務 平成28年度　総務関係 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（法学） 庶務 平成28年度　研究協力関係／国際関係 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（法学） 庶務 平成28年度　人事･職員関係 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2015年度 総務（法学） 任免 平成27年度　TA・RA申請書 文系総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（法学） 任免 平成28年度　TA・RA申請書 文系総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2015年度 総務（法学） 任免 平成27年度　TA・RA 文系総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（法学） 任免 平成28年度　TA・RA 文系総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2015年度 総務（法学） 任免 平成27年度　短期雇用パートタイム勤務職員 文系総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（法学） 任免 平成28年度　短期雇用パートタイム勤務職員 文系総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2015年度 総務（法学） 任免 平成27年度　人事異動依頼簿（教員） 文系総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2015年度 総務（法学） 任免 平成27年度　人事異動依頼簿（任期付正職員） 文系総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2015年度 総務（法学） 任免
平成27年度　人事異動依頼簿（契約職員・パート
タイム勤務職員）

文系総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2015年度 総務（法学） 任免 平成27年度　非常勤講師 文系総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2016年度 総務（法学） 任免
平成28年度　非常勤職員労働条件通知書・勤務
時間台帳

文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2016年度 総務（法学） 任免 平成28年度　人事異動依頼簿（教員） 文系総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（法学） 任免 平成28年度　人事異動依頼簿（任期付正職員） 文系総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2016年度 総務（法学） 任免
平成28年度　人事異動依頼簿（契約職員・パート
タイム勤務職員）

文系総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2016年度 総務（法学） 任免 平成28年度　非常勤講師 文系総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2015年度 総務（法学） 任免 平成27年度　外国人研究員（CALE、法） 文系総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄



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

2016年度 総務（法学） 任免 平成28年度　外国人研究員（CALE、法） 文系総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2015年度 総務（法学） 評価 平成27年度　法科大学院年次報告書 文系総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2016年度 総務（法学） 評価 平成28年度　法科大学院年次報告書 文系総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管

2016年度 総務（法学） 福祉
平成28年度　福祉関係（社会保険・雇用保険・労
災の特別加入）

文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2015年度 総務（法学） 服務 平成27年度　TA・RA出勤簿 文系総務課長 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（法学） 服務 平成28年度　TA・RA出勤簿 文系総務課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（法学） 服務 平成28年度　旅行命令簿（教授） 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（法学） 服務 平成28年度　旅行命令簿（准教授） 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2016年度 総務（法学） 服務
平成28年度　旅行命令簿（講師・助手・特任講師・
事務職員・学生）

文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2016年度 総務（法学） 服務 平成28年度　旅行命令簿（非常勤講師） 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（法学） 服務 平成28年度　海外渡航 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（法学） 服務 平成28年度　週休日の振替及び代休簿 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（法学） 服務 平成28年度　出張（派遣）依頼（科研費） 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（法学） 服務 平成28年度　出張（派遣）依頼（科研費以外） 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（法学） 服務 平成28年度　研修承認願（国内） 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2016年度 総務（法学） 服務
平成28年　休暇簿（教員・任期付正職員・事務補
佐員・研究員・研究アシスタント）

文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2015年度 総務（法学） 服務
平成27年　出勤簿（教員・任期付正職員・事務補
佐員・研究員・研究アシスタント）

文系総務課長 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2016年度 総務（法学） 服務
平成28年　出勤簿（教員・任期付正職員・事務補
佐員・研究員・研究アシスタント）

文系総務課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2016年度 総務（法学） 服務 平成28年度　海外渡航（先方負担） 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（法学） 服務 平成28年度　兼業・兼職 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（法学） 服務 平成28年度　勤務状況報告書（法学研究科） 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（法学） 研究協力 日本学術振興会関係　申請（法学） 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（法学） 研究協力 研究助成関係　申請（法学） 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄

総務（法学） 国際交流 学術交流協定関係 文系総務課長 － 常用 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管 協定・覚書が破棄され次第、保存期間を満了とす
総務（法学） 規程 法学部・法学研究科内規 文系総務課長 1952/4/1 常用 － 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 －

2017年度 総務（法学） 服務 平成29年度　旅行命令簿（教授） 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（法学） 服務 平成29年度　旅行命令簿（准教授） 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2017年度 総務（法学） 服務
平成29年度　旅行命令簿（講師・助手・特任講師・
事務職員・学生）

文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2017年度 総務（法学） 服務 平成29年度　旅行命令簿（非常勤講師） 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（法学） 服務 平成29年度　海外渡航 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（法学） 服務 平成29年度　週休日の振替及び代休簿 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（法学） 服務 平成29年度　出張（派遣）依頼（科研費） 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（法学） 服務 平成29年度　出張（派遣）依頼（科研費以外） 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（法学） 服務 平成29年度　研修承認願（国内） 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2017年度 総務（法学） 服務
平成29年　休暇簿（教員・任期付正職員・事務補
佐員・研究員・研究アシスタント）

文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2017年度 総務（法学） 服務 平成29年度　海外渡航（先方負担） 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（法学） 服務 平成29年度　TA・RA出勤簿 文系総務課長 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2017年度 総務（法学） 服務
平成29年　出勤簿（教員・任期付正職員・事務補
佐員・研究員・研究アシスタント）

文系総務課長 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2017年度 総務（法学） 任免 平成29年度　TA・RA申請書 文系総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（法学） 任免 平成29年度　TA・RA 文系総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2017年度 総務（法学） 給与
平成29年度　勤務時間報告・超過勤務命令簿・非
居住者扱い申請書（法学研究科）

文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2017年度 総務（法学） 給与
平成29年度　本給調整（大学院担当）、各種業務
手当整理簿

文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2017年度 総務（法学） 証明 平成29年度　各種証明書 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（法学） 庶務 平成29年度　総務関係 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（法学） 庶務 平成29年度　研究協力関係／国際関係 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（法学） 庶務 平成29年度　人事･職員関係 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2017年度 総務（法学） 任免
平成29年度　非常勤職員労働条件通知書・勤務
時間台帳

文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2017年度 総務（法学） 福祉
平成29年度　福祉関係（社会保険・雇用保険・労
災の特別加入）

文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2017年度 総務（法学） 服務 平成29年度　兼業・兼職 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（法学） 服務 平成29年度　勤務状況報告書（法学研究科） 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（法学） 研究協力 日本学術振興会関係　申請（法学） 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（法学） 研究協力 研究助成関係　申請（法学） 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（法学） 会議 平成29年度～　全学委員会委員関係 文系総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（法学） 給与 平成29年度　期末・勤勉手当、優秀者昇給 文系総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（法学） 任免 平成29年度　短期雇用パートタイム勤務職員 文系総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（法学） 任免 平成29年度　人事異動依頼簿（教員） 文系総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（法学） 任免 平成29年度　人事異動依頼簿（任期付正職員） 文系総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2017年度 総務（法学） 任免
平成29年度　人事異動依頼簿（契約職員・パート
タイム勤務職員）

文系総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
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2017年度 総務（法学） 任免 平成29年度　非常勤講師 文系総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（法学） 任免 平成29年度～　外国人研究員（CALE、法） 文系総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（法学） 評価 平成29年度　法科大学院年次報告書 文系総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 移管
2017年度 総務（法学） 会議 平成29年度　法学研究科教授会① 文系総務課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 移管
2017年度 総務（法学） 会議 平成29年度　法学研究科教授会② 文系総務課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 移管

2017年度 総務（法学） 会議
平成29年度～　国立九大学法・経学部長会議、
国公立大学法学部連絡会議

法学部事務長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管

2017年度 総務（法学） 栄典 平成29年度～　紺綬褒章関係書類 法学部事務長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2015年度 総務（法学） 評価 平成27～28年度　法人評価、認証評価 文系総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 法学部棟倉庫202 （名大）文系総務課長 移管
2017年度 総務（法学） 評価 平成29～　　　　　 法人評価、認証評価 文系総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2018年度 総務（法学） 服務 平成30年度　出張① 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄 ※海外渡航含む
2018年度 総務（法学） 服務 平成30年度　出張② 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄 ※海外渡航含む
2018年度 総務（法学） 服務 平成30年度　出張③ 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄 ※海外渡航含む
2018年度 総務（法学） 服務 平成30年度　出張④ 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄 ※海外渡航含む
2018年度 総務（法学） 服務 平成30年度　出張・研修 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄 ※海外渡航含む
2018年度 総務（法学） 服務 平成30年度　旅行命令簿（非常勤講師） 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（法学） 服務 平成30年度　週休日の振替及び代休簿 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（法学） 服務 平成30年度　出張（派遣）依頼（科研費） 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（法学） 服務 平成30年度　出張（派遣）依頼（科研費以外） 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2018年度 総務（法学） 服務
平成30年　休暇簿（教員・任期付正職員・事務補
佐員・研究員・研究アシスタント）

文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2018年度 総務（法学） 服務 平成30年度　TA・RA出勤簿 文系総務課長 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2018年度 総務（法学） 服務
平成30年　出勤簿（教員・任期付正職員・事務補
佐員・研究員・研究アシスタント）

文系総務課長 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2018年度 総務（法学） 任免 平成30年度　TA・RA申請書 文系総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（法学） 任免 平成30年度　TA・RA 文系総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2018年度 総務（法学） 給与
平成30年度　勤務時間報告・超過勤務命令簿・非
居住者扱い申請書（法学研究科）

文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2018年度 総務（法学） 給与
平成30年度　本給調整（大学院担当）、各種業務
手当整理簿

文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2018年度 総務（法学） 証明 平成30年度　各種証明書 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（法学） 庶務 平成30年度　総務関係 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（法学） 庶務 平成30年度　研究協力関係／国際関係 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（法学） 庶務 平成30年度　人事･職員関係 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2018年度 総務（法学） 福祉
平成30年度　福祉関係（社会保険・雇用保険・労
災の特別加入）

文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2018年度 総務（法学） 服務 平成30年度　兼業・兼職① 文系総務課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（法学） 服務 平成30年度　兼業・兼職② 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（法学） 服務 平成30年度　勤務状況報告書（法学研究科） 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（法学） 給与 平成30年度　期末・勤勉手当、優秀者昇給 文系総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（法学） 任免 平成30年度　短期雇用パートタイム勤務職員 文系総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（法学） 任免 平成30年度　人事異動依頼簿（教員） 文系総務課長 2019/4/1 10年 47208 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（法学） 任免 平成30年度　人事異動依頼簿（任期付正職員） 文系総務課長 2019/4/1 10年 47208 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2018年度 総務（法学） 任免
平成30年度　人事異動依頼簿（契約職員・パート
タイム勤務職員）

文系総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄 ※労働条件通知書・勤務時間台帳

2018年度 総務（法学） 任免 平成30年度　非常勤講師 文系総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（法学） 会議 平成30年度　法学研究科教授会① 文系総務課長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2018年度 総務（法学） 会議 平成30年度　法学研究科教授会② 文系総務課長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2018年度 総務（法学） 会議 平成30年度　法科大学院認証評価資料編 文系総務課長 2019/4/1 10年 49034 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2018年度 総務（法学） 会議 平成30年度　法科大学院認証評価章別資料 文系総務課長 2019/4/1 10年 2034/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管

2018年度 総務（法学） 会議
平成30年度　法科大学院認証評価章別資料自己
評価書

文系総務課長 2019/4/1 10年 2034/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管

2018年度 総務（法学） 会議 平成30年度　法科大学院認証評価追加資料 文系総務課長 2019/4/1 10年 2034/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管

2018年度 総務（法学） 会議
平成30年度　法科大学院認証評価教員組織調査
に係る資料

文系総務課長 2019/4/1 10年 2034/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管

2018年度 総務（法学） 会議
平成30年度　法科大学院認証評価「訪問調査時
の確認事項」に関する別添資料

文系総務課長 2019/4/1 10年 2034/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管

2018年度 総務（法学） 会議
平成30年度　法科大学院認証評価「訪問調査時
の確認事項」に関する別添資料　名古屋大学（当
日の資料）

文系総務課長 2019/4/1 10年 2034/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管

2018年度 総務（法学） 会議 平成30年度　法科大学院認証評価１ 文系総務課長 2019/4/1 10年 2034/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2018年度 総務（法学） 会議 平成30年度　法科大学院認証評価２ 文系総務課長 2019/4/1 10年 2034/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（法学） 会議 平成30年度　法科大学院認証評価３ 文系総務課長 2019/4/1 10年 49034 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（法学） 会議 平成30年度　法科大学院認証評価４ 文系総務課長 2019/4/1 10年 2034/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（法学） 会議 平成30年度　法科大学院認証評価５ 文系総務課長 2019/4/1 10年 2034/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（法学） 評価 平成30年度　教育研究アセスメント委員会 文系総務課長 2019/4/1 10年 2034/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2019年度 総務（法学） 会議 平成31年度　法学研究科教授会① 文系総務課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 法学部倉庫202 （名大）文系総務課長 移管
2019年度 総務（法学） 会議 平成31年度　法学研究科教授会② 文系総務課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2019年度 総務（法学） 会議 平成31年度　法学研究科教授会③ 文系総務課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管

2019年度 総務（法学） 会議
平成31年度　アジア法律家育成支援事業運営委
員会

文系総務課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
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2019年度 総務（法学） 会議
平成31年度　法政国際教育協力研究センター運
営委員会

文系総務課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2019年度 総務（法学） 庶務 平成31年度　総務関係① 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 総務（法学） 庶務 平成31年度　総務関係② 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 総務（法学） 庶務 平成31年度　研究協力関係／国際関係 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 総務（法学） 服務 平成31年度　兼業・兼職 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 総務（法学） 服務 平成31年度　出張① 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄 ※海外渡航含む
2019年度 総務（法学） 服務 平成31年度　出張② 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄 ※海外渡航含む
2019年度 総務（法学） 服務 平成31年度　出張③ 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄 ※海外渡航含む
2019年度 総務（法学） 服務 平成31年度　出張④ 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄 ※海外渡航含む
2019年度 総務（法学） 服務 平成31年度　出張・研修 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄 ※海外渡航含む
2019年度 総務（法学） 服務 平成31年度　旅行命令簿（非常勤講師） 文系総務課長 2020/4/1 5年 45747 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 総務（法学） 服務 平成31年度　週休日の振替及び代休簿 文系総務課長 2020/4/1 5年 45747 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 総務（法学） 服務 平成31年度　出張（派遣）依頼（科研費） 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 総務（法学） 服務 平成31年度　出張（派遣）依頼（科研費以外） 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2019年度 総務（法学） 服務
平成31年　休暇簿（教員・任期付正職員・事務補
佐員・研究員・研究アシスタント）

文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2019年度 総務（法学） 服務 平成31年度　TA・RA出勤簿 文系総務課長 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2019年度 総務（法学） 服務
平成31年　出勤簿（教員・任期付正職員・事務補
佐員・研究員・研究アシスタント）

文系総務課長 2020/4/1 7年 46477 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2019年度 総務（法学） 任免 平成31年度　TA・RA申請書 文系総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 総務（法学） 任免 平成31年度　TA・RA 文系総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 総務（法学） 任免 平成31年度　非常勤講師 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2019年度 総務（法学） 給与
平成31年度　勤務時間報告・超過勤務命令簿・非
居住者扱い申請書（法学研究科）

文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2019年度 総務（法学） 任免 平成31年度　短期雇用パートタイム勤務職員 文系総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2019年度 総務（法学） 任免
平成31年度　人事異動依頼簿（契約職員・パート
タイム勤務職員）

文系総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2019年度 総務（法学） 給与 平成31年度　期末・勤勉手当、優秀者昇給 文系総務課長 2020/4/1 10年 47573 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 総務（法学） 服務 平成31年度　勤務状況報告書（法学研究科） 文系総務課長 2020/4/1 5年 45747 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2019年度 総務（法学） 給与
平成31年度　本給調整（大学院担当）、各種業務
手当整理簿

文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2019年度 総務（法学） 任免 平成31年度　人事異動依頼簿（任期付正職員） 文系総務課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 総務（法学） 任免 平成31年度　人事異動依頼簿（教員） 文系総務課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 総務（法学） 庶務 令和2年度　総務関係① （名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 総務（法学） 庶務 令和2年度　総務関係② （名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 総務（法学） 庶務 令和2年度　研究協力関係／国際関係 （名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2020年度 総務（法学） 庶務
令和2年度　法政国際教育協力研究センター関係
（名古屋大学ベトナム代表オフィス含む）

（名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2020年度 総務（法学） 服務 令和２年度　兼業・兼職 （名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 総務（法学） 服務 令和２年度　出張 （名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄 ※海外渡航含む
2020年度 総務（法学） 服務 令和２年度　週休日の振替及び代休簿 （名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2020年度 総務（法学） 服務
令和２年　休暇簿（教員・任期付正職員・事務補
佐員・研究員・研究アシスタント）

（名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2020年度 総務（法学） 調査 令和２年度　毎月勤労統計調査 （名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 総務（法学） 任免 令和２年度　非常勤講師 （名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 総務（法学） 証明 令和２年度　各種証明書 （名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2020年度 総務（法学） 給与
令和２年度　勤務時間報告・超過勤務命令簿・非
居住者扱い申請書（法学研究科）

（名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2020年度 総務（法学） 給与 令和２年度　期末・勤勉手当、優秀者昇給 （名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 総務（法学） 服務 令和２年度　勤務状況報告書（法学研究科） （名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2020年度 総務（法学） 給与
令和２年度　本給調整（大学院担当）、各種業務
手当整理簿

（名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2020年度 総務（法学） 服務 令和２年度　TA・RA出勤簿 （名大）文系総務課長 2021/4/1 7年 2028/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2020年度 総務（法学） 服務
令和２年　出勤簿（教員・任期付正職員・事務補
佐員・研究員・研究アシスタント）

（名大）文系総務課長 2021/4/1 7年 46843 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2020年度 総務（法学） 任免 令和２年度　TA・RA申請書 （名大）文系総務課長 2021/4/1 10年 47938 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 総務（法学） 任免 令和２年度　TA・RA （名大）文系総務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 総務（法学） 任免 令和２年度　短期雇用パートタイム勤務職員 （名大）文系総務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2020年度 総務（法学） 任免
令和２年度　人事異動依頼簿（契約職員・パートタ
イム勤務職員）

（名大）文系総務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2020年度 総務（法学） 会議 令和2年度　法学研究科教授会① （名大）文系総務課長 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2020年度 総務（法学） 会議 令和2年度　法学研究科教授会② （名大）文系総務課長 2021/4/1 30年 55243 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2020年度 総務（法学） 会議 令和2年度　法学研究科教授会③ （名大）文系総務課長 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2020年度 総務（法学） 会議 令和2年度　アジア法律家育成支援事業運営委 （名大）文系総務課長 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管

2020年度 総務（法学） 会議
令和2年度　法政国際教育協力研究センター運営
委員会

（名大）文系総務課長 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2020年度 総務（法学） 会議 令和2年度　国立九大学法・経済学部長会議 （名大）文系総務課長 2021/4/1 30年 55243 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2020年度 総務（法学） 任免 令和２年度　人事異動依頼簿（任期付正職員） （名大）文系総務課長 2021/4/1 30年 55243 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 総務（法学） 任免 令和２年度　人事異動依頼簿（教員） （名大）文系総務課長 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
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1986年度 総務（経済） 協定 学部間交流協定　１／２
経済学部・経済学研究科
事務長

1987/4/1 永年 ‐ 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 ‐

1986年度 総務（経済） 協定 学部間交流協定　２／２
経済学部・経済学研究科
事務長

1987/4/1 永年 ‐ 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 ‐

1988年度 総務（経済） 会議 昭和６３年度～平成２年度人事教授会記録
経済学部・経済学研究科
事務長

1991/4/1 30年 2021/3/31 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1990年度 総務（経済） 協定 学部間交流協定
経済学部・経済学研究科
事務長

1991/4/1 永年 ‐ 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 ‐

1990年度 総務（経済） 会議
平成２年度～４年度教授会・研究科委員会議事
録

経済学部・経済学研究科
事務長

1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1991年度 総務（経済） 会議 平成３年度教授会記録　１／２
経済学部・経済学研究科
事務長

1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1991年度 総務（経済） 会議 平成３年度教授会議事録
経済学部・経済学研究科
事務長

1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1991年度 総務（経済） 会議 平成３年度教授会記録　２／２
経済学部・経済学研究科
事務長

1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1991年度 総務（経済） 会議 平成３年度～平成５年度人事教授会記録
経済学部・経済学研究科
事務長

1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1992年度 総務（経済） 会議 平成４年度教授会記録　１／２
経済学部・経済学研究科
事務長

1993/4/1 30年 45016 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1992年度 総務（経済） 会議 平成４年度教授会議事録
経済学部・経済学研究科
事務長

1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1992年度 総務（経済） 会議 平成４年度教授会記録　２／２
経済学部・経済学研究科
事務長

1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1992年度 総務（経済） 協定 学部間交流協定
経済学部・経済学研究科
事務長

1993/4/1 永年 ‐ 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 ‐

1993年度 総務（経済） 会議 平成５年度教授会記録　１／２
経済学部・経済学研究科
事務長

1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1993年度 総務（経済） 会議 平成５年度教授会議事録
経済学部・経済学研究科
事務長

1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1993年度 総務（経済） 会議 平成５年度教授会記録　２／２
経済学部・経済学研究科
事務長

1994/4/1 30年 45382 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1993年度 総務（経済） 会議
平成５年度～平成６年度教授会・研究科委員会
記録

経済学部・経済学研究科
事務長

1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1994年度 総務（経済） 会議 平成６年度教授会記録　１／２
経済学部・経済学研究科
事務長

1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1994年度 総務（経済） 会議 平成６年度教授会議事録
経済学部・経済学研究科
事務長

1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1994年度 総務（経済） 会議 平成６年度教授会記録　２／２
経済学部・経済学研究科
事務長

1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1994年度 総務（経済） 会議 平成６年度～７年度人事教授会記録
経済学部・経済学研究科
事務長

1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1995年度 総務（経済） 会議 平成７年度教授会記録　１／２
経済学部・経済学研究科
事務長

1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1995年度 総務（経済） 会議 平成７年度教授会議事録
経済学部・経済学研究科
事務長

1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1995年度 総務（経済） 会議 平成７年度教授会記録　２／２
経済学部・経済学研究科
事務長

1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1995年度 総務（経済） 会議 平成７年度～８年度教授会議事録
経済学部・経済学研究科
事務長

1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1996年度 総務（経済） 会議 平成８年度教授会記録　１／２
経済学部・経済学研究科
事務長

1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1996年度 総務（経済） 会議 平成８年度教授会記録　２／２
経済学部・経済学研究科
事務長

1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1996年度 総務（経済） 会議 平成８年度～１０年度人事教授会
経済学部・経済学研究科
事務長

1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1997年度 総務（経済） 会議 平成９年度教授会記録　１／２
経済学部・経済学研究科
事務長

1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1997年度 総務（経済） 会議 平成９年度教授会記録　２／２
経済学部・経済学研究科
事務長

1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1997年度 総務（経済） 協定 学部間交流協定　１／２
経済学部・経済学研究科
事務長

1998/4/1 永年 ‐ 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 ‐

1997年度 総務（経済） 協定 学部間交流協定　２／２
経済学部・経済学研究科
事務長

1998/4/1 永年 ‐ 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 ‐

1998年度 総務（経済） 会議 平成１０年度教授会記録　１／２
経済学部・経済学研究科
事務長

1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1998年度 総務（経済） 会議 平成１０年度教授会議題一覧
経済学部・経済学研究科
事務長

1999/4/1 30年 47208 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1998年度 総務（経済） 会議 平成１０年度教授会記録　２／２
経済学部・経済学研究科
事務長

1999/4/1 30年 47208 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管
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1998年度 総務（経済） 会議 平成１０年度教授会議事録
経済学部・経済学研究科
事務長

1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1998年度 総務（経済） 協定 学部間交流協定
経済学部・経済学研究科
事務長

1999/4/1 永年 ‐ 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 ‐

1999年度 総務（経済） 会議 平成１１年度教授会記録　１／４
経済学部・経済学研究科
事務長

2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1999年度 総務（経済） 会議 平成１１年度教授会記録　２／４
経済学部・経済学研究科
事務長

2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1999年度 総務（経済） 会議 平成１１年度教授会記録　３／４
経済学部・経済学研究科
事務長

2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1999年度 総務（経済） 会議 平成１１年度教授会記録　４／４
経済学部・経済学研究科
事務長

2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1999年度 総務（経済） 会議 平成１１年度教授会議題一覧
経済学部・経済学研究科
事務長

2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1999年度 総務（経済） 会議 平成１１年度教授会議事録
経済学部・経済学研究科
事務長

2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1999年度 総務（経済） 協定 学部間交流協定　１／２
経済学部・経済学研究科
事務長

2000/4/1 永年 ‐ 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 ‐

1999年度 総務（経済） 協定 学部間交流協定　２／２
経済学部・経済学研究科
事務長

2000/4/1 永年 ‐ 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 ‐

1999年度 総務（経済） 会議 平成１１年度～１４年度人事教授会
経済学部・経済学研究科
事務長

2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

2000年度 総務（経済） 会議 平成１２度教授会記録　１／４
経済学部・経済学研究科
事務長

2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

2000年度 総務（経済） 会議 平成１２度教授会記録　２／４
経済学部・経済学研究科
事務長

2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

2000年度 総務（経済） 会議 平成１２度教授会記録　３／４
経済学部・経済学研究科
事務長

2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

2000年度 総務（経済） 会議 平成１２度教授会記録　４／４
経済学部・経済学研究科
事務長

2001/4/1 30年 47938 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

2000年度 総務（経済） 会議 平成１２年度教授会議事録
経済学部・経済学研究科
事務長

2001/4/1 30年 47938 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

2001年度 総務（経済） 会議 平成１３度教授会記録　１／４
経済学部・経済学研究科
事務長

2002/4/1 30年 48304 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

2001年度 総務（経済） 会議 平成１３度教授会記録　２／４
経済学部・経済学研究科
事務長

2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

2001年度 総務（経済） 会議 平成１３度教授会記録　３／４
経済学部・経済学研究科
事務長

2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

2001年度 総務（経済） 会議 平成１３度教授会記録　４／４
経済学部・経済学研究科
事務長

2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

2001年度 総務（経済） 会議 平成１３年度教授会議事録
経済学部・経済学研究科
事務長

2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

2002年度 総務（経済） 会議 平成１４度教授会記録　１／４
経済学部・経済学研究科
事務長

2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

2002年度 総務（経済） 会議 平成１４度教授会記録　２／４
経済学部・経済学研究科
事務長

2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

2002年度 総務（経済） 会議 平成１４度教授会記録　３／４
経済学部・経済学研究科
事務長

2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

2002年度 総務（経済） 会議 平成１４度教授会記録　４／４
経済学部・経済学研究科
事務長

2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

2002年度 総務（経済） 会議 平成１４年度教授会議事録
経済学部・経済学研究科
事務長

2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

2003年度 総務（経済） 会議 平成１５年度教授会議事録
経済学部・経済学研究科
事務長

2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

2003年度 総務（経済） 会議 平成１５年度学部教授会　研究科教授会　２／２
経済学部・経済学研究科
事務長

2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

2003年度 総務（経済） 会議 平成１５年度学部教授会　研究科教授会　１／２
経済学部・経済学研究科
事務長

2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

2003年度 総務（経済） 協定 学部間交流協定　１／２
経済学部・経済学研究科
事務長

2004/4/1 永年 ‐ 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 ‐

2003年度 総務（経済） 協定 学部間交流協定　２／２
経済学部・経済学研究科
事務長

2004/4/1 永年 ‐ 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 ‐

2003年度 総務（経済） 会議 平成１５年度～１６年度人事教授会
経済学部・経済学研究科
事務長

2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

2004年度 総務（経済） 会議 平成１６年度教授会議事録
経済学部・経済学研究科
事務長

2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

2004年度 総務（経済） 会議 平成１６年度学部教授会　研究科教授会　１／２
経済学部・経済学研究科
事務長

2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

2004年度 総務（経済） 会議 平成１６年度学部教授会　研究科教授会　２／２
経済学部・経済学研究科
事務長

2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管
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2004年度 総務（経済） 協定 学部間交流協定
経済学部・経済学研究科
事務長

2005/4/1 永年 ‐ 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 ‐

2005年度 総務（経済） 会議 平成１７年度教授会議事録
経済学部・経済学研究科
事務長

2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

2005年度 総務（経済） 会議 平成１７年度学部教授会　研究科教授会　１／２
経済学部・経済学研究科
事務長

2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

2005年度 総務（経済） 会議 平成１７年度学部教授会　研究科教授会　２／２
経済学部・経済学研究科
事務長

2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

2005年度 総務（経済） 協定 学部間学術交流協定　１／２
経済学部・経済学研究科
事務長

2006/4/1 永年 ‐ 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 ‐

2005年度 総務（経済） 協定 学部間学術交流協定　２／２
経済学部・経済学研究科
事務長

2006/4/1 永年 ‐ 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 ‐

2005年度 総務（経済） 会議 平成１７年度～１９年度人事教授会
経済学部・経済学研究科
事務長

2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

2005年度 総務（経済） 栄典 平成１７年度～２７年度名誉教授 文系総務課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2006年度 総務（経済） 会議 平成１８年度教授会議事録
経済学部・経済学研究科
事務長

2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

2006年度 総務（経済） 会議 平成１８年度学部教授会　研究科教授会 ２／２
経済学部・経済学研究科
事務長

2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

2006年度 総務（経済） 会議 平成１８年度学部教授会　研究科教授会 １／２
経済学部・経済学研究科
事務長

2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

2007年度 総務（経済） 会議 平成１９年度教授会議事録 文系総務課長 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管
2007年度 総務（経済） 会議 平成１９年度学部教授会　研究科教授会 ２／２ 文系総務課長 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管
2007年度 総務（経済） 会議 平成１９年度学部教授会　研究科教授会 １／２ 文系総務課長 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管
2007年度 総務（経済） 協定 平成１９年度学部間学術交流協定 文系総務課長 2008/4/1 永年 ‐ 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 ‐
2007年度 総務（経済） 任免 平成１９年度～２４年度経済学特別研究員 文系総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
2008年度 総務（経済） 会議 平成２０年度教授会議事録 文系総務課長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管
2008年度 総務（経済） 会議 平成２０年度学部教授会　研究科教授会 １／２ 文系総務課長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管
2008年度 総務（経済） 会議 平成２０年度学部教授会　研究科教授会 ２／２ 文系総務課長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管
2008年度 総務（経済） 協定 平成２０年度学部間学術交流協定 文系総務課長 2009/4/1 永年 ‐ 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 ‐
2008年度 総務（経済） 会議 平成２０年度～２３年度総務委員会 文系総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管
2008年度 総務（経済） 会議 平成２０年度～２３年度人事教授会 文系総務課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管
2009年度 総務（経済） 会議 平成２１年度教授会議事録 文系総務課長 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管
2009年度 総務（経済） 会議 平成２1年度学部教授会　研究科教授会 ２／２ 文系総務課長 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管
2009年度 総務（経済） 会議 平成２1年度学部教授会　研究科教授会 １／２ 文系総務課長 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管
2009年度 総務（経済） 栄典 平成２１年度～２４年度叙勲関係 文系総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2010年度 総務（経済） 会議 平成２２年度教授会議事録 文系総務課長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管
2010年度 総務（経済） 会議 平成２２年度学部教授会　研究科教授会 １／２ 文系総務課長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管
2010年度 総務（経済） 会議 平成２２年度学部教授会　研究科教授会 ２／２ 文系総務課長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管
2010年度 総務（経済） 協定 平成２２年度学部間学術交流協定　１／２ 文系総務課長 2011/4/1 永年 ‐ 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 ‐
2010年度 総務（経済） 協定 平成２２年度学部間学術交流協定　２／２ 文系総務課長 2011/4/1 永年 ‐ 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 ‐
2010年度 総務（経済） 任免 平成２２年度～２３年度任免関係 文系総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄

2010年度 総務（経済） 任免
平成２２年度～２３年度文系事務部・非常勤職員
面接記録

文系総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2010年度 総務（経済） 任免 平成２２年度～２５年度ＲＡ 文系総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
2010年度 総務（経済） 服務 平成２６年度～　欠勤届 （名大）文系総務課長 未定 3年 未定 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2010年度 総務（経済） 服務 平成２６年度～　週休日の振替簿・代休指定簿 （名大）文系総務課長 未定 3年 未定 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2011年度 総務（経済） 会議 平成２３年度外部評価委員会 文系総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2011年度 総務（経済） 給与 平成２３年度ＲＡ勤務実績報告書及び出勤簿 文系総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2011年度 総務（経済） 給与 平成２３年度ＴＡ勤務実績報告書及び出勤簿 文系総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2011年度 総務（経済） 任免 平成２３年度ＴＡ（全学・共通・個別） 文系総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
2011年度 総務（経済） 任免 平成２３年度短期雇用 文系総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
2011年度 総務（経済） 任免 平成２３年度非常勤講師 文系総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
2011年度 総務（経済） 任免 平成２３年度非常勤職員 文系総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2011年度 総務（経済） 会議 平成２３年度学部教授会　研究科教授会 １／２ 文系総務課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管
2011年度 総務（経済） 会議 平成２３年度学部教授会　研究科教授会 ２／２ 文系総務課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管
2011年度 総務（経済） 協定 平成２３年度学部間学術交流協定　１／３ 文系総務課長 2012/4/1 永年 ‐ 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 ‐
2011年度 総務（経済） 協定 平成２３年度学部間学術交流協定　２／３ 文系総務課長 2012/4/1 永年 ‐ 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 ‐
2011年度 総務（経済） 協定 平成２３年度学部間学術交流協定　３／３ 文系総務課長 2012/4/1 永年 ‐ 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 ‐
2012年度 総務（経済） 会議 平成２４年度総務委員会 文系総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2012年度 総務（経済） 会議 平成２４年度外部評価委員会 文系総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2012年度 総務（経済） 給与 平成２４年度ＲＡ勤務実績報告書及び出勤簿 文系総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2012年度 総務（経済） 給与 平成２４年度ＴＡ勤務実績報告書及び出勤簿 文系総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
2012年度 総務（経済） 任免 平成２４年度ＴＡ（全学・共通・個別） 文系総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
2012年度 総務（経済） 任免 平成２４年度短期雇用 文系総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
2012年度 総務（経済） 任免 平成２４年度非常勤講師 文系総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
2012年度 総務（経済） 任免 平成２４年度非常勤職員 文系総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2012年度 総務（経済） 会議 平成２４年度学部教授会　研究科教授会 ２／２ 文系総務課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管
2012年度 総務（経済） 会議 平成２４年度学部教授会　研究科教授会 １／２ 文系総務課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管
2012年度 総務（経済） 会議 平成２４年度人事教授会 文系総務課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管
2013年度 総務（経済） 栄典 平成２５年度～２７年度叙勲関係 文系総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
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2013年度 総務（経済） 会議 平成２５年度総務委員会 文系総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2013年度 総務（経済） 会議 平成２５年度外部評価委員会 文系総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2013年度 総務（経済） 給与 平成２５年度ＴＡ・ＲＡ勤務時間報告書及び出勤簿 文系総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
2013年度 総務（経済） 任免 平成２５年度ＴＡ（全学・共通・個別） 文系総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2013年度 総務（経済） 任免 平成２５年度短期雇用 文系総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
2013年度 総務（経済） 任免 平成２５年度非常勤講師 文系総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
2013年度 総務（経済） 任免 平成２５年度非常勤職員 文系総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
2013年度 総務（経済） 任免 平成２５年度経済学特別研究員 文系総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
2013年度 総務（経済） 会議 平成２５年度学部教授会　研究科教授会 ２／２ 文系総務課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管
2013年度 総務（経済） 会議 平成２５年度学部教授会　研究科教授会 １／２ 文系総務課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管
2013年度 総務（経済） 会議 平成２５年度人事教授会 文系総務課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管
2014年度 総務（経済） 会議 平成２６年度外部評価委員会 文系総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2014年度 総務（経済） 任免 平成２６年度経済学特別研究員 文系総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
2014年度 総務（経済） 会議 平成２６年度人事教授会 文系総務課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管
2014年度 総務（経済） 会議 平成２６年度学部教授会　研究科教授会２／２ 文系総務課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管
2014年度 総務（経済） 会議 平成２６年度学部教授会　研究科教授会１／２ 文系総務課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管
2014年度 総務（経済） 任免 平成２６年度短期雇用 文系総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2014年度 総務（経済） 会議 平成２６年度総務委員会 文系総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管
2014年度 総務（経済） 栄典 平成２６年度特別教授 文系総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2014年度 総務（経済） 任免 平成２６年度TA(全学・共通・個別） 文系総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2014年度 総務（経済） 任免 平成２６年度RA 文系総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2014年度 総務（経済） 給与 平成２６年度ＴＡ・ＲＡ勤務時間報告書及び出勤簿 文系総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
2014年度 総務（経済） 任免 平成２６年度非常勤職員 文系総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
2014年度 総務（経済） 任免 平成２６年度非常勤講師 文系総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
2014年度 総務（経済） 服務 平成２６年度超過勤務命令簿 文系総務課長 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2014年度 総務（経済） 給与 平成２６年度勤務時間報告書 文系総務課長 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄

2014年度 総務（経済） 給与
平成２５年度～平成２９年度英語講義促進手当整
理簿

文系総務課長 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2014年度 総務（経済） 服務 平成２６年度出勤簿（経済・教員） 文系総務課長 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
2014年度 総務（経済） 服務 平成２６年度出勤簿（経済・非常勤） 文系総務課長 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
2015年度 総務（経済） 会議 平成２７年度外部評価委員会 文系総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管

2015年度 総務（経済） 任免
平成２７年度～令和２年度　経済学研究科特別研
究員

文系総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2015年度 総務（経済） 会議 平成２７年度人事教授会 文系総務課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2015年度 総務（経済） 会議 平成２７年度学部教授会　研究科教授会２／２ 文系総務課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2015年度 総務（経済） 会議 平成２７年度学部教授会　研究科教授会１／２ 文系総務課長 2016/4/1 30年 2046/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2015年度 総務（経済） 服務 平成２７年度超過勤務命令簿 文系総務課長 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2015年度 総務（経済） 任免 平成２７年度短期雇用 文系総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2015年度 総務（経済） 給与 平成２７年度勤務時間報告書 文系総務課長 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 経済学棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
2015年度 総務（経済） 給与 平成２７年度ＴＡ・ＲＡ勤務時間報告書及び出勤簿 文系総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2015年度 総務（経済） 服務 平成２７年度出勤簿（経済・教員） 文系総務課長 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
2015年度 総務（経済） 服務 平成２７年度出勤簿（経済・非常勤） 文系総務課長 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
2015年度 総務（経済） 給与 平成２７年度勤務状況報告書 文系総務課長 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2015年度 総務（経済） 給与 平成２６年度～　年俸制優秀者 （名大）文系総務課長 未定 5年 未定 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2015年度 総務（経済） 給与 平成２７年度～年俸制適用者給与改定 文系総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2015年度 総務（経済） 会議 平成２７年度総務委員会 文系総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2015年度 総務（経済） 任免 平成２７年度RA 文系総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2015年度 総務（経済） 任免 平成２７年度TA(全学・共通・個別） 文系総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2015年度 総務（経済） 任免 平成２７年度任免関係 文系総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2015年度 総務（経済） 任免 平成２７年度非常勤講師 文系総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2015年度 総務（経済） 任免 平成２７年度非常勤職員 文系総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2015年度 総務（経済） 国際交流 平成２７年度外国人研究員 文系総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2015年度 総務（経済） 福祉 平成２７年度～平成２８年度社会保険・雇用保険 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2015年度 総務（経済） 任免 平成２７年度～２９年度寄附講座関係 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（経済） 任免 平成２８年度非常勤講師 文系総務課長 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（経済） 任免 平成２８年度任免関係 文系総務課長 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（経済） 服務 平成２８年度兼業・兼職 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（経済） 国際交流 平成２８年度外国人研究員 文系総務課長 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（経済） 任免 平成２８年度TA(全学・共通・個別） 文系総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2016年度 総務（経済） 服務
平成２８年度旅行命令伺綴（国内出張）　教員
（あ・と）

文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2016年度 総務（経済） 服務
平成２８年度旅行命令伺綴（国内出張）　教員
（な・わ）・職員・その他

文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2016年度 総務（経済） 服務
平成２８年度旅行命令伺綴（外国出張）　海外研
修・国内研修

文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2016年度 総務（経済） 服務 平成２８年度派遣依頼（旅費のみ） 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（経済） 服務 平成２８年度派遣依頼（謝金・旅費を含む謝金） 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（経済） 任免 平成２８年度非常勤職員 文系総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（経済） 給与 平成２８年度勤務時間報告書 文系総務課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（経済） 服務 平成２８年度超過勤務命令簿 文系総務課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（経済） 給与 平成２８年度勤務状況報告書 文系総務課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
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2016年度 総務（経済） 給与 平成２８年度～　　年度期末・勤勉手当 （名大）文系総務課長 未定 10年 未定 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（経済） 任免 平成２８年度短期雇用 文系総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（経済） 調査 平成２８年度毎月勤労統計調査 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（経済） 庶務 平成２８年度証明書交付 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（経済） 庶務 平成２８年度総務一般　１／２ 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（経済） 庶務 平成２８年度総務一般　２／２ 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（経済） 庶務 地震防災訓練 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（経済） 会議 平成２８年度学部教授会　研究科教授会　１／２ 文系総務課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2016年度 総務（経済） 会議 平成２８年度学部教授会　研究科教授会　２／２ 文系総務課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2016年度 総務（経済） 会議 平成２８年度人事教授会 文系総務課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2016年度 総務（経済） 会議 平成２８年度総務委員会 文系総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2016年度 総務（経済） 会議 平成２８年度全学委員会委員関係 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（経済） 会議 寄附講座運営委員会 文系総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2016年度 総務（経済） 庶務 寄附講座学外業務報告書 文系総務課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（経済） 任免 平成２８年度RA 文系総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2016年度 総務（経済） 給与 平成２８年度ＴＡ・ＲＡ勤務時間報告書及び出勤簿 文系総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（経済） 服務 平成２８年度出勤簿（経済・教員） 文系総務課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（経済） 服務 平成２８年度休暇簿（経済・教員） 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（経済） 服務 平成２８年度出勤簿（経済・非常勤） 文系総務課長 2017/4/1 7年 2024/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（経済） 服務 平成２８年度休暇簿（経済・非常勤） 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（経済） 給与 平成２８年度入試手当等整理簿 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（経済） 給与 平成２８年度～　　年度大学院担当 （名大）文系総務課長 未定 3年 未定 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（経済） 文書 平成２８年度法人文書ファイル管理 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（経済） 公募 平成２８年度研究助成申請書類 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（経済） 福祉 平成２８年度検認関係 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（経済） 服務 平成２８年度出張依頼綴（先方負担） 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（経済） 研究協力 平成２８年度日本学術振興会　申請書類 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（経済） 任免 平成２８年度RA 文系総務課長 2017/4/1 10年 2027/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2016年度 総務（経済） 会議 平成２８年度～平成３０年度　外部評価委員会 文系総務課長 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2017年度 総務（経済） 会議 平成２９年度学部教授会　研究科教授会　１／２ 文系総務課長 2018/4/1 30年 2048/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2017年度 総務（経済） 会議 平成２９年度学部教授会　研究科教授会　２／２ 文系総務課長 2018/4/1 30年 2048/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2017年度 総務（経済） 会議 平成２９年度人事教授会 文系総務課長 2018/4/1 30年 2048/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2017年度 総務（経済） 会議 平成２９年度総務委員会 文系総務課長 2018/4/1 10年 2023/04/01 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2017年度 総務（経済） 任免 平成２９年度非常勤講師 文系総務課長 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（経済） 服務 平成２９年度兼業・兼職 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（経済） 任免 平成２９年度任免関係 文系総務課長 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（経済） 国際交流 平成２９年度外国人客員教員 文系総務課長 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（経済） 任免 平成２９年度非常勤職員 文系総務課長 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（経済） 調査 平成２９年度調査 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 文系総合館事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（経済） 給与 平成２９年度勤務時間報告書 文系総務課長 2018/4/1 7年 2025/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（経済） 服務 平成２９年度超過勤務命令簿 文系総務課長 2018/4/1 7年 2025/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（経済） 給与 平成２９年度勤務状況報告書 文系総務課長 2018/4/1 7年 2025/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（経済） 給与 平成２９年度入試手当等整理簿 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（経済） 庶務 平成２９年度総務一般 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（経済） 庶務 平成２９年度～経済学研究科学術研究員 文系総務課長 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2017年度 総務（経済） 任免 平成２９年度TA(全学・共通・個別） 文系総務課長 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2017年度 総務（経済） 服務
平成２９年度旅行命令伺綴（国内出張）　教員
（あ・と）

文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2017年度 総務（経済） 服務
平成２９年度旅行命令伺綴（国内出張）　教員
（な・わ）・職員・その他

文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2017年度 総務（経済） 服務
平成２９年度旅行命令伺綴（外国出張）　海外研
修・国内研修

文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2017年度 総務（経済） 服務 平成２９年度派遣依頼（旅費のみ） 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（経済） 服務 平成２９年度派遣依頼（謝金・旅費を含む謝金） 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（経済） 調査 平成２９年度毎月勤労統計調査 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（経済） 公募 平成２９年度研究助成申請書類 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（経済） 研究協力 平成２９年度日本学術振興会　申請書類 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（経済） 庶務 平成２９年度証明書交付 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（経済） 給与 平成２９年度ＴＡ・ＲＡ勤務時間報告書及び出勤簿 文系総務課長 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（経済） 服務 平成２９年度出勤簿（経済・教員） 文系総務課長 2018/4/1 7年 2025/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（経済） 服務 平成２９年度休暇簿（経済・教員） 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（経済） 服務 平成２９年度出勤簿（経済・非常勤） 文系総務課長 2018/4/1 7年 2025/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（経済） 服務 平成２９年度休暇簿（経済・非常勤） 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（経済） 任免 平成２９年度RA 文系総務課長 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2017年度 総務（経済） 選挙 平成１９年度～２９年度研究科長選挙 文系総務課長 2018/4/1 10年 2028/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2018年度 総務（経済） 会議 平成３０年度学部教授会　研究科教授会　１／２ 文系総務課長 2019/4/1 30年 2049/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2018年度 総務（経済） 会議 平成３０年度学部教授会　研究科教授会　２／２ 文系総務課長 2019/4/1 30年 2049/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2018年度 総務（経済） 会議 平成３０年度人事教授会 文系総務課長 2019/4/1 30年 2049/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2018年度 総務（経済） 会議 平成３０年度総務委員会 文系総務課長 2019/4/1 10年 2024/04/01 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2018年度 総務（経済） 服務 平成３０年度兼業・兼職 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（経済） 任免 平成３０年度任免関係 文系総務課長 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
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2018年度 総務（経済） 国際交流 平成３０年度外国人客員教員 文系総務課長 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（経済） 任免 平成３０年度非常勤職員 文系総務課長 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（経済） 調査 平成３０年度調査 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 文系総合館事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（経済） 給与 平成３０年度勤務時間報告書 文系総務課長 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（経済） 服務 平成３０年度超過勤務命令簿 文系総務課長 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（経済） 給与 平成３０年度勤務状況報告書 文系総務課長 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（経済） 給与 平成３０年度入試手当等整理簿 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（経済） 庶務 平成３０年度総務一般 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（経済） 任免 平成３０年度TA(全学・共通・個別） 文系総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2018年度 総務（経済） 服務
平成３０年度旅行命令伺綴（国内出張）　教員
（あ・と）

文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2018年度 総務（経済） 服務
平成３０年度旅行命令伺綴（国内出張）　教員
（な・わ）・職員・その他

文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2018年度 総務（経済） 服務
平成３０年度旅行命令伺綴（外国出張）　海外研
修・国内研修

文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2018年度 総務（経済） 服務 平成３０年度派遣依頼（旅費のみ） 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（経済） 服務 平成３０年度派遣依頼（謝金・旅費を含む謝金） 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（経済） 調査 平成３０年度毎月勤労統計調査 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（経済） 公募 平成３０年度研究助成申請書類 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（経済） 研究協力 平成３０年度日本学術振興会　申請書類 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（経済） 庶務 平成３０年度証明書交付 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（経済） 給与 平成３０年度ＴＡ・ＲＡ勤務時間報告書及び出勤簿 文系総務課長 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（経済） 服務 平成３０年度出勤簿（経済・教員） 文系総務課長 2019/4/1 7年 2026/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（経済） 服務 平成３０年度休暇簿（経済・教員） 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（経済） 服務 平成３０年度出勤簿（経済・非常勤） 文系総務課長 2019/4/1 7年 2026/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（経済） 服務 平成３０年度休暇簿（経済・非常勤） 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（経済） 任免 平成３０年度RA 文系総務課長 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管

2019年度 総務（経済） 会議
令和元年度（平成３１年度）学部教授会　研究科
教授会　１／２

文系総務課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管

2019年度 総務（経済） 会議
令和元年度（平成３１年度）学部教授会　研究科
教授会　２／２

文系総務課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管

2019年度 総務（経済） 会議 令和元年度（平成３１年度）人事教授会 文系総務課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2019年度 総務（経済） 会議 令和元年度（平成３１年度）総務委員会 文系総務課長 2020/4/1 10年 2025/04/01 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2019年度 総務（経済） 庶務 令和元年度（平成３１年度）総務一般 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 総務（経済） 会議 令和元年度　外部評価委員会 文系総務課長 2019/4/1 10年 2029/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管

2019年度 総務（経済） 庶務
令和元年度　中小企業基盤整備機構中部本部中
小企業大学校　連携講座

文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2019年度 総務（経済） 会議
第３期中期目標期間　国立大学法人評価（教育
研究評価）及び大学機関別認証評価関係

（名大）文系総務課長 未定 10年 未定 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2019年度 総務（経済） 会議
令和元年度～令和２年度　国立九大学法・経済
学部長会議　事務長会議

（名大）文系総務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2019年度 総務（経済） 庶務
令和元年度～令和　　年度　名古屋大学特定基
金　名高商・名大経済学部・経済学研究科100周
年記念支援事業

（名大）文系総務課長 未定 5年 未定 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2019年度 総務（経済） 研究協力
令和元年度～令和　　年度　日東学術振興財団・
永井科学技術財団・シキシマ学術文化振興財団
（研究助成）

（名大）文系総務課長 未定 5年 未定 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2019年度 総務（経済） 庶務 令和元年度～令和　　年度　研究科長選挙 （名大）文系総務課長 未定 5年 未定 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 総務（経済） 給与 平成31年度ＴＡ・ＲＡ勤務時間報告書及び出勤簿 文系総務課長 2020/4/1 10年 2030/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 総務（経済） 任免 平成31年度ＴＡ・ＲＡ 文系総務課長 2020/4/1 10年 2030/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 総務（経済） 服務 令和元年度（平成３１年度）出張（あ～さ） 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 総務（経済） 服務 令和元年度（平成３１年度）出張（た～わ） 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/03/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 総務（経済） 服務 令和元年度（平成３１年度）出張（他）・研修 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 総務（経済） 服務 令和元年度（平成３１年度）出張・派遣依頼 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 総務（経済） 服務 令和元年度（平成３１年度）出勤簿 文系総務課長 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 総務（経済） 服務 令和元年度（平成３１年度）休暇簿 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 総務（経済） 服務 令和元年度（平成３１年度）振替・代休指定簿 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 総務（経済） 服務 令和元年度（平成３１年度）欠勤届 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 総務（経済） 調査 令和元年度（平成３１年度）毎月勤労統計調査 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 総務（経済） 任免 令和元年度（平成３１年度）非常勤講師 文系総務課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 総務（経済） 任免 令和元年度（平成３１年度）任免関係 文系総務課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 総務（経済） 服務 令和元年度（平成３１年度）兼業・兼職 文系総務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 総務（経済） 国際交流 令和元年度（平成３１年度）外国人客員教員 文系総務課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 総務（経済） 任免 令和元年度（平成３１年度）非常勤職員 文系総務課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 総務（経済） 給与 令和元年度（平成３１年度）勤務時間報告書 文系総務課長 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 総務（経済） 服務 令和元年度（平成３１年度）超過勤務命令簿 文系総務課長 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 総務（経済） 給与 令和元年度（平成３１年度）勤務状況報告書 文系総務課長 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 総務（経済） 任免 令和元年度（平成３１年度）短期雇用 文系総務課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 総務（経済） 給与 令和元年度（平成３１年度）入試手当等整理簿 文系総務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 総務（経済） 福祉 令和元年度（平成３１年度）検認関係 文系総務課長 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 総務（経済） 会議 令和２年度学部教授会　研究科教授会　１／２ （名大）文系総務課長 2021/4/1 30 2051/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
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2020年度 総務（経済） 会議 令和２年度学部教授会　研究科教授会　２／２ （名大）文系総務課長 2021/4/1 30 2051/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2020年度 総務（経済） 会議 令和２年度　人事教授会 （名大）文系総務課長 2021/4/1 30 2051/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2020年度 総務（経済） 会議 令和２年度　総務委員会 （名大）文系総務課長 2021/4/1 10 2031/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2020年度 総務（経済） 庶務 令和２年度　総務一般 （名大）文系総務課長 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 総務（経済） 会議 令和２年度　外部評価委員会 （名大）文系総務課長 2021/4/1 10 2031/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管

2020年度 総務（経済） 会議
令和３年度～令和　　年度　国立九大学法・経済
学部長会議　事務長会議

（名大）文系総務課長 未定 10 未定 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2020年度 総務（経済） 任免
令和３年度～令和　　年度　経済学研究科特別研
究員

（名大）文系総務課長 未定 10 未定 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2020年度 総務（経済） 給与 令和２年度ＴＡ・ＲＡ勤務時間報告書及び出勤簿 （名大）文系総務課長 2021/4/1 10 2031/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 総務（経済） 任免 令和２年度ＴＡ・ＲＡ （名大）文系総務課長 2021/4/1 10 2031/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 総務（経済） 服務 令和２年度　出張・研修・派遣出張依頼 （名大）文系総務課長 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 総務（経済） 服務 令和２年度　出勤簿 （名大）文系総務課長 2021/4/1 7年 2028/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 総務（経済） 服務 令和２年度　休暇簿 （名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 総務（経済） 服務 令和２年度　振替・代休指定簿 （名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 総務（経済） 服務 令和２年度　欠勤届 （名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 総務（経済） 調査 令和２年度　毎月勤労統計調査 （名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 総務（経済） 任免 令和２年度非常勤講師 （名大）文系総務課長 2021/4/1 10 2031/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 総務（経済） 任免 令和２年度任免関係 （名大）文系総務課長 2021/4/1 10 2031/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 総務（経済） 服務 令和２年度兼業・兼職 （名大）文系総務課長 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 総務（経済） 国際交流 令和２年度外国人客員教員 （名大）文系総務課長 2021/4/1 10 2031/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 総務（経済） 任免 令和２年度非常勤職員 （名大）文系総務課長 2021/4/1 10 2031/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 総務（経済） 給与 令和２年度勤務時間報告書 （名大）文系総務課長 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 総務（経済） 服務 令和２年度超過勤務命令簿 （名大）文系総務課長 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 総務（経済） 給与 令和２年度勤務状況報告書 （名大）文系総務課長 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 総務（経済） 任免 令和２年度短期雇用 （名大）文系総務課長 2021/4/1 10 2031/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 総務（経済） 給与 令和２年度入試手当等整理簿 （名大）文系総務課長 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 総務（経済） 福祉 令和２年度検認関係 （名大）文系総務課長 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

1991年度 総務（国開） 設置
平成3年度国際開発研究科修士課程設置計画書
（国際協力専攻）

大学院国際開発研究科事
務室長

1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1991年度 総務（国開） 設置
平成3年度国際開発研究科修士課程設置計画書
予備審査用（国際協力専攻）

大学院国際開発研究科事
務室長

1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1991年度 総務（国開） 設置
平成3年度国際開発研究科設置計画書修士課程
（国際協力専攻）予備審査用10月・本審査用1月

大学院国際開発研究科事
務室長

1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1991年度 総務（国開） 会議
平成3年度国際開発研究科研究科委員会記録・
資料

大学院国際開発研究科事
務室長

1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1992年度 総務（国開） 設置 平成4年度国際開発研究科博士課程設置計画書
大学院国際開発研究科事
務室長

1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1992年度 総務（国開） 設置 平成4年度国際開発研究科博士課程設置計画書
大学院国際開発研究科事
務室長

1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1992年度 総務（国開） 設置 平成4年度国際開発研究科博士課程設置計画書
大学院国際開発研究科事
務室長

1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1992年度 総務（国開） 設置
平成4年度国際開発研究科博士課程設置計画書
<保存用>

大学院国際開発研究科事
務室長

1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1992年度 総務（国開） 設置
平成4年度国際開発専攻博士課程設置計画書等
諸綴

大学院国際開発研究科事
務室長

1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1992年度 総務（国開） 設置 平成4年度第3専攻設置関係（保存用）
大学院国際開発研究科事
務室長

1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1992年度 総務（国開） 設置 平成4年度ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ専攻修士課程設置計画書
大学院国際開発研究科事
務室長

1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1992年度 総務（国開） 会議
平成4年度国際開発研究科研究科委員会記録・
資料 №1/2

大学院国際開発研究科事
務室長

1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1992年度 総務（国開） 会議
平成4年度国際開発研究科研究科委員会記録・
資料 №2/2

大学院国際開発研究科事
務室長

1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1993年度 総務（国開） 設置
平成5年度国際協力専攻博士課程（後期課程）設
置計画書等諸綴

大学院国際開発研究科事
務室長

1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1993年度 総務（国開） 設置
平成5年度名古屋大学大学院国際開発研究科国
際協力専攻博士課程設置計画書（学長および教
員の氏名）

大学院国際開発研究科事
務室長

1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1993年度 総務（国開） 設置
平成5年度名古屋大学大学院国際開発研究科国
際協力専攻博士課程設置計画書（学長および教
員の氏名）

大学院国際開発研究科事
務室長

1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1993年度 総務（国開） 設置
平成5年度名古屋大学大学院国際開発研究科国
際協力専攻博士課程設置計画書（学長および教
員の氏名）

大学院国際開発研究科事
務室長

1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1993年度 総務（国開） 設置
平成5年度名古屋大学大学院国際開発研究科国
際協力専攻博士課程設置計画書

大学院国際開発研究科事
務室長

1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1993年度 総務（国開） 設置
平成5年度名古屋大学大学院国際開発研究科国
際協力専攻博士課程設置計画書

大学院国際開発研究科事
務室長

1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1993年度 総務（国開） 設置
平成5年度名古屋大学大学院国際開発研究科国
際協力専攻博士課程設置計画書

大学院国際開発研究科事
務室長

1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管
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1993年度 総務（国開） 設置
平成5年度名古屋大学大学院国際開発研究科国
際協力専攻博士課程設置計画書（大学等の概

大学院国際開発研究科事
務室長

1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1993年度 総務（国開） 設置
平成5年度名古屋大学大学院国際開発研究科国
際協力専攻博士課程設置計画書（大学等の概

大学院国際開発研究科事
務室長

1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1993年度 総務（国開） 設置
平成5年度名古屋大学大学院国際開発研究科国
際協力専攻博士課程設置計画書（大学等の概

大学院国際開発研究科事
務室長

1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1993年度 総務（国開） 設置
平成5年度名古屋大学大学院国際開発研究科国
際協力専攻博士課程設置計画書（抜刷）

大学院国際開発研究科事
務室長

1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1993年度 総務（国開） 会議 平成5年度国際開発研究科研究科委員会 №1/2
大学院国際開発研究科事
務室長

1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1993年度 総務（国開） 会議 平成5年度国際開発研究科研究科委員会 №2/2
大学院国際開発研究科事
務室長

1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1993年度 総務（国開） 任用 平成5年度～平成21年度教員公募
大学院国際開発研究科事
務室長

2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄

1994年度 総務（国開） 栄典 平成6年度～平成21年度　名誉教授関係綴
大学院国際開発研究科事
務室長

2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
文系総合館2階文系総務
課事務室

（名大）文系総務課長 移管
当初の保存期間満了日：2020年3月31日
（10年保存）　延長期間：5年

1994年度 総務（国開） 設置 平成6年度ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ専攻博士課程設置申請
大学院国際開発研究科事
務室長

1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1994年度 総務（国開） 設置
平成6年8月名古屋大学大学院国際開発研究科
国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ専攻博士課程設置計画書

大学院国際開発研究科事
務室長

1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1994年度 総務（国開） 設置
平成6年8月名古屋大学大学院国際開発研究科
国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ専攻博士課程設置計画書

大学院国際開発研究科事
務室長

1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1994年度 総務（国開） 設置
平成6年8月名古屋大学大学院国際開発研究科
国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ専攻博士課程設置計画書

大学院国際開発研究科事
務室長

1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1994年度 総務（国開） 設置
平成6年8月名古屋大学大学院国際開発研究科
国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ専攻博士課程設置計画書

大学院国際開発研究科事
務室長

1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1994年度 総務（国開） 設置
平成6年度名古屋大学大学院国際開発研究科国
際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ専攻博士課程設置計画書（抜刷）

大学院国際開発研究科事
務室長

1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1994年度 総務（国開） 設置
平成6年度名古屋大学大学院国際開発研究科国
際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ専攻博士課程設置計画書（抜刷）

大学院国際開発研究科事
務室長

1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1994年度 総務（国開） 設置
平成6年度名古屋大学大学院国際開発研究科国
際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ専攻博士課程設置計画書（抜刷）

大学院国際開発研究科事
務室長

1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1994年度 総務（国開） 設置
平成6年度名古屋大学大学院国際開発研究科国
際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ専攻博士課程設置計画書（抜刷）

大学院国際開発研究科事
務室長

1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1994年度 総務（国開） 設置
平成7年1月名古屋大学大学院国際開発研究科
国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ専攻博士課程設置計画書

大学院国際開発研究科事
務室長

1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1994年度 総務（国開） 設置
平成7年1月名古屋大学大学院国際開発研究科
国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ専攻博士課程設置計画書

大学院国際開発研究科事
務室長

1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1994年度 総務（国開） 設置
平成7年1月名古屋大学大学院国際開発研究科
国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ専攻博士課程設置計画書

大学院国際開発研究科事
務室長

1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1994年度 総務（国開） 設置
平成7年1月名古屋大学大学院国際開発研究科
国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ専攻博士課程設置計画書

大学院国際開発研究科事
務室長

1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1994年度 総務（国開） 設置
平成7年1月名古屋大学大学院国際開発研究科
国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ専攻博士課程設置計画書（抜刷)

大学院国際開発研究科事
務室長

1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1994年度 総務（国開） 設置
平成7年1月名古屋大学大学院国際開発研究科
国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ専攻博士課程設置計画書（抜刷)

大学院国際開発研究科事
務室長

1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1994年度 総務（国開） 設置
平成7年1月名古屋大学大学院国際開発研究科
国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ専攻博士課程設置計画書（抜刷)

大学院国際開発研究科事
務室長

1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1994年度 総務（国開） 設置
平成7年1月名古屋大学大学院国際開発研究科
国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ専攻博士課程設置計画書（抜刷)

大学院国際開発研究科事
務室長

1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1994年度 総務（国開） 設置
平成7年1月名古屋大学大学院国際開発研究科
国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ専攻博士課程設置計画書（抜刷)

大学院国際開発研究科事
務室長

1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1994年度 総務（国開） 設置
平成7年1月名古屋大学大学院国際開発研究科
国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ専攻博士課程設置計画書（抜刷)

大学院国際開発研究科事
務室長

1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1994年度 総務（国開） 設置
平成7年1月名古屋大学大学院国際開発研究科
国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ専攻博士課程設置計画書（抜刷)

大学院国際開発研究科事
務室長

1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1994年度 総務（国開） 設置
平成6年度名古屋大学大学院国際開発研究科国
際開発専攻博士課程教員採用等計画変更書

大学院国際開発研究科事
務室長

1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1994年度 総務（国開） 設置
平成6年度名古屋大学大学院国際開発研究科国
際開発専攻博士課程教員採用等計画変更書

大学院国際開発研究科事
務室長

1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1994年度 総務（国開） 設置
平成6年度名古屋大学大学院国際開発研究科国
際開発専攻博士課程教員採用等計画変更書

大学院国際開発研究科事
務室長

1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1994年度 総務（国開） 会議 平成6年度国際開発研究科研究科委員会
大学院国際開発研究科事
務室長

1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1995年度 総務（国開） 設置
平成7年度名古屋大学大学院国際開発研究科国
際協力専攻博士課程教員採用等計画変更書

大学院国際開発研究科事
務室長

1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1995年度 総務（国開） 設置
平成7年度名古屋大学大学院国際開発研究科国
際協力専攻博士課程教員採用等計画変更書

大学院国際開発研究科事
務室長

1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1995年度 総務（国開） 設置
平成7年度名古屋大学大学院国際開発研究科国
際協力専攻博士課程教員採用等計画変更書

大学院国際開発研究科事
務室長

1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管
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1995年度 総務（国開） 会議 平成7年度研究科委員会議事録
大学院国際開発研究科事
務室長

1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1996年度 総務（国開） 設置
平成8年度名古屋大学大学院国際開発研究科国
際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ専攻博士課程教員採用等計画変

大学院国際開発研究科事
務室長

1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1996年度 総務（国開） 会議 平成8年度研究科委員会議事録
大学院国際開発研究科事
務室長

1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1997年度 総務（国開） 会議 平成9年度研究科委員会議事録
大学院国際開発研究科事
務室長

1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1998年度 総務（国開） 会議 平成10年度研究科委員会議事録
大学院国際開発研究科事
務室長

1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

1999年度 総務（国開） 会議
平成11年度専攻会議・専攻主任会議・総務委員
会・将来計画検討委員会

大学院国際開発研究科事
務室長

2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管
当初の保存期間満了日：2010年3月31日
延長期間：10年

1999年度 総務（国開） 会議 平成11年度研究科委員会議事録
大学院国際開発研究科事
務室長

2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

2000年度 総務（国開） 会議
平成12年度専攻会議・専攻主任会議・総務委員
会・将来計画検討委員会

大学院国際開発研究科事
務室長

2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管
当初の保存期間満了日：2011年3月31日
延長期間：10年

2000年度 総務（国開） 会議 平成12年度研究科委員会議事録
大学院国際開発研究科事
務室長

2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

2001年度 総務（国開） 会議 平成13年度研究科委員会議事録
大学院国際開発研究科事
務室長

2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

2002年度 総務（国開） 会議 平成13年度総務委員会
大学院国際開発研究科事
務室長

2002/4/1 20年 2022/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管
当初の保存期間満了日：2012年3月31日
延長期間：10年

2002年度 総務（国開） 会議 平成14年度総務委員会
大学院国際開発研究科事
務室長

2003/4/1 20年 2023/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管
当初の保存期間満了日：2013年3月31日
延長期間：10年

2002年度 総務（国開） 任免 平成14年度～平成15年度TA
大学院国際開発研究科事
務室長

2004/4/1 20年 2024/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2014年3月31日
延長期間：10年

2002年度 総務（国開） 会議
平成13年度専攻会議、専攻主任会議、総務委員
会、その他

大学院国際開発研究科事
務室長

2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管
当初の保存期間満了日：2012年3月31日
延長期間：10年

2002年度 総務（国開） 会議
平成14年度専攻会議、専攻主任会議、総務委員
会、その他

大学院国際開発研究科事
務室長

2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管
当初の保存期間満了日：2013年3月31日
延長期間：10年

2002年度 総務（国開） 会議 平成14年度研究科委員会
大学院国際開発研究科事
務室長

2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

2003年度 総務（国開） 会議 平成15年度研究科委員会 №1/2
大学院国際開発研究科事
務室長

2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

2003年度 総務（国開） 会議 平成15年度研究科委員会 №2/2
大学院国際開発研究科事
務室長

2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

2004年度 総務（国開） 任免 平成16年度TA
大学院国際開発研究科事
務室長

2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管
当初の保存期間満了日：2020年3月31日
（15年保存）　延長期間：5年

2004年度 総務（国開） 会議 平成16年度研究科教授会
大学院国際開発研究科事
務室長

2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

2004年度 総務（国開） 会議 平成16年度研究科長補佐会議
大学院国際開発研究科事
務室長

2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管
当初の保存期間満了日：2015年3月31日
延長期間：20年

2004年度 総務（国開） 会議 平成16年度専攻会議・補佐会議
大学院国際開発研究科事
務室長

2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管
当初の保存期間満了日：2015年3月31日
延長期間：20年

2005年度 総務（国開） 任免 平成17年度TA
大学院国際開発研究科事
務室長

2006/4/1 20年 2026/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管
当初の保存期間満了日：2016年3月31日
延長期間：10年

2005年度 総務（国開） 会議 平成17年度研究科教授会
大学院国際開発研究科事
務室長

2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

2005年度 総務（国開） 会議 平成17年度研究科教授会
大学院国際開発研究科事
務室長

2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

2005年度 総務（国開） 会議 平成17年度研究科長補佐会議
大学院国際開発研究科事
務室長

2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管
当初の保存期間満了日：2016年3月31日
延長期間：20年

2005年度 総務（国開） 会議 平成17年度専攻会議・補佐会議
大学院国際開発研究科事
務室長

2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管
当初の保存期間満了日：2016年3月31日
延長期間：20年

2006年度 総務（国開） 会議 平成18年度研究科教授会
大学院国際開発研究科事
務室長

2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

2006年度 総務（国開） 会議 平成18年度研究科教授会
大学院国際開発研究科事
務室長

2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

2006年度 総務（国開） 栄典 平成18年度～平成22年度 叙勲関係綴 文系総務課長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙
文系総合館2階文系総務
課事務室

（名大）文系総務課長 移管

2007年度 総務（国開） 会議 平成19年度研究科教授会 文系総務課長 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

2008年度 総務（国開） 任免 平成20年度任免 文系総務課長 2009/4/1 15年 2024/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
前回の保存期間満了日：2019年3月31日
延長期間：5年

2008年度 総務（国開） 任免 平成20年度外国人研究員 文系総務課長 2009/4/1 15年 2024/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
前回の保存期間満了日：2019年3月31日
延長期間：5年

2008年度 総務（国開） 任免 平成20年度非常勤講師・国内研究員 文系総務課長 2009/4/1 15年 2024/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
前回の保存期間満了日：2019年3月31日
延長期間：5年

2008年度 総務（国開） 任免 平成20年度TA 文系総務課長 2009/4/1 15年 2024/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
前回の保存期間満了日：2019年3月31日
延長期間：5年

2008年度 総務（国開） 会議 平成20年度研究科教授会 文系総務課長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管



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

2009年度 総務（国開） 任免 平成21年度 任免関係綴 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管
当初の保存期間満了日：2020年3月31日
（10年保存）　延長期間：5年

2009年度 総務（国開） 任免 平成21年度 外国人研究員関係綴 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2020年3月31日
（10年保存）　延長期間：5年

2009年度 総務（国開） 任免 平成21年度 非常勤講師・国内研究員 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管
当初の保存期間満了日：2020年3月31日
（10年保存）　延長期間：5年

2009年度 総務（国開） 任免 平成21年度 ＴＡ関係綴 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2020年3月31日
（10年保存）　延長期間：5年

2009年度 総務（国開） 服務 平成21年度短期雇用 №1/2 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2020年3月31日
（10年保存）　延長期間：5年

2009年度 総務（国開） 服務 平成21年度短期雇用 №2/2 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2020年3月31日
（10年保存）　延長期間：5年

2009年度 総務（国開） 会議 平成21年度専攻会議、補佐会議 文系総務課長 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管
2009年度 総務（国開） 会議 平成21年度研究科教授会 文系総務課長 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管
2010年度 総務（国開） 会議 平成22年度専攻会議 文系総務課長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管
2010年度 総務（国開） 会議 平成22年度研究科教授会 文系総務課長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管
2010年度 総務（国開） 任用 平成22年度教員公募 文系総務課長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄

2011年度 総務（国開） 会議
平成23年度第24回国際開発関係大学院研究科
長会議

文系総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

2011年度 総務（国開） 任免 平成23年度非常勤講師・国内研究員 文系総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
2011年度 総務（国開） 任免 平成23年度 ＴＡ関係 文系総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
2011年度 総務（国開） 任免 平成20～23年度 ＲＡ関係 文系総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄

2011年度 総務（国開） 服務
平成23年度短期雇用パートタイム勤務職員　あ～
さ行　№1/2

文系総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄

2011年度 総務（国開） 服務
平成23年度短期雇用パートタイム勤務職員　た～
わ行　№2/2

文系総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄

2011年度 総務（国開） 栄典 平成23年度名誉教授 文系総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙
文系総合館2階文系総務
課事務室

（名大）文系総務課長 移管

2011年度 総務（国開） 会議 平成23年度専攻会議、補佐会議 文系総務課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管
2011年度 総務（国開） 会議 平成23年度研究科教授会 文系総務課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

2011年度 総務（国開） 任用 平成23年度教員公募 文系総務課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙
文系総合館2階文系総務
課事務室

（名大）文系総務課長 廃棄

2012年度 総務（国開） 会議 平成24年度補佐会議 文系総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

2012年度 総務（国開） 会議
平成24年度第25回国際開発関係大学院研究科
長会議

文系総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

2012年度 総務（国開） 任免 平成24年度任免関係（非常勤） 文系総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
2012年度 総務（国開） 任免 平成24年度非常勤講師・国内研究員 文系総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
2012年度 総務（国開） 任免 平成24年度 ＴＡ関係 文系総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
2012年度 総務（国開） 任免 平成24年度 ＲＡ関係 文系総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄

2012年度 総務（国開） 服務
平成24年度短期雇用パートタイム勤務職員　あ～
さ行　№1/2

文系総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄

2012年度 総務（国開） 服務
平成24年度短期雇用パートタイム勤務職員　た～
わ行　№2/2

文系総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄

2012年度 総務（国開） 服務 平成24年度 ＴＡ・ＲＡ出勤簿 文系総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
2012年度 総務（国開） 申請・照会 平成24年度世界展開力強化事業 文系総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄

2012年度 総務（国開） 栄典 平成24年度 叙勲関係綴 文系総務課長 2013/4/2 10年 2023/3/31 紙
文系総合館2階文系総務
課事務室

（名大）文系総務課長 移管

2012年度 総務（国開） 栄典 平成24年度名誉教授 文系総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
文系総合館2階文系総務
課事務室

（名大）文系総務課長 移管

2012年度 総務（国開） 会議 平成24年度専攻会議 文系総務課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管
2012年度 総務（国開） 会議 平成24年度研究科教授会 文系総務課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

2012年度 総務（国開） 任用 平成24年度教員公募 文系総務課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙
文系総合館2階文系総務
課事務室

（名大）文系総務課長 廃棄

2013年度 総務（国開） 任免 平成25年度任免関係（定員） 文系総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
前回の保存期間満了日：2019年3月31日
延長期間：5年

2013年度 総務（国開） 任免 平成25年度外国人研究員 文系総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
前回の保存期間満了日：2019年3月31日
延長期間：5年

2013年度 総務（国開） 服務 平成25年度兼業関係 文系総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
前回の保存期間満了日：2019年3月31日
延長期間：5年

2013年度 総務（国開） 広報 平成25年度公開講座 文系総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
2013年度 総務（国開） 会議 平成25年度補佐会議１ 文系総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管
2013年度 総務（国開） 会議 平成25年度補佐会議２ 文系総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

2013年度 総務（国開） 会議
平成25年度第26回国際開発関係大学院研究科
長会議

文系総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

2013年度 総務（国開） 任免 平成25年度任免関係（非常勤） 文系総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
2013年度 総務（国開） 任免 平成25年度非常勤講師・国内研究員 文系総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
2013年度 総務（国開） 任免 平成25年度任免関係（Phd・卓越・WB） 文系総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
2013年度 総務（国開） 任免 平成25年度 ＴＡ関係 文系総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
2013年度 総務（国開） 任免 平成25年度 ＲＡ関係 文系総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄

2013年度 総務（国開） 服務
平成25年度短期雇用パートタイム勤務職員　あ～
さ行　№1/2

文系総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
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2013年度 総務（国開） 服務
平成25年度短期雇用パートタイム勤務職員　た～
わ行　№2/2

文系総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄

2013年度 総務（国開） 服務 平成25年度 ＴＡ・ＲＡ出勤簿 文系総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
2013年度 総務（国開） 申請 平成２５年度（多文化共生）リーディングプログラ 文系総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
2013年度 総務（国開） 申請・照会 平成25年度世界展開力強化事業 文系総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
2013年度 総務（国開） 会議 平成25年度専攻会議 文系総務課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管
2013年度 総務（国開） 会議 平成25年度研究科教授会１ 文系総務課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管
2013年度 総務（国開） 会議 平成25年度研究科教授会２ 文系総務課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

2013年度 総務（国開） 任用 平成25年度教員公募 文系総務課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙
文系総合館2階文系総務
課事務室

（名大）文系総務課長 廃棄

2014年度 総務（国開） 服務 平成26年度 休暇簿 文系総務課長 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
2014年度 総務（国開） 服務 平成26年度 振替・代休指定簿 文系総務課長 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
2014年度 総務（国開） 服務 平成26年度超過勤務命令簿 文系総務課長 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
2014年度 総務（国開） 服務 平成26年度 非常勤講師・非常勤講師（客員）出 文系総務課長 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
2014年度 総務（国開） 服務 平成26年度 出勤簿 文系総務課長 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
2014年度 総務（国開） 広報 平成26年度公開講座 文系総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄

2014年度 総務（国開） 服務 平成26年度兼業関係 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2020年3月31日　　　　　（5
年保存）　延長期間：5年

2014年度 総務（国開） 会議
平成26年度第27回国際開発関係大学院研究科
長会議

文系総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

2014年度 総務（国開） 照会 平成26年度各種依頼 文系総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
2014年度 総務（国開） 照会 平成26年度各種依頼 2 文系総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
2014年度 総務（国開） 申請・照会 平成26年度世界展開力強化事業 文系総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
2014年度 総務（国開） 申請・照会 平成26年度ウェルビーイング 文系総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
2014年度 総務（国開） 申請・照会 平成26度アジアサテライトキャンパス 文系総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
2014年度 総務（国開） 調査 平成26年度各種調査・評価 文系総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
2014年度 総務（国開） 任免 平成26年度任免関係（定員） 文系総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管
2014年度 総務（国開） 任免 平成26年度外国人研究員 文系総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
2014年度 総務（国開） 任免 平成26年度任免関係（非常勤） 文系総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管
2014年度 総務（国開） 任免 平成26年度非常勤講師・国内研究員 文系総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

2014年度 総務（国開） 服務
平成26年度短期雇用パートタイム勤務職員　あ～
さ行　№1/2

文系総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄

2014年度 総務（国開） 服務
平成26年度短期雇用パートタイム勤務職員　た～
わ行　№2/2

文系総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄

2014年度 総務（国開） 任免 平成26年度 ＴＡ関係 文系総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管
2014年度 総務（国開） 任免 平成26年度 ＲＡ関係 文系総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管
2014年度 総務（国開） 服務 平成26年度 ＴＡ・ＲＡ出勤簿 文系総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
2014年度 総務（国開） 会議 平成26年度専攻会議 文系総務課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管
2014年度 総務（国開） 会議 平成26年度研究科教授会 文系総務課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管
2014年度 総務（国開） 会議 平成26年度研究科教授会２ 文系総務課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管
2014年度 総務（国開） 会議 平成26年度補佐会議 文系総務課長 2015/4/1 5年 2045/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管
2014年度 総務（国開） 会議 平成26年度補佐会議２ 文系総務課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管
2015年度 総務（国開） 服務 平成27年度超過勤務命令簿 文系総務課長 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
2015年度 総務（国開） 服務 平成27年度 非常勤講師・非常勤講師（客員）出 文系総務課長 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
2015年度 総務（国開） 服務 平成27年度 出勤簿 文系総務課長 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
2015年度 総務（国開） 広報 平成27年度公開講座 文系総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄

2015年度 総務（国開） 会議
平成27年度第28回国際開発関係大学院研究科
長会議

文系総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

2015年度 総務（国開） 照会 平成27年度各種依頼 文系総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
2015年度 総務（国開） 照会 平成27年度各種依頼２ 文系総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
2015年度 総務（国開） 調査 平成27年度各種調査・評価 文系総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
2015年度 総務（国開） 任免 平成27年度外国人研究員 文系総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
2015年度 総務（国開） 申請・照会 平成27年度世界展開力強化事業　SATREPS 文系総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
2015年度 総務（国開） 申請・照会 平成27年度ウェルビーイング 文系総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
2015年度 総務（国開） 申請・照会 平成27度アジアサテライトキャンパス 文系総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
2015年度 総務（国開） 任免 平成27年度任免関係（定員） 文系総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管
2015年度 総務（国開） 任免 平成27年度任免関係（非常勤） 文系総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管
2015年度 総務（国開） 任免 平成27年度非常勤講師・国内研究員 文系総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

2015年度 総務（国開） 服務
平成27年度短期雇用パートタイム勤務職員　あ～
さ行　№1/2

文系総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄

2015年度 総務（国開） 服務
平成27年度短期雇用パートタイム勤務職員　た～
わ行　№2/2

文系総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄

2015年度 総務（国開） 任免 平成27年度 ＴＡ関係 文系総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管
2015年度 総務（国開） 任免 平成27年度 ＲＡ関係 文系総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管
2015年度 総務（国開） 服務 平成27年度 ＴＡ・ＲＡ出勤簿 文系総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
2015年度 総務（国開） 会議 平成27年度専攻会議 文系総務課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管
2015年度 総務（国開） 会議 平成27年度研究科教授会 文系総務課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管
2015年度 総務（国開） 会議 平成27年度研究科教授会２ 文系総務課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管
2015年度 総務（国開） 会議 平成27年度補佐会議 文系総務課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管
2015年度 総務（国開） 会議 平成27年度補佐会議２ 文系総務課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管
2015年度 総務（国開） 会議 平成27度外部評価委員会 文系総務課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管
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2016年度 総務（国開） 通知・規則 平成28年度各種通知関係 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
文系総合館2階文系総務
課事務室

（名大）文系総務課長 廃棄

2016年度 総務（国開） 通知・規則 平成28年度庶務関係 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（国開） 通知・規則 平成28年度人事関係 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄

2016年度 総務（国開） 給与
平成28年度大学院担当手当・昇給・期末勤勉手
当

文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
文系総合館2階文系総務
課事務室

（名大）文系総務課長 廃棄

2016年度 総務（国開） 給与
平成28年度勤務時間報告・勤務状況報告書・毎
月勤労統計調査・各種手当整理簿

文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄

2016年度 総務（国開） 服務 平成28年度兼業関係 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（国開） 服務 平成28年度 休暇簿 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（国開） 服務 平成28年度 振替・代休指定簿 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（国開） 出張 平成28年度 国内出張（あ～は） 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄

2016年度 総務（国開） 出張、服務
平成28年度 国内出張（ま～わ・特任・他）　・国内
研修

文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄

2016年度 総務（国開） 出張 平成28年度 派遣・出張依頼 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（国開） 出張、服務 平成28年度 海外渡航関係 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄

2016年度 総務（国開） 研究協力 平成28年度 研究助成　申請（開） 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
文系総合館2階文系総務
課事務室

（名大）文系総務課長 廃棄

2016年度 総務（国開） 研究協力 平成28年度 日本学術振興会　申請（開） 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
文系総合館2階文系総務
課事務室

（名大）文系総務課長 廃棄

2016年度 総務（国開） 庶務 平成28年度 証明書関係 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（国開） 国際交流 平成28年度 国際交流会館　入居申請 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄

2016年度 総務（国開） 広報 平成28年度研究科25周年記念イベント 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
文系総合館2階文系総務
課事務室

（名大）文系総務課長 廃棄

2016年度 総務（国開） 服務 平成28年度超過勤務命令簿 文系総務課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄

2016年度 総務（国開） 服務
平成28年度 非常勤講師・非常勤講師（客員）出
勤簿（2冊）

文系総務課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄

2016年度 総務（国開） 服務 平成28年度 出勤簿 文系総務課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄

2016年度 総務（国開） 広報 平成28年度公開講座 文系総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
文系総合館2階文系総務
課事務室

（名大）文系総務課長 廃棄

2016年度 総務（国開） 会議
平成28年度第29回国際開発関係大学院研究科
長会議

文系総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

2016年度 総務（国開） 照会 平成28年度各種依頼 文系総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
文系総合館2階文系総務
課事務室

（名大）文系総務課長 廃棄

2016年度 総務（国開） 調査 平成28年度各種調査・評価 文系総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
文系総合館2階文系総務
課事務室

（名大）文系総務課長 廃棄

2016年度 総務（国開） 任免 平成28年度外国人研究員 文系総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄

2016年度 総務（国開） 申請・照会 平成28年度ウェルビーイング 文系総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
文系総合館2階文系総務
課事務室

（名大）文系総務課長 廃棄

2016年度 総務（国開） 任免 平成28年度任免関係（定員） 文系総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管
2016年度 総務（国開） 任免 平成28年度任免関係（非常勤） 文系総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管
2016年度 総務（国開） 任免 平成28年度非常勤講師・国内研究員 文系総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管
2016年度 総務（国開） 服務 平成28年度短期雇用パートタイム勤務職員　№ 文系総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（国開） 服務 平成28年度短期雇用パートタイム勤務職員　№ 文系総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務（国開） 任免 平成28年度 ＴＡ関係 文系総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管
2016年度 総務（国開） 任免 平成28年度 ＲＡ関係 文系総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管
2016年度 総務（国開） 服務 平成28年度 ＴＡ・ＲＡ出勤簿 文系総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄

2016年度 総務（国開） 会議 平成28年度専攻会議 文系総務課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙
文系総合館2階文系総務
課事務室

（名大）文系総務課長 移管

2016年度 総務（国開） 会議 平成28年度研究科教授会 文系総務課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙
文系総合館2階文系総務
課事務室

（名大）文系総務課長 移管

2016年度 総務（国開） 会議 平成28年度研究科教授会２ 文系総務課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙
文系総合館2階文系総務
課事務室

（名大）文系総務課長 移管

2016年度 総務（国開） 会議 平成28年度補佐会議 文系総務課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙
文系総合館2階文系総務
課事務室

（名大）文系総務課長 移管

2017年度 総務（国開） 通知・規則 平成29年度人事関係 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
文系総合館2階文系総務
課事務室

（名大）文系総務課長 廃棄

2017年度 総務（国開） 服務 平成29年度 振替・代休指定簿 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄

2017年度 総務（国開） 出張、服務 平成29年度 国内出張・研修（特任・他） 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
文系総合館2階文系総務
課事務室

（名大）文系総務課長 廃棄

2017年度 総務（国開） 出張、服務 平成29年度 国内出張（基幹・講師・助教） 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
文系総合館2階文系総務
課事務室

（名大）文系総務課長 廃棄

2017年度 総務（国開） 出張、服務 平成29年度 海外渡航関係 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
文系総合館2階文系総務
課事務室

（名大）文系総務課長 廃棄

2017年度 総務（国開） 出張 平成29年度 派遣・出張依頼 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
文系総合館2階文系総務
課事務室

（名大）文系総務課長 廃棄

2017年度 総務（国開） 庶務 平成29年度 証明書関係 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄

2017年度 総務（国開） 給与
平成29年度勤務時間報告・勤務状況報告書・毎
月勤労統計調査・各種手当整理簿

文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
文系総合館2階文系総務
課事務室

（名大）文系総務課長 廃棄

2017年度 総務（国開） 給与
平成29年度大学院担当手当・昇給・期末勤勉手
当

文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
文系総合館2階文系総務
課事務室

（名大）文系総務課長 廃棄
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2017年度 総務（国開） 服務 平成29年度兼業関係 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
文系総合館2階文系総務
課事務室

（名大）文系総務課長 廃棄

2017年度 総務（国開） 国際交流 平成29年度 国際交流会館　入居申請 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
文系総合館2階文系総務
課事務室

（名大）文系総務課長 廃棄

2017年度 総務（国開） 通知・規則 平成29年度庶務関係（調査・各種通知・弔電） 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
文系総合館2階文系総務
課事務室

（名大）文系総務課長 廃棄

2017年度 総務（国開） 服務 平成29年度 休暇簿 文系総務課長 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（国開） 服務 平成29年度 出勤簿 文系総務課長 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄

2017年度 総務（国開） 服務 平成29年度超過勤務命令簿 文系総務課長 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙
文系総合館2階文系総務
課事務室

（名大）文系総務課長 廃棄

2017年度 総務（国開） 広報 平成29年度公開講座 文系総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙
文系総合館2階文系総務
課事務室

（名大）文系総務課長 廃棄

2017年度 総務（国開） 服務 平成29年度 ＴＡ・ＲＡ出勤簿 文系総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（国開） 任免 平成29年度 ＴＡ・ＲＡ関係 文系総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄

2017年度 総務（国開） 任免 平成29年度外国人客員教員 文系総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙
文系総合館2階文系総務
課事務室

（名大）文系総務課長 廃棄

2017年度 総務（国開） 任免 平成29年度任免関係 文系総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙
文系総合館2階文系総務
課事務室

（名大）文系総務課長 移管

2017年度 総務（国開） 任免 平成29年度非常勤講師・国内研究員 文系総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙
文系総合館2階文系総務
課事務室

（名大）文系総務課長 移管

2017年度 総務（国開） 任免 平成29年度任免関係（パート・契約職員） 文系総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙
文系総合館2階文系総務
課事務室

（名大）文系総務課長 移管

2017年度 総務（国開） 服務
平成29年度短期雇用パートタイム勤務職員　№
1/2

文系総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙
文系総合館2階文系総務
課事務室

（名大）文系総務課長 廃棄

2017年度 総務（国開） 服務
平成29年度短期雇用パートタイム勤務職員　№
2/2

文系総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙
文系総合館2階文系総務
課事務室

（名大）文系総務課長 廃棄

2017年度 総務（国開） 照会 平成29年度各種依頼 文系総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙
文系総合館2階文系総務
課事務室

（名大）文系総務課長 廃棄

2017年度 総務（国開） 会議
平成29年度第30回国際開発関係大学院研究科
長会議

文系総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

2017年度 総務（国開） 会議 平成29年度専攻会議　① 文系総務課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙
文系総合館2階文系総務
課事務室

（名大）文系総務課長 移管

2017年度 総務（国開） 会議 平成29年度専攻会議　② 文系総務課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙
文系総合館2階文系総務
課事務室

（名大）文系総務課長 移管

2017年度 総務（国開） 会議 平成29年度研究科教授会（１） 文系総務課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙
文系総合館2階文系総務
課事務室

（名大）文系総務課長 移管

2017年度 総務（国開） 会議 平成29年度研究科教授会（２） 文系総務課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙
文系総合館2階文系総務
課事務室

（名大）文系総務課長 移管

2017年度 総務（国開） 会議 平成29年度補佐会議 文系総務課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙
文系総合館2階文系総務
課事務室

（名大）文系総務課長 移管

2018年度 総務（国開） 国際交流 平成30年度 国際交流会館　入居申請 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
文系総合館2階文系総務
課事務室

（名大）文系総務課長 廃棄

2018年度 総務（国開） 通知・規則 平成30年度庶務関係 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
文系総合館2階文系総務
課事務室

（名大）文系総務課長 廃棄

2018年度 総務（国開） 給与
平成30年度大学院担当手当・昇給・期末勤勉手
当

文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
文系総合館2階文系総務
課事務室

（名大）文系総務課長 廃棄

2018年度 総務（国開） 服務 平成30年度兼業関係 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
文系総合館2階文系総務
課事務室

（名大）文系総務課長 廃棄

2018年度 総務（国開） 給与
平成30年度勤務時間報告・勤務状況報告書・毎
月勤労統計調査・各種手当整理簿

文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
文系総合館2階文系総務
課事務室

（名大）文系総務課長 廃棄

2018年度 総務（国開） 庶務 平成30年度 証明書関係 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
文系総合館2階文系総務
課事務室

（名大）文系総務課長 廃棄

2018年度 総務（国開） 服務 平成30年度超過勤務命令簿 文系総務課長 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙
文系総合館2階文系総務
課事務室

（名大）文系総務課長 廃棄

2018年度 総務（国開） 服務 平成30年度 休暇簿 文系総務課長 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙
文系総合館2階文系総務
課事務室

（名大）文系総務課長 廃棄

2018年度 総務（国開） 服務 平成30年度 出勤簿 文系総務課長 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙
文系総合館2階文系総務
課事務室

（名大）文系総務課長 廃棄

2018年度 総務（国開） 服務 平成30年度 振替・代休指定簿 文系総務課長 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙
文系総合館2階文系総務
課事務室

（名大）文系総務課長 廃棄

2018年度 総務（国開） 出張 平成30年度 派遣・出張依頼 文系総務課長 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙
文系総合館2階文系総務
課事務室

（名大）文系総務課長 廃棄

2018年度 総務（国開） 出張、服務 平成30年度 出張（他）・研修 文系総務課長 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙
文系総合館2階文系総務
課事務室

（名大）文系総務課長 廃棄

2018年度 総務（国開） 出張 平成30年度 出張（あ～さ） 文系総務課長 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙
文系総合館2階文系総務
課事務室

（名大）文系総務課長 廃棄

2018年度 総務（国開） 出張 平成30年度 出張（た～わ・特任） 文系総務課長 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙
文系総合館2階文系総務
課事務室

（名大）文系総務課長 廃棄

2018年度 総務（国開） 照会 平成30年度各種依頼 文系総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
文系総合館2階文系総務
課事務室

（名大）文系総務課長 廃棄
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2018年度 総務（国開） 任免 平成30年度任免関係 文系総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
文系総合館2階文系総務
課事務室

（名大）文系総務課長 移管

2018年度 総務（国開） 任免 平成30年度任免関係（パート・契約職員） 文系総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
文系総合館2階文系総務
課事務室

（名大）文系総務課長 移管

2018年度 総務（国開） 任免 平成30年度外国人客員教員 文系総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
文系総合館2階文系総務
課事務室

（名大）文系総務課長 廃棄

2018年度 総務（国開） 服務
平成30年度短期雇用パートタイム勤務職員　№
1/2

文系総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
文系総合館2階文系総務
課事務室

（名大）文系総務課長 廃棄

2018年度 総務（国開） 服務
平成30年度短期雇用パートタイム勤務職員　№
2/2

文系総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
文系総合館2階文系総務
課事務室

（名大）文系総務課長 廃棄

2018年度 総務（国開） 任免 平成30年度非常勤講師・国内研究員 文系総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
文系総合館2階文系総務
課事務室

（名大）文系総務課長 移管

2018年度 総務（国開） 任免 平成30年度 ＴＡ・ＲＡ関係 文系総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
文系総合館2階文系総務
課事務室

（名大）文系総務課長 廃棄

2018年度 総務（国開） 服務 平成30年度 ＴＡ・ＲＡ出勤簿 文系総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
文系総合館2階文系総務
課事務室

（名大）文系総務課長 廃棄

2018年度 総務（国開） 選挙
平成19年度～平成30年度研究科長等候補者選
考

文系総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
文系総合館2階文系総務
課事務室

（名大）文系総務課長 移管

2018年度 総務（国開） 会議
平成30年度第31回国際開発関係大学院研究科
長会議

文系総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管

2018年度 総務（国開） 会議 平成30年度研究科教授会（１） 文系総務課長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙
文系総合館2階文系総務
課事務室

（名大）文系総務課長 移管

2018年度 総務（国開） 会議 平成30年度研究科教授会（２） 文系総務課長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙
文系総合館2階文系総務
課事務室

（名大）文系総務課長 移管

2018年度 総務（国開） 会議 平成30年度専攻会議 文系総務課長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙
文系総合館2階文系総務
課事務室

（名大）文系総務課長 移管

2018年度 総務（国開） 会議 平成30年度補佐会議 文系総務課長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙
文系総合館2階文系総務
課事務室

（名大）文系総務課長 移管

2019年度 総務（国開） 通知・規則 令和元年度庶務関係 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 総務（国開） 給与 令和元年度大学院担当手当・昇給・期末勤勉手 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄

2019年度 総務（国開） 服務 令和元年度兼業関係 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
文系総合館2階文系総務
課事務室

（名大）文系総務課長 廃棄

2019年度 総務（国開） 給与
令和元年度勤務時間報告・勤務状況報告書・毎
月勤労統計調査・各種手当整理簿

文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄

2019年度 総務（国開） 庶務 令和元年度　証明書関係 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
文系総合館2階文系総務
課事務室

（名大）文系総務課長 廃棄

2019年度 総務（国開） 出張 令和元年度 派遣・出張依頼 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
文系総合館2階文系総務
課事務室

（名大）文系総務課長 廃棄

2019年度 総務（国開） 出張 令和元年度 出張（教員） 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
文系総合館2階文系総務
課事務室

（名大）文系総務課長 廃棄

2019年度 総務（国開） 出張 令和元年度 出張（他）・研修 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
文系総合館2階文系総務
課事務室

（名大）文系総務課長 廃棄

2019年度 総務（国開） 服務 令和元年度 休暇簿 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
文系総合館2階文系総務
課事務室

（名大）文系総務課長 廃棄

2019年度 総務（国開） 服務 令和元年度 振替・代休指定簿 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
文系総合館2階文系総務
課事務室

（名大）文系総務課長 廃棄

2019年度 総務（国開） 服務 令和元年度超過勤務命令簿 文系総務課長 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄

2019年度 総務（国開） 服務 令和元年度 出勤簿 文系総務課長 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙
文系総合館2階文系総務
課事務室

（名大）文系総務課長 廃棄

2019年度 総務（国開） 任免 令和元年度任免関係 文系総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管
2019年度 総務（国開） 任免 令和元年度非常勤講師・国内研究員 文系総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管
2019年度 総務（国開） 任免 令和元年度任免関係（パート・契約職員） 文系総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管
2019年度 総務（国開） 任免 令和元年度外国人客員教員 文系総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 総務（国開） 服務 令和元年度短期雇用パートタイム勤務職員　№ 文系総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 総務（国開） 服務 令和元年度短期雇用パートタイム勤務職員　№ 文系総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄

2019年度 総務（国開） 会議
令和元年度第32回国際開発関係大学院研究科
長会議

文系総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙
文系総合館2階文系総務
課事務室

（名大）文系総務課長 移管

2019年度 総務（国開） 任免 令和元年度 ＴＡ・ＲＡ関係 文系総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙
文系総合館2階文系総務
課事務室

（名大）文系総務課長 廃棄

2019年度 総務（国開） 服務 令和元年度 ＴＡ・ＲＡ出勤簿 文系総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙
文系総合館2階文系総務
課事務室

（名大）文系総務課長 廃棄

2019年度 総務（国開） 会議 令和元年度　研究科教授会１ 文系総務課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙
文系総合館2階文系総務
課事務室

（名大）文系総務課長 移管

2019年度 総務（国開） 会議 令和元年度　研究科教授会２ 文系総務課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙
文系総合館2階文系総務
課事務室

（名大）文系総務課長 移管

2019年度 総務（国開） 会議 令和元年度　執行部会議１ 文系総務課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙
文系総合館2階文系総務
課事務室

（名大）文系総務課長 移管

2019年度 総務（国開） 会議 令和元年度　執行部会議２ 文系総務課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙
文系総合館2階文系総務
課事務室

（名大）文系総務課長 移管

2019年度 総務（国開） 会議　外 各種過去データ 文系総務課長 2020/4/1 30年 2050/4/1 電子 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄 総務課共有フォルダからの移動分
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2019年度 総務（国開） 協定 学術交流協定 文系総務課長 2020/4/1 無期限 紙
文系総合館2階文系総務
課事務室

（名大）文系総務課長 移管

2019年度 総務（国開） 協定 協定書等 文系総務課長 2020/4/1 無期限 紙
文系総合館2階文系総務
課事務室

（名大）文系総務課長 移管

2019年度 総務（国開） 協定 学内組織の協定等 文系総務課長 2020/4/1 無期限 紙
文系総合館2階文系総務

課事務室
（名大）文系総務課長 移管

2020年度 総務（国開） 通知・規則 令和２年度庶務関係 （名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 総務（国開） 給与 令和２年度大学院担当手当・昇給・期末勤勉手当 （名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄

2020年度 総務（国開） 服務 令和２年度兼業関係 （名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙
文系総合館2階文系総務

課事務室
（名大）文系総務課長 廃棄

2020年度 総務（国開） 給与
令和２年度勤務時間報告・勤務状況報告書・毎月
勤労統計調査・各種手当整理簿

（名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄

2020年度 総務（国開） 庶務 令和２年度　証明書関係 （名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙
文系総合館2階文系総務

課事務室
（名大）文系総務課長 廃棄

2020年度 総務（国開） 出張 令和２年度 出張・研修　派遣・出張依頼 （名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙
文系総合館2階文系総務

課事務室
（名大）文系総務課長 廃棄

2020年度 総務（国開） 服務 令和２年度 休暇簿 （名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙
文系総合館2階文系総務

課事務室
（名大）文系総務課長 廃棄

2020年度 総務（国開） 服務 令和２年度 振替・代休指定簿 （名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙
文系総合館2階文系総務

課事務室
（名大）文系総務課長 廃棄

2020年度 総務（国開） 服務 令和２年度超過勤務命令簿 （名大）文系総務課長 2021/4/1 7年 2028/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄

2020年度 総務（国開） 服務 令和２年度 出勤簿 （名大）文系総務課長 2021/4/1 7年 2028/3/31 紙
文系総合館2階文系総務

課事務室
（名大）文系総務課長 廃棄

2020年度 総務（国開） 任免 令和２年度任免関係 （名大）文系総務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管
2020年度 総務（国開） 任免 令和２年度非常勤講師・国内研究員 （名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管
2020年度 総務（国開） 任免 令和２年度任免関係（パート・契約職員） （名大）文系総務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 移管
2020年度 総務（国開） 任免 令和２年度外国人客員教員 （名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄

2020年度 総務（国開） 服務 令和２年度短期雇用パートタイム勤務職員 （名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙
文系総合館2階文系総務

課事務室
（名大）文系総務課長 廃棄

2020年度 総務（国開） 会議
令和２年度第32回国際開発関係大学院研究科長
会議

（名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙
文系総合館2階文系総務

課事務室
（名大）文系総務課長 廃棄

2020年度 総務（国開） 任免 令和２年度 ＴＡ・ＲＡ関係 （名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙
文系総合館2階文系総務

課事務室
（名大）文系総務課長 廃棄

2020年度 総務（国開） 服務 令和２年度 ＴＡ・ＲＡ出勤簿 （名大）文系総務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙
文系総合館2階文系総務

課事務室
（名大）文系総務課長 廃棄

2020年度 総務（国開） 会議 令和２年度　研究科教授会１ （名大）文系総務課長 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙
文系総合館2階文系総務

課事務室
（名大）文系総務課長 移管

2020年度 総務（国開） 会議 令和２年度　研究科教授会２ （名大）文系総務課長 2021/4/1 30年 55243 紙
文系総合館2階文系総務

課事務室
（名大）文系総務課長 移管

2020年度 総務（国開） 会議 令和２年度　執行部会議１ （名大）文系総務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙
文系総合館2階文系総務

課事務室
（名大）文系総務課長 廃棄

2020年度 総務（国開） 会議 令和２年度　執行部会議２ （名大）文系総務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙
文系総合館2階文系総務

課事務室
（名大）文系総務課長 廃棄

2020年度 総務（国開） 会議　外 各種過去データ （名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 電子 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系総務課長 廃棄 総務課共有フォルダからの移動分

2020年度 総務（国開） 任免
令和2年研究員（客員・学術・特別・特命）・外国人
研究者

（名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙
文系総合館2階文系総務

課事務室
（名大）文系総務課長 移管

2019年度 文系総務課 予算 料金設定関係 経・文系総務課長 2020/4/1 常用 - 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 文系経理課 収入 （文系６部局）収入出納員関係 収・文系経理課長 2019/4/1 常用 - 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 文系総務課 施設 平成２９年度～　八雲会館関係 施・文系総務課長 2018/4/1 常用 紙 文系総合館4F倉庫（414） （名大）文系総務課長 廃棄
2015年度 文系経理課 収入 （文系６部局）平成27年度釣銭準備金保管簿 収・文系経理課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 文系総合館4F倉庫（414） （名大）文系総務課長 廃棄
2015年度 文系経理課 収入 （文系６部局）平成27年度総括業務・文書管理 収・文系経理課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 文系総合館4F倉庫（414） （名大）文系総務課長 廃棄
2015年度 文系経理課 収入 （文系６部局）平成27年度収入事務 収・文系経理課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 文系総合館4F倉庫（414） （名大）文系総務課長 廃棄
2015年度 文系総務課 施設 平成27年度防災関係 経・文系総務課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 文系総合館4F倉庫（414） （名大）文系総務課長 廃棄
2015年度 文系総務課 予算 平成27年度予算配分通知書 言・文系総務課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 文系総合館4F倉庫（414） （名大）文系総務課長 廃棄
2015年度 文系総務課 予算 平成27年度予算関係提出書類１ 言・文系総務課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 文系総合館4F倉庫（414） （名大）文系総務課長 廃棄
2015年度 文系総務課 予算 平成27年度予算関係提出書類２ 言・文系総務課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 文系総合館4F倉庫（414） （名大）文系総務課長 廃棄
2015年度 文系総務課 予算 平成26年度決算・平成27年度予算 開・文系総務課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 文系総合館4F倉庫（414） （名大）文系総務課長 廃棄

2015年度 文系総務課 予算
平成27年度予算関係（要求・調書他）
部局担当関係（文書管理　他）

開・文系総務課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 文系総合館4F倉庫（414） （名大）文系総務課長 廃棄

2015年度 文系総務課 予算 平成27年度予算関係(配分・流用） 開・文系総務課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 文系総合館4F倉庫（414） （名大）文系総務課長 廃棄
2015年度 文系総務課 調書 平成27年度財務・予算関係１ 教・文系総務課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 文系総合館4F倉庫（414） （名大）文系総務課長 廃棄
2015年度 文系総務課 調書 平成27年度財務・予算関係２ 教・文系総務課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 文系総合館4F倉庫（414） （名大）文系総務課長 廃棄
2015年度 文系総務課 調書 平成27年度財務・予算関係３ 教・文系総務課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 文系総合館4F倉庫（414） （名大）文系総務課長 廃棄
2015年度 文系総務課 予算 平成27年度予算配当通知 教・文系総務課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 文系総合館4F倉庫（414） （名大）文系総務課長 廃棄
2015年度 文系総務課 予算 平成27年度予算振替 教・文系総務課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 文系総合館4F倉庫（414） （名大）文系総務課長 廃棄
2015年度 文系総務課 調書 平成27年度調書関係 経・文系総務課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 文系総合館4F倉庫（414） （名大）文系総務課長 廃棄
2015年度 文系総務課 予算 平成27年度予算委員会 経・文系総務課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 文系総合館4F倉庫（414） （名大）文系総務課長 移管
2015年度 文系総務課 予算 平成27年度予算関係 経・文系総務課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 文系総合館4F倉庫（414） （名大）文系総務課長 廃棄
2015年度 文系総務課 予算 平成27年度文系総合館・文系事務部 経・文系総務課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 文系総合館4F倉庫（414） （名大）文系総務課長 廃棄
2015年度 文系総務課 予算 平成27年度キタン会 経・文系総務課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 文系総合館4F倉庫（414） （名大）文系総務課長 廃棄
2015年度 文系総務課 調書 平成27年度 調書 文・文系総務課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 文系総合館4F倉庫（414） （名大）文系総務課長 廃棄
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2015年度 文系総務課 予算 平成27年度 予算 資料 文・文系総務課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 文系総合館4F倉庫（414） （名大）文系総務課長 廃棄
2015年度 文系総務課 予算 平成27年度 予算 配当通知書等 文・文系総務課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 文系総合館4F倉庫（414） （名大）文系総務課長 廃棄
2015年度 文系総務課 調書 平成27年度調書関係（法・予算担当） 法・文系総務課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 文系総合館4F倉庫（414） （名大）文系総務課長 廃棄
2015年度 文系総務課 予算 平成27年度予算配当通知書綴 法・文系総務課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 文系総合館4F倉庫（414） （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 文系経理課 収入 （文系６部局）平成28年度釣銭準備金保管簿 収・文系経理課長 2017/4/1 5年 2023/5/31 紙 文系総合館4F倉庫（414） （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 文系経理課 収入 （文系６部局）平成28年度総括業務・文書管理 収・文系経理課長 2017/4/1 5年 2023/5/31 紙 文系総合館4F倉庫（414） （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 文系経理課 収入 （文系６部局）平成28年度収入事務 収・文系経理課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総合館4F倉庫（414） （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 文系総務課 施設 平成28年度防災関係 経・文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総合館4F倉庫（414） （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 文系総務課 施設 平成２７・２８年度　八雲会館関係 施・文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総合館4F倉庫（414） （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 文系総務課 予算 平成28年度予算配分通知書 言・文系総務課長 2017/4/1 5年 2023/5/31 紙 文系総合館4F倉庫（414） （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 文系総務課 予算 平成28年度予算関係提出書類 言・文系総務課長 2017/4/1 5年 2023/5/31 紙 文系総合館4F倉庫（414） （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 文系総務課 予算 平成28年度 予算人件費予算振替 言・文系総務課長 2017/4/1 7年 2023/5/31 紙 文系総合館4F倉庫（414） （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 文系総務課 予算 平成27年度決算・平成28年度予算 開・文系総務課長 2017/4/1 5年 2023/5/31 紙 文系総合館4F倉庫（414） （名大）文系総務課長 廃棄

2016年度 文系総務課 予算
平成28年度予算関係（要求・調書他）
部局担当関係（文書管理　他）

開・文系総務課長 2017/4/1 5年 2023/5/31 紙 文系総合館4F倉庫（414） （名大）文系総務課長 廃棄

2016年度 文系総務課 予算 平成28年度予算関係(配分・流用） 開・文系総務課長 2017/4/1 5年 2023/5/31 紙 文系総合館4F倉庫（414） （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 文系総務課 予算 平成28年度予算執行振替伝票(給与） 開・文系総務課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 文系総合館4F倉庫（414） （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 文系総務課 調書 平成28年度財務・予算関係 教・文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総合館4F倉庫（414） （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 文系総務課 予算 平成28年度予算配当通知 教・文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総合館4F倉庫（414） （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 文系総務課 予算 平成28年度予算振替 教・文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総合館4F倉庫（414） （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 文系総務課 予算 平成28年度非常勤職員給与等 教・文系総務課長 2017/4/1 7年 2024/5/31 紙 文系総合館4F倉庫（414） （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 文系総務課 予算 平成27年度決算・平成28年度予算 教・文系総務課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 文系総合館4F倉庫（414） （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 文系総務課 調書 平成28年度調書関係 経・文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総合館4F倉庫（414） （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 文系総務課 予算 平成28年度予算委員会 経・文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総合館4F倉庫（414） （名大）文系総務課長 移管
2016年度 文系総務課 予算 平成28年度予算関係 経・文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総合館4F倉庫（414） （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 文系総務課 予算 平成28年度文系総合館・文系事務部 経・文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総合館4F倉庫（414） （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 文系総務課 予算 平成28年度キタン会 経・文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総合館4F倉庫（414） （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 文系総務課 調書 平成28年度 予算調書 文・文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総合館4F倉庫（414） （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 文系総務課 予算 平成28年度 予算配当通知書等 文・文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総合館4F倉庫（414） （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 文系総務課 予算 平成28年度 予算人件費予算振替 文・文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総合館4F倉庫（414） （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 文系総務課 調書 平成28年度調書関係（法・予算担当） 法・文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総合館4F倉庫（414） （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 文系総務課 予算 平成29年度概算要求関係 法・文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総合館4F倉庫（414） （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 文系総務課 予算 平成28年度人件費関係 法・文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総合館4F倉庫（414） （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 文系総務課 予算 平成28年度予算配当通知書 法・文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総合館4F倉庫（414） （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 文系総務課 予算 平成28年度予算管理関係（法・予算担当） 法・文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総合館4F倉庫（414） （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 文系経理課 収入 （文系６部局）平成29年度釣銭準備金保管簿 収・文系経理課長 2018/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系総合館4F倉庫（414） （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 文系経理課 収入 （文系６部局）平成29年度総括業務・文書管理 収・文系経理課長 2018/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系総合館4F倉庫（414） （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 文系経理課 収入 （文系６部局）平成29年度収入事務 収・文系経理課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系総合館4F倉庫（414） （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 文系総務課 施設 平成29年度防災関係 経・文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系総合館4F倉庫（414） （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 文系総務課 施設 平成２９年度　八雲会館業務日報 施・文系総務課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 文系総合館4F倉庫（414） （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 文系総務課 予算 平成29年度アジア共創教育研究機構 アジア・文系総務課長 2018/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系総合館4F倉庫（414） （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 文系総務課 予算 平成29年度予算配分通知書 言・文系総務課長 2018/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系総合館4F倉庫（414） （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 文系総務課 予算 平成29年度予算関係提出書類 言・文系総務課長 2018/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系総合館4F倉庫（414） （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 文系総務課 予算 Money T Global 開・文系総務課長 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 文系総合館4F倉庫（414） （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 文系総務課 調書 平成29年度財務・予算関係 教・文系総務課長 2017/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系総合館4F倉庫（414） （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 文系総務課 予算 平成29年度予算配当通知 教・文系総務課長 2017/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系総合館4F倉庫（414） （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 文系総務課 予算 平成29年度予算振替 教・文系総務課長 2017/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系総合館4F倉庫（414） （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 文系総務課 予算 平成29年度非常勤職員給与等 教・文系総務課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 文系総合館4F倉庫（414） （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 文系総務課 予算 平成28年度決算・平成29年度予算 教・文系総務課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 文系総合館4F倉庫（414） （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 文系総務課 調書 平成29年度調書関係 経・文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系総合館4F倉庫（414） （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 文系総務課 予算 平成29年度予算委員会 経・文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系総合館4F倉庫（414） （名大）文系総務課長 移管
2017年度 文系総務課 予算 平成29年度予算関係 経・文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系総合館4F倉庫（414） （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 文系総務課 予算 平成29年度文系総合館・文系事務部 経・文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系総合館4F倉庫（414） （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 文系総務課 予算 平成29年度キタン会 経・文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系総合館4F倉庫（414） （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 文系総務課 調書 平成29年度　人文学研究科　予算調書 文・文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系総合館4F倉庫（414） （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 文系総務課 予算 平成29年度　人文学研究科　予算配当通知書等 文・文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系総合館4F倉庫（414） （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 文系総務課 予算 平成29年度 予算人件費予算振替 文・文系総務課長 2018/4/1 7年 2025/5/31 紙 文系総合館4F倉庫（414） （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 文系総務課 調書 平成29年度調書関係（法・予算担当） 法・文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系総合館4F倉庫（414） （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 文系総務課 予算 平成29年度人件費関係 法・文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系総合館4F倉庫（414） （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 文系総務課 予算 平成29年度予算管理関係（法・予算担当） 法・文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系総合館4F倉庫（414） （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 文系総務課 予算 平成29年度決算・平成29年度予算 開・文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系総合館4F倉庫（414） （名大）文系総務課長 廃棄

2017年度 文系総務課 予算
平成29年度予算関係（要求・調書他）
部局担当関係（文書管理　他）

開・文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系総合館4F倉庫（414） （名大）文系総務課長 廃棄

2017年度 文系総務課 予算 平成29年度予算関係(配分・流用） 開・文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系総合館4F倉庫（414） （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 文系総務課 予算 平成29年度予算執行振替伝票(給与） 開・文系総務課長 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 文系総合館4F倉庫（414） （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 文系経理課 収入 （文系６部局）平成30年度釣銭準備金保管簿 収・文系経理課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 文系経理課 収入 （文系６部局）平成30年度総括業務・文書管理 収・文系経理課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 文系経理課 収入 （文系６部局）平成30年度収入事務 収・文系経理課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 文系総務課 契約 平成30年度ネーミングライツ 収・文系総務課長 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 文系総務課 施設 平成30年度防災関係 経・文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 文系総務課 施設 平成３０年度　八雲会館業務日報 施・文系総務課長 2019/4/1 3年 2026/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
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2018年度 文系総務課 予算 平成30年度予算配分通知書 言・文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 文系総務課 予算 平成30年度予算関係提出書類 言・文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 文系総務課 予算 平成30年度予算振替 教・文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系総合館4F倉庫（414） （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 文系総務課 予算 平成30年度非常勤職員給与等 教・文系総務課長 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 文系総合館4F倉庫（414） （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 文系総務課 予算 平成29年度決算・平成30年度予算 教・文系総務課長 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 文系総合館4F倉庫（414） （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 文系総務課 調書 平成30年度　人文学研究科　予算調書 文・文系総務課長 2019/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 文系総務課 予算 平成30年度 予算人件費予算振替 文・文系総務課長 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 文系総務課 調書 平成30年度　調書関係 法・文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系総合館4F倉庫（414） （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 文系総務課 予算 平成30年度　予算関係 法・文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系総合館4F倉庫（414） （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 文系総務課 予算 平成30年度　人件費関係 法・文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系総合館4F倉庫（414） （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 文系総務課 予算 平成30年度アジア共創教育研究機構 アジア・文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 文系総務課 調書 平成30年度調書関係 経・文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 文系総務課 予算 平成30年度予算委員会 経・文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 移管
2018年度 文系総務課 予算 平成30年度予算関係（執行・振替含む） 経・文系総務課長 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 文系総務課 予算 平成30年度文系総合館・文系事務部 経・文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 文系総務課 予算 平成30年度キタン会 経・文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 文系総務課 予算 令和元年度アジア共創教育研究機構 アジア・文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 文系総務課 調書 令和元年度調書関係 経・文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 文系総務課 予算 令和元年度予算委員会 経・文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 移管
2019年度 文系総務課 予算 令和元年度予算関係（執行・振替含む） 経・文系総務課長 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 文系総務課 予算 令和元年度文系総合館・文系事務部 経・文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 文系総務課 予算 令和元年度キタン会 経・文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 文系総務課 予算 令和元年度調書関係 文・文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 文系総務課 予算 令和元年度予算関係（振替含む） 文・文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 文系総務課 予算 令和元年度　人件費関係1 法・文系総務課長 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 文系総務課 予算 令和元年度　人件費関係2 法・文系総務課長 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 文系総務課 調書 令和元年度　調書関係 法・文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 文系総務課 施設 令和元年度　資産貸付申請書関係 法・文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 文系総務課 予算 法学　ネーミングライツ 法・文系総務課長 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 文系総務課 予算 令和元年度　法学　日本法コンソーシアム（預り 法・文系総務課長 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 文系総務課 予算 平成30年度決算・令和元年度予算 教・文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 文系総務課 予算 令和元年度　非常勤職員給与等 教・文系総務課長 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 文系総務課 予算 令和元年度　財務・予算関係 教・文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 文系総務課 予算 令和元年度　予算執行振替伝票(給与） 開・文系総務課長 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 文系総務課 予算 令和元年度　予算関係（要求・調書他） 開・文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 文系経理課 収入 （文系６部局）令和元年度釣銭準備金保管簿 収・文系経理課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 文系経理課 収入 （文系６部局）令和元年度総括業務・文書管理 収・文系経理課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 文系経理課 収入 （文系６部局）令和元年度収入事務 収・文系経理課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 文系総務課 支出 平成30年度前渡資金（カンボジアASCI） 開・文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 文系総務課 支出 令和元年度前渡資金（ウズベキスタン） 法・文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 文系総務課 支出 令和元年度前渡資金（カンボジア） 法・文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 文系総務課 支出 令和元年度前渡資金報告（ベトナム） 法・文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 文系総務課 支出 令和元年度前渡資金報告（ベトナム納税用） 法・文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 文系総務課 支出 令和元年度前渡資金報告（カンボジアASCI） 開・文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 文系総務課 予算 令和2年度　財務・予算関係 教・（名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 文系総務課 予算 令和2年度　非常勤職員給与等 教・（名大）文系総務課長 2021/4/1 7年 2028/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 文系総務課 予算 令和2年度　予算執行振替伝票(給与） 開・（名大）文系総務課長 2021/4/1 7年 2028/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 文系総務課 調書 令和2年度　調書関係 法・（名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 文系総務課 予算 令和2年度　人件費関係1 法・（名大）文系総務課長 2021/4/1 7年 2028/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 文系総務課 予算 令和2年度　法学　日本法コンソーシアム（預り金） 法・（名大）文系総務課長 2021/4/1 7年 2028/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 文系総務課 施設 令和2年度　資産貸付申請書関係 法・（名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 文系総務課 支出 令和2年度前渡資金（ウズベキスタン） 法・（名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 文系総務課 支出 令和2年度前渡資金（カンボジア） 法・（名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 文系総務課 支出 令和2年度前渡資金報告（ベトナム） 法・（名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 文系総務課 支出 令和2年度前渡資金報告（ベトナム納税用） 法・（名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 文系総務課 支出 令和2年度前渡資金報告（カンボジアASCI） 開・（名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 文系総務課 収入 （文系６部局）令和2年度総括業務・文書管理 収・（名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 文系総務課 収入 （文系６部局）令和2年度収入事務 収・（名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 文系総務課 収入 平成30年度　その他収入　納入依頼書 収・文系経理課長 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 文系総務課 収入 令和元年度　その他収入　納入依頼書 収・文系経理課長 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 文系総務課 収入 令和2年度　その他収入　納入依頼書 収・（名大）文系総務課長 2021/4/1 7年 2028/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 文系総務課 支出 令和元年度　公用車運転日誌(アリオン・セレナ) 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 文系総務課 支出 令和2年度　公用車運転日誌(アリオン・セレナ) （名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 文系総務課 支出 令和2年度　タクシーチケット受払簿 （名大）文系総務課長 2021/4/1 1年 2022/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2019年度 文系総務課 収入
令和元年度　領収証書（控）綴　4～6月分　(心理
発達相談室）

収・文系経理課長 2020/4/1 7年 2027/5/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2019年度 文系総務課 収入
令和元年度　領収証書（控）綴　7～9月分　(心理
発達相談室）

収・文系経理課長 2020/4/1 7年 2027/5/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2019年度 文系総務課 収入
令和元年度　領収証書（控）綴　10～12月分　(心
理発達相談室）

収・文系経理課長 2020/4/1 7年 2027/5/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
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2019年度 文系総務課 収入
令和元年度　領収証書（控）綴　1～3月分　(心理
発達相談室）

収・（名大）文系総務課長 2020/4/1 7年 2027/5/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2020年度 文系総務課 収入
令和2年度　領収証書（控）綴　4～6月分　(心理発
達相談室）

収・（名大）文系総務課長 2021/4/1 7年 2028/5/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2020年度 文系総務課 収入
令和2年度　領収証書（控）綴　7～9月分　(心理発
達相談室）

収・（名大）文系総務課長 2021/4/1 7年 2028/5/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2020年度 文系総務課 収入
令和2年度　領収証書（控）綴　10～12月分　(心理
発達相談室）

収・（名大）文系総務課長 2021/4/1 7年 2028/5/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2020年度 文系総務課 収入
令和2年度　領収証書（控）綴　1～3月分　(心理発
達相談室）

収・（名大）文系総務課長 2021/4/1 7年 2028/5/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2019年度 文系総務課 収入 令和元年度　心理発達相談申込綴　4～6月分 収・文系経理課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 文系総務課 収入 令和元年度　心理発達相談申込綴　7～9月分 収・文系経理課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 文系総務課 収入 令和元年度　心理発達相談申込綴　10～12月分 収・文系経理課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 文系総務課 収入 令和元年度　心理発達相談申込綴　1～3月分 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 文系総務課 収入 令和2年度　心理発達相談申込綴　4～6月分 収・（名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 文系総務課 収入 令和2年度　心理発達相談申込綴　7～9月分 収・（名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 文系総務課 収入 令和2年度　心理発達相談申込綴　10～12月分 収・（名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 文系総務課 収入 令和2年度　心理発達相談申込綴　1～3月分 収・（名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 文系総務課 予算 令和２年度　文系総合館・文系事務部 経・文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 文系総務課 予算 令和２年度　予算関係(要求・調書他） 開・文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 文系総務課 施設 令和２年度　八雲会館関係 施・文系総務課長 2021/4/1 常用 ― 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 文系総務課 予算 令和2年度　予算関係（執行・振替含む） 文・（名大）文系総務課長 2021/4/1 7年 2028/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 文系総務課 予算 令和２年度　調書関係 文・（名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 文系総務課 予算 令和2年度　予算関係（執行・振替含む） 経・（名大）文系総務課長 2021/4/1 7年 2028/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 文系総務課 予算 令和２年度　調書関係 経・（名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2020年度 文系総務課 予算 令和2年度　アジア共創教育研究機構
アジア・（名大）文系総務
課長

2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2012年度 総務(共通) 庶務 平成２４年度～平成○○年度　東日本震災関連 文系総務課長 未定 効力終了後3年 未定 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2013年度 総務(共通) 人事 平成２３年度　人事（文系事務部） 文系総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
2013年度 総務(共通) 人事 平成２４年度　人事（文系事務部） 文系総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
2013年度 総務(共通) 人事 平成２５年度　人事（文系事務部） 文系総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
2013年度 総務(共通) 庶務 平成２４年度～平成○○年度　東日本震災関連 文系総務課長 未定 効力終了後3年 未定 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2014年度 総務(共通) 人事 平成２６年度　人事（文系事務部） 文系総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
2014年度 総務(共通) 選挙 平成２６年度 総長選挙 文系総務課長 2015/4/1 ７年 2022/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2014年度 総務(共通) 服務 平成２６年　出勤簿　文系事務部 文系総務課長 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
2014年度 総務(共通) 服務 平成２６年　出勤簿　文系事務部（非常勤） 文系総務課長 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
2014年度 総務(共通) 服務 平成２６年度～平成２８年度　事務部　旅行命令 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
2014年度 総務(共通) 郵便 平成２６年４月～１０月　後納郵便物差出表（文学 文系総務課長 2015/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄

2014年度 総務(共通) 郵便
平成２６年１１月～平成２７年３月　後納郵便物差
出表（文学部）

文系総務課長 2015/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄

2014年度 総務(共通) 郵便
平成２６年４月～７月　後納郵便物差出表（教育
学部）

文系総務課長 2015/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄

2014年度 総務(共通) 郵便
平成２６年８月～平成２６年１１月　後納郵便物差
出表（教育学部）

文系総務課長 2015/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄

2014年度 総務(共通) 郵便
平成２６年１２月～平成２７年３月　後納郵便物差
出表（教育学部）

文系総務課長 2015/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄

2014年度 総務(共通) 郵便 平成２６年４月～７月　後納郵便物差出表（法学 文系総務課長 2015/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄

2014年度 総務(共通) 郵便
平成２６年８月～平成２６年１１月　後納郵便物差
出表（法学部）

文系総務課長 2015/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄

2014年度 総務(共通) 郵便
平成２６年１２月～平成２７年３月　後納郵便物差
出表（法学部）

文系総務課長 2015/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄

2014年度 総務(共通) 郵便
平成２６年４月～１０月　後納郵便物差出表（経済
学部）

文系総務課長 2015/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄

2014年度 総務(共通) 郵便
平成２６年１１月～平成２７年３月　後納郵便物差
出表（経済学部）

文系総務課長 2015/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄

2014年度 総務(共通) 郵便
平成２６年４月～１０月　後納郵便物差出表（国際
開発）

文系総務課長 2015/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄

2014年度 総務(共通) 郵便
平成２６年１１月～平成２７年３月　後納郵便物差
出表（国際開発）

文系総務課長 2015/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄

2014年度 総務(共通) 郵便
平成２６年４月～平成２７年３月　後納郵便物差出
表（国際言文）

文系総務課長 2015/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2015年度 総務(共通) 人事 平成２７年度　人事（文系事務部） 文系総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
2015年度 総務(共通) 服務 平成２７年　出勤簿　文系事務部 文系総務課長 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
2015年度 総務(共通) 服務 平成27年　出勤簿　文系事務部（非常勤） 文系総務課長 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄

2015年度 総務(共通) 郵便
平成２７年４月～平成２７年１１月　後納郵便物差
出表（文学部）

文系総務課長 2016/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2015年度 総務(共通) 郵便
平成２７年１２月～平成２８年３月　後納郵便物差
出表（文学部）

文系総務課長 2016/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2015年度 総務(共通) 郵便
平成２７年４月～平成２７年９月　後納郵便物差出
表（教育学部）

文系総務課長 2016/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
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2015年度 総務(共通) 郵便
平成２７年１０月～平成２８年３月　後納郵便物差
出表（教育学部）

文系総務課長 2016/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2015年度 総務(共通) 郵便
平成２７年４月～平成２７年８月　後納郵便物差出
表（法学部）

文系総務課長 2016/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2015年度 総務(共通) 郵便
平成２７年９月～平成２７年１２月　後納郵便物差
出表（法学部）

文系総務課長 2016/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2015年度 総務(共通) 郵便
平成２８年１月～平成２８年３月　後納郵便物差出
表（法学部）

文系総務課長 2016/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2015年度 総務(共通) 郵便
平成２７年４月～平成２７年１２月　後納郵便物差
出表（経済学部）

文系総務課長 2016/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2015年度 総務(共通) 郵便
平成２８年１月～平成２８年３月　後納郵便物差出
表（経済学部）

文系総務課長 2016/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2015年度 総務(共通) 郵便
平成２７年４月～平成２８年３月　後納郵便物差出
表（国際開発）

文系総務課長 2016/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2015年度 総務(共通) 郵便
平成２７年４月～平成２８年３月　後納郵便物差出
表（国際言文）

文系総務課長 2016/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2015年度 総務(共通) 研修 平成２９年度　研修（文系事務部） 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2015年度 総務(共通) 服務
平成２７年度～平成２９年度　贈与等報告書（文
学・法学・国開）

文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2016年度 総務(共通) 給与 平成２８年度　各種手当関係 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2016年度 総務(共通) 共済
平成２８年度　共済組合関係綴　組合員証・長期・
短期給付他　No.1

文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2016年度 総務(共通) 共済
平成２８年度　共済組合関係綴　組合員証・長期・
短期給付他　No.2

文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2016年度 総務(共通) 共済
平成２８年度　共済組合関係綴　福祉事業（保険・
積立・財形）　No.1

文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄

2016年度 総務(共通) 共済
平成２８年度　共済組合関係綴　福祉事業（保険・
積立・財形）　No.2

文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄

2016年度 総務(共通) 共済 平成２８年度　退職手続 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務(共通) 人事 平成２８年度　人事（文系事務部） 文系総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務(共通) 調査 平成２８年度　毎月勤労統計調査（文系事務部） 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務(共通) 福祉 平成２８年度　健康診断関係綴（文・法・開） 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務(共通) 福祉 平成２８年度　健康診断関係綴（教・経・言） 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務(共通) 服務 平成２８年　休暇簿　文系事務部 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務(共通) 服務 平成２８年　休暇簿　文系事務部（非常勤） 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務(共通) 服務 平成２８年　欠勤届 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄

2016年度 総務(共通) 服務
平成２８年度　週休日の振替簿・代休日指定簿
文系事務部

文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄

2016年度 総務(共通) 服務 平成２８年度　勤務状況報告書（文系事務部） 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2016年度 総務(共通) 服務
平成２８年度　勤務時間報告書・超過勤務等命令
簿（文系事務部）

文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2016年度 総務(共通) 服務 平成２８年　出勤簿　文系事務部 文系総務課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務(共通) 服務 平成２８年　出勤簿　文系事務部（非常勤） 文系総務課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 文系総合館倉庫313 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務(共通) 財形 平成２８～３０年度　財形関係（文・法・開） 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2016年度 総務(共通) 財形 平成２８～３０年度　財形関係（教・経・言） 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2016年度 総務(共通) 郵便
平成２８年４月～平成２８年１１月　後納郵便物差
出表（文学部）

文系総務課長 2017/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2016年度 総務(共通) 郵便
平成２８年１２月～平成２９年３月　後納郵便物差
出表（文学部）

文系総務課長 2017/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2016年度 総務(共通) 郵便
平成２８年４月～平成２８年９月　後納郵便物差出
表（教育学部）

文系総務課長 2017/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2016年度 総務(共通) 郵便
平成２８年１０月～平成２９年３月　後納郵便物差
出表（教育学部）

文系総務課長 2017/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2016年度 総務(共通) 郵便
平成２８年４月～平成２８年９月　後納郵便物差出
表（法学部）

文系総務課長 2017/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2016年度 総務(共通) 郵便
平成２８年１０月～平成２９年３月　後納郵便物差
出表（法学部）

文系総務課長 2017/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2016年度 総務(共通) 郵便
平成２８年４月～平成２８年１２月　後納郵便物差
出表（経済学部）

文系総務課長 2017/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2016年度 総務(共通) 郵便
平成２９年１月～平成２９年３月　後納郵便物差出
表（経済学部）

文系総務課長 2017/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2016年度 総務(共通) 郵便
平成２８年４月～平成２９年３月　後納郵便物差出
表（国際開発）

文系総務課長 2017/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2016年度 総務(共通) 郵便
平成２８年４月～平成２９年３月　後納郵便物差出
表（国際言文）

文系総務課長 2017/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2017年度 総務(共通) 服務 平成２９年　休暇簿　文系事務部 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務(共通) 服務 平成２９年　休暇簿　文系事務部（非常勤） 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務(共通) 服務 平成２９年　欠勤届 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務(共通) 給与 平成２９年度　各種手当関係 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2017年度 総務(共通) 共済
平成２９年度　共済組合関係綴　組合員証・長期・
短期給付他　No.1

文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
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2017年度 総務(共通) 共済
平成２９年度　共済組合関係綴　組合員証・長期・
短期給付他　No.2

文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2017年度 総務(共通) 共済
平成２９年度　共済組合関係綴　福祉事業（保険・
積立・財形）

文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2017年度 総務(共通) 共済 平成２９年度　退職手続 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務(共通) 人事 平成29年度　人事（文系事務部） 文系総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務(共通) 調査 平成２９年度　毎月勤労統計調査（文系事務部） 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務(共通) 福祉 平成２９年度　健康診断関係綴（文・法・開） 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務(共通) 福祉 平成２９年度　健康診断関係綴（教・経・言） 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2017年度 総務(共通) 服務
平成２９年度　週休日の振替簿・代休日指定簿
文系事務部

文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2017年度 総務(共通) 服務 平成２９年度　旅行命令簿（文系事務部） 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務(共通) 庶務 平成２９年度　研究助成 申請書類 （人文・国言） 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務(共通) 庶務 平成２９年度　日本学術振興会　【通知】 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務(共通) 庶務 平成２９年度　研究助成　【通知】 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務(共通) 服務 平成３０年　休暇簿　文系事務部 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務(共通) 服務 平成３０年　休暇簿　文系事務部（非常勤） 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務(共通) 服務 平成３０年　欠勤届 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務(共通) 服務 平成２９年度　勤務状況報告書（文系事務部） 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2017年度 総務(共通) 服務
平成２９年度　勤務時間報告書・超過勤務等命令
簿（文系事務部）

文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2017年度 総務(共通) 庶務 平成２９年度　個人情報保護 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務(共通) 庶務 平成２９年度　法人文書ファイル 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務(共通) 服務 平成２９年　出勤簿　文系事務部 文系総務課長 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務(共通) 服務 平成２９年　出勤簿　文系事務部（非常勤） 文系総務課長 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2017年度 総務(共通) 郵便
平成２９年４月～平成２９年９月　後納郵便物差出
表（文学部･人文学部）

文系総務課長 2018/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2017年度 総務(共通) 郵便
平成２９年１０月～平成３０年３月　後納郵便物差
出表（文学部･人文学部）

文系総務課長 2018/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2017年度 総務(共通) 郵便
平成２９年４月～平成２９年１０月　後納郵便物差
出表（教育学部）

文系総務課長 2018/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2017年度 総務(共通) 郵便
平成２９年１１月～平成３０年３月　後納郵便物差
出表（教育学部）

文系総務課長 2018/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2017年度 総務(共通) 郵便
平成２９年４月～平成２９年８月　後納郵便物差出
表（法学部）

文系総務課長 2018/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2017年度 総務(共通) 郵便
平成２９年９月～平成３０年３月　後納郵便物差出
表（法学部）

文系総務課長 2018/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2017年度 総務(共通) 郵便
平成２９年４月～平成２９年１０月　後納郵便物差
出表（経済学部）

文系総務課長 2018/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2017年度 総務(共通) 郵便
平成２９年１１月～平成３０年３月　後納郵便物差
出表（経済学部）

文系総務課長 2018/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2017年度 総務(共通) 郵便
平成２９年４月～平成３０年３月　後納郵便物差出
表（国際開発）

文系総務課長 2018/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2017年度 総務(共通) 服務 平成３０年　出勤簿　文系事務部 文系総務課長 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務(共通) 服務 平成３０年　出勤簿　文系事務部（非常勤） 文系総務課長 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務(共通) 公印 平成３０年度　公印使用簿 文系総務課長 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務(共通) 文書件名簿 平成３０年度　文書件名簿（総務課） 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務(共通) 文書件名簿 平成３０年度　文書件名簿（経理課） 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務(共通) 調査 平成30年度　調査関係 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務(共通) 庶務 平成30年度　広報 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務(共通) 総務 平成30年度　個人情報保護 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務(共通) 国際 平成30～31年度　国際交流会館申請 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2018年度 総務(共通) 共済
平成３０年度　共済組合関係綴　（短期給付・積立
貯金・保険・貸付他）

文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2018年度 総務(共通) 福祉 平成３０年度　健康診断綴 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務(共通) 福祉 平成３０年度　退職手続 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2018年度 総務(共通) 郵便
２０１８年４月～２０１８年１０月　後納郵便物差出
表（人文学）

文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2018年度 総務(共通) 郵便
２０１８年１１月～２０１９年３月　後納郵便物差出
表（人文学）

文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2018年度 総務(共通) 郵便
２０１８年４月～２０１８年１０月　後納郵便物差出
表（教育学部）

文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2018年度 総務(共通) 郵便
２０１８年１１月～２０１９年３月　後納郵便物差出
表（教育学部）

文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2018年度 総務(共通) 郵便
２０１８年４月～２０１８年９月　後納郵便物差出表
（法学部）

文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2018年度 総務(共通) 郵便
２０１８年１０月～２０１９年３月　後納郵便物差出
表（法学部）

文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2018年度 総務(共通) 郵便
２０１８年４月～２０１９年３月　後納郵便物差出表
（経済学部）

文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄



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 総務(共通) 郵便
２０１８年４月～２０１９年３月　後納郵便物差出表
（国際開発）

文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2018年度 総務(共通) 研修 平成30年度　研修（文系事務部） 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務(共通) 服務 平成30年度　旅行命令簿（文系事務部） 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務(共通) 人事 平成30年度　人事（文系事務部） 文系総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務(共通) 人事 平成30年度　証明書 文系総務課長 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務(共通) 調査 平成30年度　毎月勤労統計調査（文系事務部） 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務(共通) 服務 平成30年度　勤務状況報告書（文系事務部） 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2018年度 総務(共通) 服務
平成30年度　勤務時間報告書・超過勤務等命令
簿（文系事務部）

文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2019年度 総務(共通) 服務 平成３1年　休暇簿　文系事務部（常勤） 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 総務(共通) 服務 平成３1年　休暇簿　文系事務部（非常勤） 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 総務(共通) 服務 平成３1年　出勤簿　文系事務部（常勤） 文系総務課長 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 総務(共通) 服務 平成３1年　出勤簿　文系事務部（非常勤） 文系総務課長 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 総務(共通) 服務 平成31年　欠勤届（文系事務部） 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 総務(共通) 服務 平成31年度　勤務状況報告書（文系事務部） 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2019年度 総務(共通) 服務
令和元年度　勤務時間報告・勤務時間管理表（文
系事務部）

文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2019年度 総務(共通) 調査 平成31年度　毎月勤労統計調査（文系事務部） 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 総務(共通) 庶務 平成31年度　広報・名大トピックス 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 総務(共通) 研修 平成31年度　研修（文系事務部） 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2019年度 総務(共通) 郵便
２０１９年４月～２０１９年９月　後納郵便差出表
（人文学）

文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2019年度 総務(共通) 郵便
２０１９年１０月～２０２０年３月　後納郵便差出表
（人文学）

文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2019年度 総務(共通) 郵便
２０１９年４月～２０２０年１月　後納郵便差出表
（教育学）

文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2019年度 総務(共通) 郵便
２０２０年２月～２０２０年３月　後納郵便差出表
（教育学）

文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2019年度 総務(共通) 郵便
２０１９年４月～２０１９年１１月　後納郵便差出表
（法学部）

文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2019年度 総務(共通) 郵便
２０１９年１２月～２０２０年３月　後納郵便差出表
（法学部）

文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2019年度 総務(共通) 郵便
２０１９年４月～２０２０年１月　後納郵便差出表
（経済学部）

文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2019年度 総務(共通) 郵便
２０２０年２月～２０２０年３月　後納郵便差出表
（経済学部）

文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2019年度 総務(共通) 郵便
２０１９年４月～２０２０年３月　後納郵便差出表
（国際開発）

文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2019年度 総務(共通) 共済
平成３１年度　共済組合関係綴　（短期給付・積立
貯金・保険・貸付他）

文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2019年度 総務(共通) 財形 平成３１年度　財形関係 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 総務(共通) 福祉 平成３１年度　健康診断関係綴 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 総務(共通) 調査 平成31年度　調査関係 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 総務(共通) 共済 平成３１年度　退職手続 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 総務(共通) 服務 平成31年度　旅行命令簿（文系事務部） 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 総務(共通) 人事 平成31年度　人事（文系事務部） 文系総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2019年度 総務(共通) 人事
平成31年度　人事（文系事務部）　事務補佐員・
事務員関係

文系総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2019年度 総務(共通) 人事 令和元年度　証明書 文系総務課長 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 総務(共通) 庶務 平成31年度　施設管理関係 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 総務(共通) 庶務 平成31年度　防災関係 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 総務(共通) 総務 令和元年度　個人情報保護 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 総務(共通) 総務 平成31年度　法人文書ファイル 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 総務(共通) 国際 令和2年度　国際交流会館申請 （名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 総務(共通) 研修 令和2年度　研修（文系事務部） （名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 総務(共通) 調査 令和2年度　調査関係等 （名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 総務(共通) 庶務 令和2年度　施設管理関係 （名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 総務(共通) 庶務 令和2年度　防災関係 （名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 総務(共通) 総務 令和2年度　個人情報保護 （名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 総務(共通) 総務 令和2年度　法人文書ファイル （名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 総務(共通) 服務 令和2年　休暇簿　文系事務部（常勤） （名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 総務(共通) 服務 令和2年　休暇簿　文系事務部（非常勤） （名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 総務(共通) 服務 令和2年　出勤簿　文系事務部（常勤） （名大）文系総務課長 2021/4/1 7年 2028/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 総務(共通) 服務 令和2年　出勤簿　文系事務部（非常勤） （名大）文系総務課長 2021/4/1 7年 2028/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 総務(共通) 服務 令和2年　欠勤届（文系事務部） （名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 総務(共通) 服務 令和2年度　勤務状況報告書（文系事務部） （名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2020年度 総務(共通) 服務
令和2年度　勤務時間報告・勤務時間管理表（文
系事務部）

（名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2020年度 総務(共通) 調査 令和2年度　毎月勤労統計調査（文系事務部） （名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 総務(共通) 人事 令和2年度　証明書 （名大）文系総務課長 2021/4/1 7年 2028/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
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2020年度 総務(共通) 郵便
令和２年４月～令和２年９月　後納郵便差出表
（人文学）

（名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2020年度 総務(共通) 郵便
令和２年１月～令和３年３月　後納郵便差出表
（人文学）

（名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2020年度 総務(共通) 郵便
令和２年４月～令和２年１２月　後納郵便差出表
（教育学）

（名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2020年度 総務(共通) 郵便
令和３年１月～令和３年３月　後納郵便差出表
（教育学）

（名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2020年度 総務(共通) 郵便
令和２年４月～令和２年１２月　後納郵便差出表
（法学部）

（名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2020年度 総務(共通) 郵便
令和３年１月～令和３年３月　後納郵便差出表
（法学部）

（名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2020年度 総務(共通) 郵便
令和２年４月～令和３年３月　後納郵便差出表
（経済学部）

（名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2020年度 総務(共通) 郵便
令和２年４月～令和３年３月　後納郵便差出表
（国際開発）

（名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2020年度 総務(共通) 庶務 令和2年度　教員公募 （名大）文系総務課長 2021/4/1 １年 2022/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2020年度 総務(共通) 共済
令和２年度　共済組合関係綴　（短期給付・積立
貯金・保険・貸付他）

（名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2020年度 総務(共通) 財形 令和２年度　財形関係 （名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 総務(共通) 福祉 令和２年度　健康診断関係綴 （名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 総務(共通) 共済 令和２年度　退職手続 （名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 総務(共通) 庶務 令和２年度　広報・名大トピックス （名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2017年度 総務（アジア機構） 庶務
アジア共創教育研究機構　平成２９年４月～平成
３１年３月　１／２

文系総務課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管

2017年度 総務（アジア機構） 庶務
アジア共創教育研究機構　平成２９年４月～平成
３１年３月　２／２

文系総務課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管

2017年度 総務（アジア機構） 服務 平成２９年度旅行命令伺綴 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（アジア機構） 服務 平成２９年度派遣依頼 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（アジア機構） 服務 平成２９年度出勤簿 文系総務課長 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（アジア機構） 服務 平成２９年度休暇簿 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（アジア機構） 服務 平成２９年度振替・代休指定簿 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（アジア機構） 服務 平成２９年度欠勤届 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（アジア機構） 調査 平成２９年度毎月勤労統計調査 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（アジア機構） 任免 平成２９年度　任免関係 文系総務課長 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（アジア機構） 給与 平成２９年度　人事関係 文系総務課長 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2017年度 総務（アジア機構） 給与 平成２９年度　勤務時間報告書 文系総務課長 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（アジア機構） 服務 平成３０年度出張・研修・派遣依頼 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（アジア機構） 服務 平成３０年度出勤簿・休暇簿 文系総務課長 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（アジア機構） 服務 平成３０年度振替・代休指定簿 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（アジア機構） 服務 平成３０年度欠勤届 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（アジア機構） 調査 平成３０年度毎月勤労統計調査 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（アジア機構） 任免 平成３０年度　任免関係 文系総務課長 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（アジア機構） 給与 平成３０年度　人事関係 文系総務課長 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2018年度 総務（アジア機構） 給与 平成３０年度　勤務時間報告書 文系総務課長 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄

2019年度 総務（アジア機構） 庶務
令和元年度（平成３１年度）アジア共創教育研究
機構関係

文系総務課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管

2019年度 総務（アジア機構） 服務 令和元年度（平成３１年度）出張・研修関係 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 総務（アジア機構） 服務 令和元年度（平成３１年度）出勤簿・休暇簿 文系総務課長 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 総務（アジア機構） 服務 令和元年度（平成３１年度）振替・代休指定簿 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 総務（アジア機構） 服務 令和元年度（平成３１年度）欠勤届 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 総務（アジア機構） 調査 令和元年度（平成３１年度）毎月勤労統計調査 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 総務（アジア機構） 任免 令和元年度（平成３１年度）任免関係 文系総務課長 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 総務（アジア機構） 給与 令和元年度（平成３１年度）人事関係 文系総務課長 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2019年度 総務（アジア機構） 給与 令和元年度（平成３１年度）勤務時間報告書 文系総務課長 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 総務（アジア機構） 庶務 令和２年度　アジア共創教育研究機構関係 （名大）文系総務課長 2021/4/1 10 2031/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 移管
2020年度 総務（アジア機構） 服務 令和２年度　出張・研修関係 （名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 総務（アジア機構） 服務 令和２年度　出勤簿・休暇簿 （名大）文系総務課長 2021/4/1 7年 2028/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 総務（アジア機構） 服務 令和２年度　振替・代休指定簿 （名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 総務（アジア機構） 服務 令和２年度　欠勤届 （名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 総務（アジア機構） 調査 令和２年度　毎月勤労統計調査 （名大）文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 総務（アジア機構） 任免 令和２年度　任免関係 （名大）文系総務課長 2021/4/1 10 2031/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 総務（アジア機構） 給与 令和２年度　人事関係 （名大）文系総務課長 2021/4/1 7 2027/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
2020年度 総務（アジア機構） 給与 令和２年度　勤務時間報告書 （名大）文系総務課長 2021/4/1 7 2027/3/31 紙 文系総務課事務室 （名大）文系総務課長 廃棄
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1952年度 総務(附属学校) 規程 内規等 教育学部事務長 1953/4/1 永年 - 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
1956年度 総務(附属学校) 名簿 卒業者名簿 教育学部事務長 1957/4/1 永年 - 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
1957年度 総務(附属学校) 名簿 除籍簿 教育学部事務長 1958/4/1 永年 - 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
1957年度 総務(附属学校) 名簿 入学者名簿 教育学部事務長 1958/4/1 永年 - 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
1971年度 総務(附属学校) 国有財産 昭和46~平成13年度　国有財産台帳（副本） 教育学部事務長 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2001年度 総務(附属学校) 成績 平成12年度卒業　生徒指導要録（第49回生）　高等学校 教育学部事務長 2002/4/1 20年 2022/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 移管
2001年度 総務(附属学校) 成績 平成12年度卒業　生徒指導要録（第52回生）　中学校 教育学部事務長 2002/4/1 20年 2022/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 移管
2001年度 総務(附属学校) 成績 平成13年度　学習成績一覧表 教育学部事務長 2002/4/1 20年 2022/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2002年度 総務(附属学校) 成績 平成13年度卒業　生徒指導要録（第50回生）　高等学校 教育学部事務長 2003/4/1 20年 2023/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 移管
2002年度 総務(附属学校) 成績 平成13年度卒業　生徒指導要録（第53回生）　中学校 教育学部事務長 2003/4/1 20年 2023/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 移管
2002年度 総務(附属学校) 成績 平成14年度　学習成績一覧表 教育学部事務長 2003/4/1 20年 2023/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2003年度 総務(附属学校) 成績 平成14年度卒業　生徒指導要録（第51回生）　高等学校 教育学部事務長 2004/4/1 20年 2024/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 移管
2003年度 総務(附属学校) 成績 平成14年度卒業　生徒指導要録（第54回生）　中学校 教育学部事務長 2004/4/1 20年 2024/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 移管
2003年度 総務(附属学校) 成績 平成15年度　学習成績一覧表 教育学部事務長 2004/4/1 20年 2024/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2004年度 総務(附属学校) 成績 平成15年度卒業　生徒指導要録（第52回生）　高等学校 教育学部事務長 2005/4/1 20年 2025/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 移管
2004年度 総務(附属学校) 成績 平成15年度卒業　生徒指導要録（第55回生）　中学校 教育学部事務長 2005/4/1 20年 2025/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 移管
2004年度 総務(附属学校) 成績 平成16年度　学習成績一覧表 教育学部事務長 2005/4/1 20年 2025/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2005年度 総務(附属学校) 成績 平成16年度卒業　生徒指導要録（第53回生）　高等学校 教育学部事務長 2006/4/1 20年 2026/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 移管
2005年度 総務(附属学校) 成績 平成16年度卒業　生徒指導要録（第56回生）　中学校 教育学部事務長 2006/4/1 20年 2026/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 移管
2005年度 総務(附属学校) 成績 平成17年度　学習成績一覧表 教育学部事務長 2006/4/1 20年 2026/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2006年度 総務(附属学校) 成績 平成17年度卒業　生徒指導要録（第54回生）　高等学校 教育学部事務長 2007/4/1 20年 2027/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 移管
2006年度 総務(附属学校) 成績 平成17年度卒業　生徒指導要録（第57回生）　中学校 教育学部事務長 2007/4/1 20年 2027/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 移管
2006年度 総務(附属学校) 成績 平成18年度　学習成績一覧表 教育学部事務長 2007/4/1 20年 2027/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2007年度 総務(附属学校) 成績 平成18年度卒業　生徒指導要録（第55回生）　高等学校 文系総務課長 2008/4/1 20年 2028/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 移管
2007年度 総務(附属学校) 成績 平成18年度卒業　生徒指導要録（第58回生）　中学校 文系総務課長 2008/4/1 20年 2028/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 移管
2007年度 総務(附属学校) 成績 平成19年度　学習成績一覧表 文系総務課長 2008/4/1 20年 2028/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄

2007年度 総務(附属学校) 任免 平成１９年度　採用・異動・退職等関係 文系総務課長 2008/4/1 20年 2028/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 移管
当初の保存期間満了日：
2013年3月31日
延長期間：15年

2008年度 総務(附属学校) 成績 平成19年度卒業　生徒指導要録（第56回生）　高等学校 文系総務課長 2009/4/1 20年 2029/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 移管
2008年度 総務(附属学校) 成績 平成19年度卒業　生徒指導要録（第59回生）　中学校 文系総務課長 2009/4/1 20年 2029/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 移管
2008年度 総務(附属学校) 成績 平成20年度　学習成績一覧表 文系総務課長 2009/4/1 20年 2029/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄

2008年度 総務(附属学校) 任免 平成２０年度　採用・異動・退職等関係 文系総務課長 2009/4/1 20年 2029/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 移管
当初の保存期間満了日：
2014年3月31日
延長期間：15年

2009年度 総務(附属学校) 成績 平成20年度卒業　生徒指導要録（第57回生）　高等学校 文系総務課長 2010/4/1 20年 2030/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 移管
2009年度 総務(附属学校) 成績 平成20年度卒業　生徒指導要録（第60回生）　中学校 文系総務課長 2010/4/1 20年 2030/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 移管
2009年度 総務(附属学校) 成績 平成21年度　学習成績一覧表 文系総務課長 2010/4/1 20年 2030/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄

2009年度 総務(附属学校) 任免 平成２１年度　採用・異動・退職等関係 文系総務課長 2010/4/1 20年 2030/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 移管
当初の保存期間満了日：
2015年3月31日
延長期間：15年

2009年度 総務(附属学校) 調書 核燃料物質等調査について 文系総務課長 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2010年度 総務(附属学校) 成績 平成21年度卒業　生徒指導要録（第58回生）　高等学校 文系総務課長 2011/4/1 20年 2031/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 移管
2010年度 総務(附属学校) 成績 平成21年度卒業　生徒指導要録（第61回生）　中学校 文系総務課長 2011/4/1 20年 2031/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 移管
2010年度 総務(附属学校) 成績 平成22年度　学習成績一覧表 文系総務課長 2011/4/1 20年 2031/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄

20１0年度 総務(附属学校) 任免 平成２２年度　採用・異動・退職等関係 文系総務課長 2011/4/1 20年 2031/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 移管
当初の保存期間満了日：
2016年3月31日
延長期間：15年

2011年度 総務(附属学校) 会議 平成23年度　合同運営委員会 文系総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2011年度 総務(附属学校) 予算 平成23年度国立学校施設整備費　概算・営繕要求 文系総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2011年度 総務(附属学校) 債権管理 平成23年度債権発生通知書 文系総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2011年度 総務(附属学校) 施設 平成23年度電気保安点検書類 文系総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2011年度 総務(附属学校) 予算 平成23年度　歳出概算要求関係資料 文系総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2011年度 総務(附属学校) 予算 平成23年度　歳出概算要求関係資料 文系総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2011年度 総務(附属学校) 教務 平成23年度　卒業・入学関係 文系総務課長 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2011年度 総務(附属学校) 成績 平成22年度卒業　生徒指導要録（第59回生）　高等学校 文系総務課長 2012/4/1 20年 2032/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 移管
2011年度 総務(附属学校) 成績 平成22年度卒業　生徒指導要録（第62回生）　中学校 文系総務課長 2012/4/1 20年 2032/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 移管
2011年度 総務(附属学校) 成績 平成23年度　学習成績一覧表 文系総務課長 2012/4/1 20年 2032/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄

2011年度 総務(附属学校) 任免 平成２３年度　採用・異動・退職等関係 文系総務課長 2012/4/1 20年 2032/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 移管
当初の保存期間満了日：
2017年3月31日
延長期間：15年

2011年度 総務(附属学校) 施設 防火管理台帳 文系総務課長 2012/4/1 無期限 － 紙 文系経理課事務室 文系経理課長 廃棄

2012年度 総務(附属学校) 任免 平成２４年度　採用・異動・退職等関係 文系総務課長 2013/4/1 20年 2033/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 移管
当初の保存期間満了日：
2018年3月31日
延長期間：15年

2012年度 総務(附属学校) 会議 平成24年度　合同運営委員会 文系総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2012年度 総務(附属学校) 予算 平成24年度国立学校施設整備費　概算・営繕要求 文系総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2012年度 総務(附属学校) 債権管理 平成24年度債権発生通知書 文系総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2012年度 総務(附属学校) 施設 平成24年度電気保安点検書類 文系総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2012年度 総務(附属学校) 予算 平成24年度　歳出概算要求関係資料 文系総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2012年度 総務(附属学校) 教務 平成24年度　卒業・入学関係 文系総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2012年度 総務(附属学校) 成績 平成23年度卒業　生徒指導要録（第60回生）　高等学校 文系総務課長 2013/4/1 20年 2033/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 移管
2012年度 総務(附属学校) 成績 平成23年度卒業　生徒指導要録（第63回生）　中学校 文系総務課長 2013/4/1 20年 2033/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 移管
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2012年度 総務(附属学校) 成績 平成24年度　学習成績一覧表 文系総務課長 2013/4/1 20年 2033/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2012年度 総務(附属学校) 予算 平成24年度　歳出概算要求関係資料 文系総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄

2013年度 総務(附属学校) 任免 平成25年度　採用・異動・退職等関係 文系総務課長 2014/4/1 20年 2034/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 移管
当初の保存期間満了日：2019年3月
31日延長期間：15年

2013年度 総務(附属学校) 会議 平成25年度　合同運営委員会 文系総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2013年度 総務(附属学校) 予算 平成25年度国立学校施設整備費　概算・営繕要求 文系総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2013年度 総務(附属学校) 教務 平成25年度　入学・卒業関係 文系総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2013年度 総務(附属学校) 予算 平成25年度　歳出概算要求関係資料 文系総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2013年度 総務(附属学校) 成績 平成24年度卒業　生徒指導要録（第61回生）　高等学校 文系総務課長 2014/4/1 20年 2034/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 移管
2013年度 総務(附属学校) 成績 平成24年度卒業　生徒指導要録（第64回生）　中学校 文系総務課長 2014/4/1 20年 2034/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 移管
2013年度 総務(附属学校) 成績 平成25年度　学習成績一覧表 文系総務課長 2014/4/1 20年 2034/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄

2014年度 総務(附属学校) 任免 平成26年度　採用・異動・退職等関係 文系総務課長 2015/4/1 5年 2035/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 移管
当初の保存期間満了日：
2020年3月31日
延長期間：15年

2014年度 経理(附属学校） 契約 平成26年度　警備契約 文系総務課長 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2014年度 経理(附属学校） 支出 平成26年度　支出決定決議書(１／１１) 文系総務課長 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2014年度 経理(附属学校） 支出 平成26年度　支出決定決議書(１０／１１) 文系総務課長 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2014年度 経理(附属学校） 支出 平成26年度　支出決定決議書(１１／１１) 文系総務課長 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2014年度 経理(附属学校） 支出 平成26年度　支出決定決議書(２／１１) 文系総務課長 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2014年度 経理(附属学校） 支出 平成26年度　支出決定決議書(３／１１) 文系総務課長 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2014年度 経理(附属学校） 支出 平成26年度　支出決定決議書(４／１１) 文系総務課長 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2014年度 経理(附属学校） 支出 平成26年度　支出決定決議書(５／１１) 文系総務課長 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2014年度 経理(附属学校） 支出 平成26年度　支出決定決議書(６／１１) 文系総務課長 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2014年度 経理(附属学校） 支出 平成26年度　支出決定決議書(７／１１) 文系総務課長 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2014年度 経理(附属学校） 支出 平成26年度　支出決定決議書(８／１１) 文系総務課長 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2014年度 経理(附属学校） 支出 平成26年度　支出決定決議書(９／１１) 文系総務課長 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2014年度 経理(附属学校） 収入 平成26年度　収入決定決議書 文系総務課長 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2014年度 経理(附属学校） 収入 平成26年度　入学料関係 文系総務課長 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2014年度 総務(附属学校) 会議 平成26年度　合同運営委員会 文系総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2014年度 総務(附属学校) 教務 平成26年度　入学・卒業関係 文系総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2014年度 総務(附属学校) 成績 平成25年度卒業　生徒指導要録（第62回生）　高等学校 文系総務課長 2015/4/1 20年 2035/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 移管
2014年度 総務(附属学校) 成績 平成25年度卒業　生徒指導要録（第65回生）　中学校 文系総務課長 2015/4/1 20年 2035/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 移管
2014年度 総務(附属学校) 成績 平成26年度　学習成績一覧表 文系総務課長 2015/4/1 20年 2035/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄

2015年度 総務(附属学校) 任免 平成27年度　採用・異動・退職等関係 文系総務課長 2016/4/1 5年 2036/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 移管
当初の保存期間満了日：
2021年3月31日
延長期間：15年

2015年度 経理(附属学校） 支出 平成27年度　支出決定決議書(１／１１) 文系総務課長 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2015年度 経理(附属学校） 支出 平成27年度　支出決定決議書(１０／１１) 文系総務課長 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2015年度 経理(附属学校） 支出 平成27年度　支出決定決議書(１１／１１) 文系総務課長 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2015年度 経理(附属学校） 支出 平成27年度　支出決定決議書(２／１１) 文系総務課長 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2015年度 経理(附属学校） 支出 平成27年度　支出決定決議書(３／１１) 文系総務課長 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2015年度 経理(附属学校） 支出 平成27年度　支出決定決議書(４／１１) 文系総務課長 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2015年度 経理(附属学校） 支出 平成27年度　支出決定決議書(５／１１) 文系総務課長 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2015年度 経理(附属学校） 支出 平成27年度　支出決定決議書(６／１１) 文系総務課長 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2015年度 経理(附属学校） 支出 平成27年度　支出決定決議書(７／１１) 文系総務課長 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2015年度 経理(附属学校） 支出 平成27年度　支出決定決議書(８／１１) 文系総務課長 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2015年度 経理(附属学校） 支出 平成27年度　支出決定決議書(９／１１) 文系総務課長 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2015年度 経理(附属学校） 収入 平成27年度　収入決定決議書 文系総務課長 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2015年度 経理(附属学校） 収入 平成27年度　入学料関係 文系総務課長 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2015年度 総務(附属学校) 会議 平成27年度　合同運営委員会 文系総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2015年度 総務(附属学校) 教務 平成27年度　入学・卒業関係 文系総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2015年度 総務(附属学校) 成績 平成26年度卒業　生徒指導要録（第63回生）　高等学校 文系総務課長 2016/4/1 20年 2036/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 移管
2015年度 総務(附属学校) 成績 平成26年度卒業　生徒指導要録（第66回生）　中学校 文系総務課長 2016/4/1 20年 2036/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 移管
2015年度 総務(附属学校) 成績 平成27年度　学習成績一覧表 文系総務課長 2016/4/1 20年 2036/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2016年度 経理(附属学校） 財務 検収業務・発注届出書・化学物質 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2016年度 経理(附属学校） 外部資金 平成28年度　預かり金収支報告書 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2016年度 経理(附属学校） 保険 平成28年度　医療費支払い請求書 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2016年度 総務(附属学校) 服務 平成28年度　勤務状況報告 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2016年度 経理(附属学校） 資産 平成28年度　固定資産の貸与関係（後援会） 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2016年度 経理(附属学校） 資産 平成28年度　資産管理票 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2016年度 経理(附属学校） 財務 平成28年度　施設関係 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2016年度 経理(附属学校） 財務 平成28年度　施設調書・報告書 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2016年度 経理(附属学校） 支出 平成28年度　諸謝金・会議費支出伺い 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2016年度 経理(附属学校） 財務 平成28年度　用度関係 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2016年度 経理(附属学校） 財務 平成28年度　予算関係 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2016年度 経理(附属学校） 財務 平成28年度　予算関係調書 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2016年度 総務(附属学校) 服務 平成28年　出勤簿・休暇簿 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2016年度 経理(附属学校） 奨学金 平成28年度　愛知県奨学金 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2016年度 総務(附属学校) 給与 平成28年度　勤勉手当・優秀者昇給関係 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2016年度 経理(附属学校） 奨学金 平成28年度　各種奨学金 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2016年度 総務(附属学校) 調査 平成28年度　学校基本調査等関係 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2016年度 総務(附属学校) 教職 平成28年度　教育実習関係 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2016年度 総務(附属学校) 教職 平成28年度　教員免許更新関係 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
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2016年度 総務(附属学校) 給与 平成28年度　勤務時間報告関係 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2016年度 総務(附属学校) 服務 平成28年度　兼業関係 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2016年度 総務(附属学校) 任免 平成28年度　採用・異動・退職等関係 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 移管
2016年度 経理(附属学校） 奨学金 平成28年度　就学援助関係 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2016年度 経理(附属学校） 奨学金 平成28年度　就学支援金所得確認関係 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2016年度 経理(附属学校） 奨学金 平成28年度　就学支援金関係　No.1 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2016年度 経理(附属学校） 奨学金 平成28年度　就学支援金関係　No.2 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2016年度 経理(附属学校） 奨学金 平成28年度　就学支援金関係通知　事務処理要領等 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2016年度 経理(附属学校） 奨学金 平成28年度　日本学生支援機構 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2016年度 総務(附属学校) 入試 平成28年度　入試関係 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2016年度 総務(附属学校) 郵便物 平成28年度　郵便物発送請求書 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2016年度 総務(附属学校) 服務 平成28年度　旅行命令簿等 文系総務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2016年度 経理(附属学校） 支出 平成28年度　支出決定決議書(１／１１) 文系総務課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2016年度 経理(附属学校） 支出 平成28年度　支出決定決議書(１０／１１) 文系総務課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2016年度 経理(附属学校） 支出 平成28年度　支出決定決議書(１１／１１) 文系総務課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2016年度 経理(附属学校） 支出 平成28年度　支出決定決議書(２／１１) 文系総務課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2016年度 経理(附属学校） 支出 平成28年度　支出決定決議書(３／１１) 文系総務課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2016年度 経理(附属学校） 支出 平成28年度　支出決定決議書(４／１１) 文系総務課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2016年度 経理(附属学校） 支出 平成28年度　支出決定決議書(５／１１) 文系総務課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2016年度 経理(附属学校） 支出 平成28年度　支出決定決議書(６／１１) 文系総務課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2016年度 経理(附属学校） 支出 平成28年度　支出決定決議書(７／１１) 文系総務課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2016年度 経理(附属学校） 支出 平成28年度　支出決定決議書(８／１１) 文系総務課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2016年度 経理(附属学校） 支出 平成28年度　支出決定決議書(９／１１) 文系総務課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2016年度 経理(附属学校） 収入 平成28年度　収入決定決議書 文系総務課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2016年度 経理(附属学校） 収入 平成28年度　入学料関係 文系総務課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2016年度 総務(附属学校) 会議 平成28年度　合同運営委員会 文系総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2016年度 総務(附属学校) 教務 平成28年度　入学・卒業関係 文系総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2016年度 総務(附属学校) 成績 平成27年度卒業　生徒指導要録（第64回生）　高等学校 文系総務課長 2017/4/1 20年 2037/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 移管
2016年度 総務(附属学校) 成績 平成27年度卒業　生徒指導要録（第67回生）　中学校 文系総務課長 2017/4/1 20年 2037/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 移管
2016年度 総務(附属学校) 成績 平成28年度　学習成績一覧表 文系総務課長 2017/4/1 20年 2037/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2017年度 経理(附属学校） 財務 検収業務・発注届出書・化学物質 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2017年度 経理(附属学校） 外部資金 平成29年度　預かり金収支報告書 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2017年度 経理(附属学校） 保険 平成29年度　医療費支払い請求書 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2017年度 総務(附属学校) 服務 平成29年度　勤務状況報告 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2017年度 経理(附属学校） 資産 平成29年度　資産管理票 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2017年度 経理(附属学校） 財務 平成29年度　施設関係 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2017年度 経理(附属学校） 財務 平成29年度　施設調書・報告書 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2017年度 経理(附属学校） 支出 平成29年度　諸謝金・会議費支出伺い 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2017年度 経理(附属学校） 財務 平成29年度　用度関係 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2017年度 経理(附属学校） 財務 平成29年度　予算関係 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2017年度 経理(附属学校） 財務 平成29年度　予算関係調書 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2017年度 総務(附属学校) 服務 平成29年　出勤簿・休暇簿 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2017年度 経理(附属学校） 奨学金 平成29年度　愛知県奨学金 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2017年度 総務(附属学校) 給与 平成29年度　勤勉手当・優秀者昇給関係 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2017年度 経理(附属学校） 奨学金 平成29年度　各種奨学金 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2017年度 総務(附属学校) 調査 平成29年度　学校基本調査等関係 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2017年度 総務(附属学校) 教職 平成29年度　教育実習関係 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2017年度 総務(附属学校) 教職 平成29年度　教員免許更新関係 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2017年度 総務(附属学校) 給与 平成29年度　勤務時間報告関係 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2017年度 総務(附属学校) 服務 平成29年度　兼業関係 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2017年度 総務(附属学校) 任免 平成29年度　採用・異動・退職等関係 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 移管
2017年度 経理(附属学校） 奨学金 平成29年度　就学援助関係 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2017年度 経理(附属学校） 奨学金 平成29年度　就学支援金認定申請関係 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2017年度 経理(附属学校） 奨学金 平成29年度　就学支援金収入状況届関係① 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2017年度 経理(附属学校） 奨学金 平成29年度　就学支援金収入状況届関係② 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2017年度 経理(附属学校） 奨学金 平成29年度　就学支援金通知・要領等 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2017年度 経理(附属学校） 奨学金 平成29年度　日本学生支援機構 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2017年度 総務(附属学校) 入試 平成29年度　入試関係 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2017年度 総務(附属学校) 郵便物 平成29年度　郵便物発送請求書 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2017年度 総務(附属学校) 服務 平成29年度　旅行命令簿等 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2017年度 経理(附属学校） 支出 平成29年度　予算執行振替伝票 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2017年度 経理(附属学校） 収入 平成29年度　債権計上票 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2017年度 経理(附属学校） 奨学金 平成29年度　名古屋市奨学金 文系総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2017年度 経理(附属学校） 支出 平成29年度　支出決定決議書(１／１１) 文系総務課長 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2017年度 経理(附属学校） 支出 平成29年度　支出決定決議書(１０／１１) 文系総務課長 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2017年度 経理(附属学校） 支出 平成29年度　支出決定決議書(１１／１１) 文系総務課長 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2017年度 経理(附属学校） 支出 平成29年度　支出決定決議書(２／１１) 文系総務課長 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2017年度 経理(附属学校） 支出 平成29年度　支出決定決議書(３／１１) 文系総務課長 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2017年度 経理(附属学校） 支出 平成29年度　支出決定決議書(４／１１) 文系総務課長 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2017年度 経理(附属学校） 支出 平成29年度　支出決定決議書(５／１１) 文系総務課長 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2017年度 経理(附属学校） 支出 平成29年度　支出決定決議書(６／１１) 文系総務課長 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2017年度 経理(附属学校） 支出 平成29年度　支出決定決議書(７／１１) 文系総務課長 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2017年度 経理(附属学校） 支出 平成29年度　支出決定決議書(８／１１) 文系総務課長 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
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2017年度 経理(附属学校） 支出 平成29年度　支出決定決議書(９／１１) 文系総務課長 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2017年度 経理(附属学校） 収入 平成29年度　収入決定決議書 文系総務課長 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2017年度 経理(附属学校） 収入 平成29年度　入学料関係 文系総務課長 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2017年度 総務(附属学校) 会議 平成29年度　合同運営委員会 文系総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2017年度 総務(附属学校) 教務 平成29年度　入学・卒業関係 文系総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2017年度 総務(附属学校) 成績 平成29年度　学習成績一覧表 文系総務課長 2018/4/1 20年 2038/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2017年度 総務(附属学校) 成績 平成28年度卒業　生徒指導要録（第65回生）　高等学校 文系総務課長 2018/4/1 20年 2038/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 移管
2017年度 総務(附属学校) 成績 平成28年度卒業　生徒指導要録（第68回生）　中学校 文系総務課長 2018/4/1 20年 2038/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 移管
2018年度 経理(附属学校） 財務 検収業務・発注届出書・化学物質 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2018年度 経理(附属学校） 外部資金 平成30年度　預かり金収支報告書 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2018年度 経理(附属学校） 保険 平成30年度　医療費支払い請求書 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2018年度 総務(附属学校) 服務 平成30年度　勤務状況報告 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2018年度 経理(附属学校） 資産 平成30年度　資産管理票 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2018年度 経理(附属学校） 財務 平成30年度　施設関係 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2018年度 経理(附属学校） 財務 平成30年度　施設調書・報告書 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2018年度 経理(附属学校） 支出 平成30年度　諸謝金・会議費支出伺い 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2018年度 経理(附属学校） 財務 平成30年度　用度関係 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2018年度 経理(附属学校） 財務 平成30年度　予算関係 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2018年度 経理(附属学校） 財務 平成30年度　予算関係調書 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2018年度 総務(附属学校) 服務 平成30年　出勤簿・休暇簿 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2018年度 経理(附属学校） 奨学金 平成30年度　愛知県奨学金 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2018年度 総務(附属学校) 給与 平成30年度　勤勉手当・優秀者昇給関係 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2018年度 経理(附属学校） 奨学金 平成30年度　各種奨学金 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2018年度 総務(附属学校) 調査 平成30年度　学校基本調査等関係 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2018年度 総務(附属学校) 教職 平成30年度　教育実習関係 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2018年度 総務(附属学校) 教職 平成30年度　教員免許更新関係 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2018年度 総務(附属学校) 給与 平成30年度　勤務時間報告関係 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2018年度 総務(附属学校) 服務 平成30年度　兼業関係 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2018年度 総務(附属学校) 任免 平成30年度　採用・異動・退職等関係 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 移管
2018年度 経理(附属学校） 奨学金 平成30年度　就学援助関係 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2018年度 経理(附属学校） 奨学金 平成30年度　就学支援金認定申請関係 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2018年度 経理(附属学校） 奨学金 平成30年度　就学支援金収入状況届関係① 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2018年度 経理(附属学校） 奨学金 平成30年度　就学支援金収入状況届関係② 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2018年度 経理(附属学校） 奨学金 平成30年度　就学支援金通知・要領等 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2018年度 経理(附属学校） 奨学金 平成30年度　日本学生支援機構 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2018年度 総務(附属学校) 入試 平成30年度　入試関係 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2018年度 総務(附属学校) 郵便物 平成30年度　郵便物発送請求書 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2018年度 総務(附属学校) 服務 平成30年度　旅行命令簿等 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2018年度 経理(附属学校） 支出 平成30年度　予算執行振替伝票 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2018年度 経理(附属学校） 収入 平成30年度　債権計上票 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2018年度 経理(附属学校） 奨学金 平成30年度　名古屋市奨学金 文系総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2018年度 経理(附属学校） 支出 平成30年度　支出決定決議書(１／１１) 文系総務課長 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2018年度 経理(附属学校） 支出 平成30年度　支出決定決議書(１０／１１) 文系総務課長 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2018年度 経理(附属学校） 支出 平成30年度　支出決定決議書(１１／１１) 文系総務課長 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2018年度 経理(附属学校） 支出 平成30年度　支出決定決議書(２／１１) 文系総務課長 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2018年度 経理(附属学校） 支出 平成30年度　支出決定決議書(３／１１) 文系総務課長 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2018年度 経理(附属学校） 支出 平成30年度　支出決定決議書(４／１１) 文系総務課長 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2018年度 経理(附属学校） 支出 平成30年度　支出決定決議書(５／１１) 文系総務課長 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2018年度 経理(附属学校） 支出 平成30年度　支出決定決議書(６／１１) 文系総務課長 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2018年度 経理(附属学校） 支出 平成30年度　支出決定決議書(７／１１) 文系総務課長 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2018年度 経理(附属学校） 支出 平成30年度　支出決定決議書(８／１１) 文系総務課長 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2018年度 経理(附属学校） 支出 平成30年度　支出決定決議書(９／１１) 文系総務課長 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2018年度 経理(附属学校） 収入 平成30年度　収入決定決議書 文系総務課長 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2018年度 経理(附属学校） 収入 平成30年度　入学料関係 文系総務課長 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2018年度 総務(附属学校) 会議 平成30年度　合同運営委員会 文系総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2018年度 総務(附属学校) 教務 平成30年度　入学・卒業関係 文系総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2018年度 総務(附属学校) 成績 平成30年度　学習成績一覧表 文系総務課長 2019/4/1 20年 2039/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2018年度 総務(附属学校) 成績 平成29年度卒業　生徒指導要録（第65回生）　高等学校 文系総務課長 2019/4/1 20年 2039/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 移管
2018年度 総務(附属学校) 成績 平成29年度卒業　生徒指導要録（第68回生）　中学校 文系総務課長 2019/4/1 20年 2039/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 移管
2019年度 総務(附属学校) 服務 平成３１年度　勤務状況報告 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2019年度 総務(附属学校) 服務 平成３１年　出勤簿・休暇簿 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2019年度 総務(附属学校) 給与 平成３１年度　勤勉手当・優秀者昇給関係 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2019年度 総務(附属学校) 調査 平成３１年度　学校基本調査等関係 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2019年度 総務(附属学校) 教職 平成３１年度　教育実習関係 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2019年度 総務(附属学校) 教職 平成３１年度　教員免許更新関係 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2019年度 総務(附属学校) 給与 平成３１年度　勤務時間報告関係 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2019年度 総務(附属学校) 服務 平成３１年度　兼業関係 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2019年度 総務(附属学校) 任免 平成３１年度　採用・異動・退職等関係 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 移管
2019年度 総務(附属学校) 入試 平成３１年度　入試関係 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2019年度 総務(附属学校) 郵便物 平成3１年度　郵便物発送請求書 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2019年度 総務(附属学校) 服務 平成3１年度　旅行命令簿等 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2019年度 総務(附属学校) 会議 平成3１年度　合同運営委員会 文系総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2019年度 総務(附属学校) 教務 平成3１年度　入学・卒業関係 文系総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
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2019年度 総務(附属学校) 成績 平成3１年度　学習成績一覧表 文系総務課長 2020/4/1 20年 2040/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2019年度 総務(附属学校) 成績 平成30年度卒業　生徒指導要録（第66回生）　高等学校 文系総務課長 2020/4/1 20年 2040/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 移管
2019年度 総務(附属学校) 成績 平成30年度卒業　生徒指導要録（第69回生）　中学校 文系総務課長 2020/4/1 20年 2040/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 移管
2019年度 総務(附属学校) 財務 平成31年度　施設関係 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2019年度 総務(附属学校) 財務 平成31年度　施設調書・報告書 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2019年度 総務(附属学校) 財務 平成31年度　用度関係 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2019年度 総務(附属学校) 財務 平成31年度　予算関係 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2019年度 総務(附属学校) 財務 平成31年度　予算関係調書 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2019年度 総務(附属学校) 奨学金 平成31年度　愛知県奨学金 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2019年度 総務(附属学校) 奨学金 平成31年度　各種奨学金 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2019年度 総務(附属学校) 奨学金 平成31年度　就学援助関係 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2019年度 総務(附属学校) 奨学金 平成31年度　就学支援金認定申請関係 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2019年度 総務(附属学校) 奨学金 平成31年度　就学支援金収入状況届関係① 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2019年度 総務(附属学校) 奨学金 平成31年度　就学支援金収入状況届関係② 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2019年度 総務(附属学校) 奨学金 平成31年度　就学支援金通知・要領等 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2019年度 総務(附属学校) 奨学金 平成31年度　日本学生支援機構 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2019年度 総務(附属学校) 奨学金 平成31年度　名古屋市奨学金 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2019年度 総務(附属学校) 奨学金 平成31年度　岐阜県子ども奨学金 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2019年度 総務(附属学校) 収入 平成31年度　債権計上票 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2019年度 総務(附属学校) 収入 平成31年度　入学料関係 文系総務課長 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2019年度 総務(附属学校) 財務 検収業務・発注届出書・化学物質 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2019年度 総務(附属学校) 外部資金 平成31年度　預かり金収支報告書 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2019年度 総務(附属学校) 保険 平成3１年度　医療費支払い請求書 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2019年度 総務(附属学校) 支出 平成3１年度　諸謝金・会議費支出伺い 文系総務課長 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2019年度 総務(附属学校) 支出 平成3１年度　支出決定決議書(１／１１) 文系総務課長 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2019年度 総務(附属学校) 支出 平成3１年度　支出決定決議書(１０／１１) 文系総務課長 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2019年度 総務(附属学校) 支出 平成3１年度　支出決定決議書(１１／１１) 文系総務課長 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2019年度 総務(附属学校) 支出 平成3１年度　支出決定決議書(２／１１) 文系総務課長 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2019年度 総務(附属学校) 支出 平成3１年度　支出決定決議書(３／１１) 文系総務課長 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2019年度 総務(附属学校) 支出 平成3１年度　支出決定決議書(４／１１) 文系総務課長 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2019年度 総務(附属学校) 支出 平成3１年度　支出決定決議書(５／１１) 文系総務課長 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2019年度 総務(附属学校) 支出 平成3１年度　支出決定決議書(６／１１) 文系総務課長 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2019年度 総務(附属学校) 支出 平成3１年度　支出決定決議書(７／１１) 文系総務課長 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2019年度 総務(附属学校) 支出 平成3１年度　支出決定決議書(８／１１) 文系総務課長 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2019年度 総務(附属学校) 支出 平成3１年度　支出決定決議書(９／１１) 文系総務課長 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2019年度 経理(附属学校） 支出 平成3１年度　予算執行振替伝票 文系総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2020年度 総務(附属学校) 服務 令和２年度　勤務状況報告 文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2020年度 総務(附属学校) 服務 令和２年　出勤簿・休暇簿 文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2020年度 総務(附属学校) 給与 令和２年度　勤勉手当・優秀者昇給関係 文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2020年度 総務(附属学校) 調査 令和２年度　学校基本調査等関係 文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2020年度 総務(附属学校) 教職 令和２年度　教育実習関係 文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2020年度 総務(附属学校) 給与 令和２年度　勤務時間報告関係 文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2020年度 総務(附属学校) 服務 令和２年度　兼業関係 文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2020年度 総務(附属学校) 任免 令和年度　採用・異動・退職等関係 文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 移管
2020年度 総務(附属学校) 入試 令和２年度　入試関係 文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2020年度 総務(附属学校) 会議 令和２年度　合同運営委員会 文系総務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2020年度 総務(附属学校) 教務 令和２年度　入学・卒業関係 文系総務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2020年度 総務(附属学校) 成績 令和２年度　学習成績一覧表 文系総務課長 2021/4/1 20年 2041/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2020年度 総務(附属学校) 成績 平成3１年度卒業　生徒指導要録（第67回生）　高等学校 文系総務課長 2021/4/1 20年 2041/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 移管
2020年度 総務(附属学校) 成績 平成3１年度卒業　生徒指導要録（第70回生）　中学校 文系総務課長 2021/4/1 20年 2041/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 移管
2020年度 総務(附属学校) 財務 令和２年度　施設関係 文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2020年度 総務(附属学校) 財務 令和２年度　施設調書・報告書 文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2020年度 総務(附属学校) 財務 令和２年度　用度関係 文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2020年度 総務(附属学校) 財務 令和２年度　予算関係 文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2020年度 総務(附属学校) 財務 令和２年度　予算関係調書 文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2020年度 総務(附属学校) 奨学金 令和２年度　愛知県奨学金 文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2020年度 総務(附属学校) 奨学金 令和２年度　各種奨学金 文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2020年度 総務(附属学校) 奨学金 令和２年度　就学援助関係 文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2020年度 総務(附属学校) 奨学金 令和２年度　就学支援金認定申請関係 文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2020年度 総務(附属学校) 奨学金 令和２年度　就学支援金収入状況届関係① 文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2020年度 総務(附属学校) 奨学金 令和２年度　就学支援金収入状況届関係② 文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2020年度 総務(附属学校) 奨学金 令和２年度　就学支援金通知・要領等 文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2020年度 総務(附属学校) 奨学金 令和２年度　日本学生支援機構 文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2020年度 総務(附属学校) 奨学金 令和２年度　名古屋市奨学金 文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2020年度 総務(附属学校) 収入 令和２年度　債権計上票 文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2020年度 総務(附属学校) 収入 令和２年度　入学料関係 文系総務課長 2021/4/1 7年 2028/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2020年度 総務(附属学校) 財務 検収業務・発注届出書・化学物質 文系総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2020年度 総務(附属学校) 外部資金 令和2年度　預かり金収支報告書 文系総務課長 2020/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2020年度 総務(附属学校) 保険 令和2年度　医療費支払い請求書 文系総務課長 2020/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2020年度 総務(附属学校) 支出 令和2年度　諸謝金・会議費支出伺い 文系総務課長 2020/4/1 7年 2028/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2020年度 総務(附属学校) 支出 令和2年度　予算執行振替伝票 文系総務課長 2020/4/1 7年 2028/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2020年度 総務(附属学校) 外部資金 令和2年度　外部資金関係（政府補助金） 文系総務課長 2021/4/1 7年 2028/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
2020年度 総務(附属学校) 外部資金 令和2年度　外部資金関係（助成金） 文系総務課長 2021/4/1 7年 2028/3/31 紙 附属学校事務室 文系総務課長 廃棄
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2018年度 統括･学生支援 統括・学生支援 平成３０年度文書管理マニュアル 文系教務課長 2019/4/1 ３年 2022/3/31 紙 文系教務課会議室 （名大）文系教務課長 廃棄
2012年度 共通 共通 証明書に関する申し送り 文系教務課長 2013/4/1 無期限 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2016年度 学生支援 奨学金 名古屋大学学術奨励賞奨学金　日本学術振興会育志賞【平成２８年度採用】 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 学生支援 奨学金 名古屋大学学術奨励賞奨学金　日本学術振興会育志賞【平成２９年度採用】 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 学生支援 奨学金 名古屋大学学術奨励賞奨学金　日本学術振興会育志賞【平成３０年度採用】 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 学生支援 奨学金 名古屋大学下駄の鼻緒奨学金【平成２８年度】 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 学生支援 奨学金 名古屋大学下駄の鼻緒奨学金【平成２９年度】 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 学生支援 奨学金 名古屋大学下駄の鼻緒奨学金【平成３０年度】 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 学生支援 奨学金 民間奨学金【平成２８年度】あ～こ 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 学生支援 奨学金 民間奨学金【平成２８年度】さ～と 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 学生支援 奨学金 民間奨学金【平成２８年度】な～の 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 学生支援 奨学金 民間奨学金【平成２８年度】は～わ 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 学生支援 奨学金 民間奨学金【平成２９年度】あ～こ 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 学生支援 奨学金 民間奨学金【平成２9年度】さ～と 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 学生支援 奨学金 民間奨学金【平成２９年度】な～の 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 学生支援 奨学金 民間奨学金【平成２９年度】は～わ 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 学生支援 奨学金 民間奨学金【平成３０年度】あ～こ 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 学生支援 奨学金 民間奨学金【平成３０年度】さ～と 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 学生支援 奨学金 民間奨学金【平成３０年度】な～の 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 学生支援 奨学金 民間奨学金【平成３０年度】は～わ 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 学生支援 保険 ２０１６年度（Ｈ28）学研災・賠加入報告保険金請求書等 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 学生支援 保険 ２０１７年度（Ｈ29）学研災・賠加入報告保険金請求書等 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 学生支援 保険 ２０１８年度（Ｈ30）学研災・賠加入報告保険金請求書等 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 学生支援 奨学金 ２０１６年度（Ｈ28）推薦  日本学生支援機構文・教・法・法科 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 学生支援 奨学金 ２０１６年度（Ｈ28）日本学生支援機構返還誓約書 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 学生支援 奨学金 ２０１６年度（Ｈ28）異動関係日本学生支援機構文･教･法･法科 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 学生支援 奨学金 ２０１６年度（Ｈ28）一般・採用関係日本学生支援機構文・教・法・法科 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 学生支援 奨学金 ２０１７年度（Ｈ29）推薦  日本学生支援機構文・教・法・法科 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 学生支援 奨学金 ２０１７年度（Ｈ29）日本学生支援機構返還誓約書 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 学生支援 奨学金 ２０１７年度（Ｈ29）異動関係日本学生支援機構文･教･法･法科 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 学生支援 奨学金 ２０１７年度（Ｈ29 ）一般・採用関係日本学生支援機構文・教・法・法科 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 学生支援 奨学金 平成２９年度日本学生支援機構奨学金採用・推薦（経済・国開・国言） 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 学生支援 奨学金 平成２９年度日本学生支援機構奨学金採用・推薦（経済学部 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 学生支援 奨学金 平成２９年度日本学生支援機構奨学金異動（経済・国開・国言） 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 学生支援 奨学金 平成２９年度日本学生支援機構奨学金業績優秀者返還免除（経済・国開・国言） 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 学生支援 奨学金 ２０１８年度（Ｈ30）推薦  日本学生支援機構文・教・法・法科 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 学生支援 奨学金 ２０１８年度（Ｈ30）日本学生支援機構返還誓約書 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 学生支援 奨学金 ２０１８年度（Ｈ30）異動関係日本学生支援機構文･教･法･法科 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 学生支援 奨学金 ２０１８年度（Ｈ30 ）一般・採用関係日本学生支援機構文・教・法・法科 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 学生支援 奨学金 平成３０年度日本学生支援機構奨学金採用・推薦（経済・国開・国言） 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 学生支援 奨学金 平成３０年度日本学生支援機構奨学金採用・推薦（経済学部 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 学生支援 奨学金 平成３０年度日本学生支援機構奨学金異動（経済・国開・国言） 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 学生支援 奨学金 平成３０年度日本学生支援機構奨学金業績優秀者返還免除（経済・国開・国言） 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 学生支援 厚生 平成２８年度名古屋大学事務職員採用（特別）試験 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 学生支援 厚生 平成３０年度名古屋大学事務職員採用（特別）試験 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 学生支援 奨学金 平成２８年度日本学生支援機構奨学金採用・推薦（経済・国開・国言） 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 学生支援 奨学金 平成２８年度日本学生支援機構奨学金採用・推薦（経済学部 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 学生支援 奨学金 平成２８年度日本学生支援機構奨学金異動（経済・国開・国言） 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 学生支援 奨学金 平成２８年度日本学生支援機構奨学金業績優秀者返還免除（経済・国開・国言） 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄

2016年度 学生支援 免除 平成２８年度入学料・授業料免除 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
東日本大震災関連を含
む。

2017年度 学生支援 免除 平成２９年度入学料・授業料免除 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
東日本大震災関連を含
む。

2018年度 学生支援 免除 平成３０年度入学料・授業料免除 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
東日本大震災関連を含
む。

2019年度 統括･学生支援 統括・学生支援 平成３1年度文書管理マニュアル 文系教務課長 2020/4/1 ３年 2023/3/31 紙 文系教務課会議室 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 学生支援 奨学金 名古屋大学学術奨励賞奨学金　日本学術振興会育志賞【2019年度】 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 学生支援 奨学金 名古屋大学下駄の鼻緒奨学金【２０１９年度】 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 学生支援 奨学金 民間奨学金【2019年度】あ～こ 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 学生支援 奨学金 民間奨学金【2019年度】さ～と 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 学生支援 奨学金 民間奨学金【2019年度】な～の 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 学生支援 奨学金 民間奨学金【2019年度】は～わ 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 学生支援 保険 ２０１９年度学研災・賠加入報告　保険金請求書等 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 学生支援 保険 ２０１９年度学研災・賠加入申込書 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 学生支援 奨学金 ２０１９年度日本学生支援機構通知 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 学生支援 奨学金 ２０１９年度日本学生支援機構採用 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 学生支援 奨学金 ２０１９年度日本学生支援機構奨学金　大学院在学採用 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 学生支援 奨学金 ２０１９年度日本学生支援機構奨学金予約採用 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 学生支援 奨学金 ２０１９年度日本学生支援機構奨学金異動 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 学生支援 奨学金 ２０１９年度日本学生支援機構奨学金業績優秀者返還免除 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 学生支援 免除 ２０１９年度入学料・授業料免除 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 学生支援 免除 ２０１９年度入学料・授業料免除（法科大学院） 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 統括･学生支援 奨学金 平成30年度　私費留学生奨学金１ 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 統括･学生支援 奨学金 平成30年度　私費留学生奨学金２ 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 統括･学生支援 奨学金 平成30年度　私費留学生奨学金３ 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 統括･学生支援 奨学金 平成30年度　JASSO海外留学支援制度１ 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 統括･学生支援 奨学金 平成30年度　JASSO海外留学支援制度２ 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 統括･学生支援 留学生 平成30年度 在留資格認定証明書申請 文系教務課長 2019/4/1 ７年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 統括･学生支援 留学生 平成30年度 留学生用宿舎（レジデンス等） 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 統括･学生支援 奨学金 平成30年度　学習奨励費 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 統括･学生支援 国際 平成30年度　国際周知 文系教務課長 2019/4/1 ３年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
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2018年度 統括･学生支援 留学生 平成30年度　特定活動在留資格申請 文系教務課長 2019/4/1 ７年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 統括･学生支援 留学生 平成30年度　インターンシップ 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 統括･学生支援 奨学金 平成30年度　日本人向け奨学金 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 統括･学生支援 奨学金 2019年度　私費留学生奨学金１ 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 統括･学生支援 奨学金 2019年度　私費留学生奨学金２ 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 統括･学生支援 奨学金 2019年度　私費留学生奨学金３ 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 統括･学生支援 奨学金 2019年度　JASSO海外留学支援制度１ 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 統括･学生支援 奨学金 2019年度　JASSO海外留学支援制度２ 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 統括･学生支援 留学生 2019年度 在留資格認定証明書申請 文系教務課長 2020/4/1 ７年 2027/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 統括･学生支援 留学生 2019年度 留学生用宿舎（レジデンス等） 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 統括･学生支援 奨学金 2019年度　学習奨励費 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 統括･学生支援 国際 2019年度　国際周知 文系教務課長 2020/4/1 ３年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 統括･学生支援 留学生 2019年度　特定活動在留資格申請 文系教務課長 2020/4/1 ７年 2027/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 統括･学生支援 留学生 2019年度　インターンシップ 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 統括･学生支援 奨学金 2019年度　日本人向け奨学金 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 統括･学生支援 奨学金 2019年度　輸出管理 文系教務課長 2020/4/1 ７年 2027/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2015年度 教務G（文学研究科） 学生 非正規生学籍簿 文系教務課長 2016/4/1 常用 2021/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 移管
2015年度 教務G（文学研究科） 学生 学生数報告 文系教務課長 2016/4/1 常用 2021/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務G（文学研究科） 就職 進路状況報告書 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務G（文学研究科） 入試 推薦入試関係 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 移管
2016年度 教務G（文学研究科） 入試 入試関係 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 移管
2016年度 教務G（文学研究科） 入試 入試委員会 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 移管
2016年度 教務G（文学研究科） 入試 第３年次編入学関係 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 移管
2016年度 教務G（文学研究科） 入試 私費外国人留学生選抜 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 移管
2016年度 教務G（文学研究科） 入試 大学入試センター試験関係 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務G（文学研究科） 就職 就職関係 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務G（文学研究科） 学生 学生数報告 文系教務課長 2017/4/1 常用 2022/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務G（文学研究科） 会議 学務委員会 文系教務課長 2017/4/1 １０年 2027/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務G（文学研究科） 教務 専攻分属・転専攻関係 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務G（文学研究科） 教務 授業評価アンケート 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務G（文学研究科） 就職 インターンシップ関係 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務G（文学研究科） 教務 研究生等出願書類 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務G（文学研究科） 就職 オープンキャンパス関係 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務G（文学研究科） 教務 調査関係 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務G（文学研究科） 学生 学校基本調査 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務G（文学研究科） 学位 課程博士申請関係 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 移管
2016年度 教務G（文学研究科） 学位 卒業認定関係 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務G（文学研究科） 教職 教育実習関係 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務G（文学研究科） 教務 雑件 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務G（文学研究科） 入試 個別学力検査関係 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 移管
2016年度 教務G（文学研究科） 教務 研究生等出願書類 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務G（文学研究科） 教務 教養教育院関係 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務G（文学研究科） 学生 学生異動関係 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務G（文学研究科） 教務 学部授業関係 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務G（文学研究科） 教務 大学院関係 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務G（文学研究科） 教職 介護等体験関係 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務G（文学研究科） 教職 教員免許状申請関係 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務G（文学研究科） 教職 履修カルテ関係 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務G（文学研究科） 国際 G30 プログラム関係 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 移管
2016年度 教務G（文学研究科） 教務 他研究科聴講関係 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務G（文学研究科） 教務 非常勤講師関係 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務G（文学研究科） 教職 学外実習実施届 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務G（文学研究科） 教務 講義室使用願 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務G（文学研究科） 教務 単位互換関係 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務G（文学研究科） 学生 非正規生学籍簿 文系教務課長 2017/4/1 常用 2022/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 移管
2016年度 教務G（文学研究科） 教務 大学院成績 文系教務課長 2017/4/1 無期限 無期限 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 移管
2016年度 教務G（文学研究科） 教務 認定論文関係 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務G（文学研究科） 学生 転学部関係 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務G（文学研究科） 入試 大学院入試関係 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 移管
2016年度 教務G（文学研究科） 教務 学部成績修正関係 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務G（文学研究科） 教務 教務システム関係 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務G（文学研究科） 教務 他研究科聴講成績表 文系教務課長 2017/4/1 無期限 無期限 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 移管
2016年度 教務G（文学研究科） 教務 科目等履修生成績表 文系教務課長 2017/4/1 無期限 無期限 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 移管
2016年度 教務G（文学研究科） 教務 非常勤講師個票 文系教務課長 2017/4/1 １０年 2027/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務G（文学研究科） 教務 学生の事件・事故について 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 移管
2016年度 教務G（文学研究科） 教務 入学式・卒業式関係 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務G（文学研究科） 入試 個別学力検査判定関係 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 移管
2015年度 教務G（文学研究科） 会議 学務委員会 文系教務課長 2016/4/1 １０年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2015年度 教務G（文学研究科） 教務 大学院成績 文系教務課長 2016/4/1 無期限 無期限 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 移管

1998年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

学籍 異動（大学院生）Ｈ１０～１２年度
大学院国際言語文化研究科事務掛
（教務）

2001/4/1 無期限 － 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管

2001年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

学籍 異動（大学院生）Ｈ１３年度～
大学院国際言語文化研究科事務掛
（教務）

2002/4/1 無期限 － 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管

2001年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

学籍 異動（大学院生）Ｈ１４．３月～
大学院国際言語文化研究科事務掛
（教務）

2003/4/1 無期限 － 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管

2004年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

学籍 異動（大学院生）Ｈ１６．９～
大学院国際言語文化研究科事務掛
（教務）

2005/4/1 無期限 － 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管

2005年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

学籍 異動（大学院生）Ｈ１７．９～
大学院国際言語文化研究科事務掛
（教務）

2006/4/1 無期限 － 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管

2006年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

学籍 異動（大学院生）Ｈ１８．９～
大学院国際言語文化研究科事務掛
（教務）

2007/4/1 無期限 － 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管
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2009年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

学籍 異動（大学院生）Ｈ２１．４～Ｈ２３．３
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2012/4/1 無期限 － 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管

2011年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

学籍 異動（大学院生）Ｈ２３．４月申請～Ｈ２５．３月
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2013/4/1 無期限 － 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管

2013年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

学籍 異動（大学院生）Ｈ２５．４月申請～
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2014/4/1 無期限 － 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管

1992年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

台帳 言語文化部研究生学籍簿（平成５年度～平成１１年度）
名古屋大学言語文化部・国際言語
文化研究科事務掛（教務）

1999/4/1 無期限 － 紙 国言棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管

1980年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

台帳 言語文化部研究生学籍簿（昭和55年度～平成４年度）
名古屋大学言語文化部・国際言語
文化研究科事務掛（教務）

1992/4/1 無期限 － 紙 国言棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管

1999年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

台帳 平成１１年度～研究生学籍簿
名古屋大学言語文化部・国際言語
文化研究科事務掛（教務）

2000/4/1 無期限 － 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管

2000年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

台帳 平成１２年度～研究生学籍簿
名古屋大学言語文化部・国際言語
文化研究科事務掛（教務）

2006/4/1 無期限 － 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管

2003年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

学籍 平成１４年度～平成２６年度博士学位名簿（課程博士）
大学院国際言語文化研究科事務掛
（教務）

2004/4/1 無期限 － 紙 国言棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管

2004年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

学籍 平成１４年度～平成２６年度博士学位名簿（論文博士）
大学院国際言語文化研究科事務掛
（教務）

2005/4/1 無期限 － 紙 国言棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管

2006年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

台帳 平成１８年度～研究生学籍簿
名古屋大学言語文化部・国際言語
文化研究科事務掛（教務）

2009/4/1 無期限 － 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管

2006年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

台帳 平成１８年度～研究生学籍簿
名古屋大学言語文化部・国際言語
文化研究科事務掛（教務）

2009/4/1 無期限 － 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管

2010年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

台帳 平成２２年度～研究生学籍簿
名古屋大学言語文化部・国際言語
文化研究科事務掛（教務）

2012/4/1 無期限 － 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管

2012年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

調査 平成２４年度～　学生数報告
大学院国際言語文化研究科事務掛
（教務）

2013/4/1 常用 2023/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 廃棄

2014年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

台帳 平成２６年度～研究生学籍簿
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2015/4/1 無期限 － 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管

2016年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

厚生 平成２８年度　就職関係
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 廃棄

2016年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

事業 平成２８年度　インターンシップ関係
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 廃棄

2016年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

資料 大学院・調査に分類できないもの
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 廃棄

2015年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

会議 平成２７年度　教務委員会
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2016/4/1 ２０年 2036/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管

2016年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

会議 平成２８年度　教務委員会
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2017/4/1 ２０年 2037/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管

2016年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

学位 平成２８年度　修士修了関係綴
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 廃棄

2016年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

学位 平成２８年度　博士学位関係
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 廃棄

1993年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

資料 言語文化センターだより　No.1～No.29
大学院国際言語文化研究科事務掛
（教務）

1994/4/1 無期限 － 紙 国言棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管

2000年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

資料 言語文化部だより　No.30～No.43
大学院国際言語文化研究科事務掛
（教務）

2001/4/1 無期限 － 紙 国言棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管

1998年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

成績 平成１０年度  大学院授業成績表
名古屋大学言語文化部・国際言語
文化研究科事務掛（教務）

1999/4/1 無期限 － 紙 国言棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管

1998年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

教職 平成１０年度　教職関係綴
名古屋大学言語文化部・国際言語
文化研究科事務掛（教務）

1999/4/1 ３０年 2029/3/31 紙 国言棟倉庫 （名大）文系教務課長 廃棄

1998年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

台帳 平成１０年度　博士後期課程　日本言語文化専攻　指導要録
名古屋大学言語文化部・国際言語
文化研究科事務掛（教務）

1999/4/1 無期限 － 紙 国言棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管

1998年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

台帳 平成１０年度　博士前期課程　国際多元文化専攻　指導要録
名古屋大学言語文化部・国際言語
文化研究科事務掛（教務）

1999/4/1 無期限 － 紙 国言棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管

1998年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

台帳 平成１０年度　博士前期課程　日本言語文化専攻　指導要録
名古屋大学言語文化部・国際言語
文化研究科事務掛（教務）

1999/4/1 無期限 － 紙 国言棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管

1998年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

入学 平成１０年度～平成２６年度　学生名簿
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2015/4/1 １０年 2025/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管

1999年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

成績 平成１１年度  大学院授業成績表
名古屋大学言語文化部・国際言語
文化研究科事務掛（教務）

2000/4/1 無期限 － 紙 国言棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管

1999年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

教職 平成１１年度　教職関係綴
名古屋大学言語文化部・国際言語
文化研究科事務掛（教務）

2000/4/1 ３０年 2029/3/31 紙 国言棟倉庫 （名大）文系教務課長 廃棄

1999年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

台帳 平成１１年度　博士後期課程　日本言語文化専攻　指導要録
名古屋大学言語文化部・国際言語
文化研究科事務掛（教務）

2000/4/1 無期限 － 紙 国言棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管

1999年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

台帳 平成１１年度　博士前期課程　国際多元文化専攻　指導要録
名古屋大学言語文化部・国際言語
文化研究科事務掛（教務）

2000/4/1 無期限 － 紙 国言棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管

1999年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

台帳 平成１１年度　博士前期課程　日本言語文化専攻　指導要録
名古屋大学言語文化部・国際言語
文化研究科事務掛（教務）

2000/4/1 無期限 － 紙 国言棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管

1999年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

学位 平成１１年度～２４年度　修士修了者台帳
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2000/4/1 無期限 － 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管

2001年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

会議 平成１１年度～平成１３年度　教務委員会 事務掛（教務） 2002/4/1 ２０年 2022/3/31 紙 国言棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
当初の保存期間満了日：
2012年3月31日
延長期間：10年

2000年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

教職 平成１２年度　教職関係綴
名古屋大学言語文化部・国際言語
文化研究科事務掛（教務）

2001/4/1 ３０年 2031/3/31 紙 国言棟倉庫 （名大）文系教務課長 廃棄

2000年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

成績 平成１２年度　大学院授業成績表
名古屋大学言語文化部・国際言語
文化研究科事務掛（教務）

2001/4/1 無期限 － 紙 国言棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管

2000年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

台帳 平成１２年度　博士後期課程　国際多元文化専攻　指導要録
名古屋大学言語文化部・国際言語
文化研究科事務掛（教務）

2001/4/1 無期限 － 紙 国言棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管

2000年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

台帳 平成１２年度　博士後期課程　日本言語文化専攻　指導要録
名古屋大学言語文化部・国際言語
文化研究科事務掛（教務）

2001/4/1 無期限 － 紙 国言棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
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2000年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

台帳 平成１２年度　博士前期課程　国際多元文化専攻　指導要録
名古屋大学言語文化部・国際言語
文化研究科事務掛（教務）

2001/4/1 無期限 － 紙 国言棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管

2000年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

台帳 平成１２年度　博士前期課程　日本言語文化専攻　指導要録
名古屋大学言語文化部・国際言語
文化研究科事務掛（教務）

2001/4/1 無期限 － 紙 国言棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管

2001年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

教職 平成１３年度　教職関係綴
名古屋大学言語文化部・国際言語
文化研究科事務掛（教務）

2002/4/1 ３０年 2032/3/31 紙 国言棟倉庫 （名大）文系教務課長 廃棄

2001年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

成績 平成１３年度　大学院授業成績表
名古屋大学言語文化部・国際言語
文化研究科事務掛（教務）

2002/4/1 無期限 － 紙 国言棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管

2001年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

台帳 平成１３年度　博士後期課程　国際多元文化専攻　指導要録
名古屋大学言語文化部・国際言語
文化研究科事務掛（教務）

2002/4/1 無期限 － 紙 国言棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管

2001年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

台帳 平成１３年度　博士後期課程　日本言語文化専攻　指導要録
名古屋大学言語文化部・国際言語
文化研究科事務掛（教務）

2002/4/1 無期限 － 紙 国言棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管

2001年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

台帳 平成１３年度　博士前期課程　国際多元文化専攻　指導要録
名古屋大学言語文化部・国際言語
文化研究科事務掛（教務）

2002/4/1 無期限 － 紙 国言棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管

2001年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

台帳 平成１３年度　博士前期課程　日本言語文化専攻　指導要録
名古屋大学言語文化部・国際言語
文化研究科事務掛（教務）

2002/4/1 無期限 － 紙 国言棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管

2002年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

会議 平成１４・１５年度　教務委員会 事務掛（教務） 2004/4/1 ２０年 2024/3/31 紙 国言棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
当初の保存期間満了日：
2014年3月31日
延長期間：10年

2002年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

教職 平成１４年度　教職関係綴
名古屋大学言語文化部・国際言語
文化研究科事務掛（教務）

2003/4/1 ３０年 2033/3/31 紙 国言棟倉庫 （名大）文系教務課長 廃棄

2002年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

成績 平成１４年度　大学院授業成績表
名古屋大学言語文化部・国際言語
文化研究科事務掛（教務）

2003/4/1 無期限 － 紙 国言棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管

2002年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

台帳 平成１４年度　博士後期課程　国際多元文化専攻　指導要録
名古屋大学言語文化部・国際言語
文化研究科事務掛（教務）

2003/4/1 無期限 － 紙 国言棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管

2002年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

台帳 平成１４年度　博士後期課程　日本言語文化専攻　指導要録
名古屋大学言語文化部・国際言語
文化研究科事務掛（教務）

2003/4/1 無期限 － 紙 国言棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管

2002年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

台帳 平成１４年度　博士前期課程　国際多元文化専攻　指導要録
名古屋大学言語文化部・国際言語
文化研究科事務掛（教務）

2003/4/1 無期限 － 紙 国言棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管

2002年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

台帳 平成１４年度　博士前期課程　日本言語文化専攻　指導要録
名古屋大学言語文化部・国際言語
文化研究科事務掛（教務）

2003/4/1 無期限 － 紙 国言棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管

2003年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

教職 平成１５年度　教職関係綴
大学院国際言語文化研究科事務掛
（教務）

2004/4/1 ３０年 2034/3/31 紙 国言棟倉庫 （名大）文系教務課長 廃棄

2003年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

成績 平成１５年度　全学向け授業成績
大学院国際言語文化研究科事務掛
（教務）

2004/4/1 無期限 － 紙 国言棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管

2003年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

成績 平成１５年度　大学院授業成績表
大学院国際言語文化研究科事務掛
（教務）

2004/4/1 無期限 － 紙 国言棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管

2003年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

台帳 平成１５年度　博士後期課程　国際多元文化専攻　指導要録
大学院国際言語文化研究科事務掛
（教務）

2004/4/1 無期限 － 紙 国言棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管

2003年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

台帳 平成１５年度　博士後期課程　日本言語文化専攻　指導要録
大学院国際言語文化研究科事務掛
（教務）

2004/4/1 無期限 － 紙 国言棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管

2003年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

台帳 平成１５年度　博士前期課程　国際多元文化専攻　指導要録
大学院国際言語文化研究科事務掛
（教務）

2004/4/1 無期限 － 紙 国言棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管

2003年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

台帳 平成１５年度　博士前期課程　日本言語文化専攻　指導要録
大学院国際言語文化研究科事務掛
（教務）

2004/4/1 無期限 － 紙 国言棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管

2004年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

会議 平成１６・１７・１８年度　教務委員会
大学院国際言語文化研究科事務掛
（教務）

2007/4/1 ２０年 2027/3/31 紙 国言棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
当初の保存期間満了日：
2017年3月31日
延長期間：10年

2004年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

教職 平成１６年度　教職関係綴
大学院国際言語文化研究科事務掛
（教務）

2005/4/1 ３０年 2035/3/31 紙 国言棟倉庫 （名大）文系教務課長 廃棄

2004年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

成績 平成１６年度　全学向け授業成績
大学院国際言語文化研究科事務掛
（教務）

2005/4/1 無期限 － 紙 国言棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管

2004年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

成績 平成１６年度　大学院授業成績表
大学院国際言語文化研究科事務掛
（教務）

2005/4/1 無期限 － 紙 国言棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管

2004年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

台帳 平成１６年度　博士後期課程　国際多元文化専攻　指導要録
大学院国際言語文化研究科事務掛
（教務）

2005/4/1 無期限 － 紙 国言棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管

2004年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

台帳 平成１６年度　博士後期課程　日本言語文化専攻　指導要録
大学院国際言語文化研究科事務掛
（教務）

2005/4/1 無期限 － 紙 国言棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管

2004年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

台帳 平成１６年度　博士前期課程　国際多元文化専攻　指導要録
大学院国際言語文化研究科事務掛
（教務）

2005/4/1 無期限 － 紙 国言棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管

2004年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

台帳 平成１６年度　博士前期課程　日本言語文化専攻　指導要録
大学院国際言語文化研究科事務掛
（教務）

2005/4/1 無期限 － 紙 国言棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管

2004年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

調査 平成１６年度～平成２３年度　学生数報告
大学院国際言語文化研究科事務掛
（教務）

2012/4/1 常用 2022/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 廃棄

2005年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

教職 平成１７年度　教職関係綴
大学院国際言語文化研究科事務掛
（教務）

2006/4/1 ３０年 2036/3/31 紙 国言棟倉庫 （名大）文系教務課長 廃棄

2005年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

成績 平成１７年度　全学向け授業成績
大学院国際言語文化研究科事務掛
（教務）

2006/4/1 無期限 － 紙 国言棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管

2005年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

成績 平成１７年度　大学院授業成績表
大学院国際言語文化研究科事務掛
（教務）

2006/4/1 無期限 － 紙 国言棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管

2005年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

台帳 平成１７年度　博士後期課程　国際多元文化専攻　指導要録
大学院国際言語文化研究科事務掛
（教務）

2006/4/1 無期限 － 紙 国言棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管

2005年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

台帳 平成１７年度　博士後期課程　日本言語文化専攻　指導要録
大学院国際言語文化研究科事務掛
（教務）

2006/4/1 無期限 － 紙 国言棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管

2005年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

台帳 平成１７年度　博士前期課程　国際多元文化専攻　指導要録
大学院国際言語文化研究科事務掛
（教務）

2006/4/1 無期限 － 紙 国言棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管

2005年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

台帳 平成１７年度　博士前期課程　日本言語文化専攻　指導要録
大学院国際言語文化研究科事務掛
（教務）

2006/4/1 無期限 － 紙 国言棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管

2006年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

教職 平成１８年度　教職関係綴
大学院国際言語文化研究科事務掛
（教務）

2007/4/1 ３０年 2037/3/31 紙 国言棟倉庫 （名大）文系教務課長 廃棄
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2006年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

成績 平成１８年度　全学向け授業成績
大学院国際言語文化研究科事務掛
（教務）

2007/4/1 無期限 － 紙 国言棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管

2006年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

成績 平成１８年度　大学院授業成績表
大学院国際言語文化研究科事務掛
（教務）

2007/4/1 無期限 － 紙 国言棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管

2006年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

台帳 平成１８年度　博士後期課程　国際多元文化専攻　指導要録
大学院国際言語文化研究科事務掛
（教務）

2007/4/1 無期限 － 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管

2006年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

台帳 平成１８年度　博士後期課程　日本言語文化専攻　指導要録
大学院国際言語文化研究科事務掛
（教務）

2007/4/1 無期限 － 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管

2006年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

台帳 平成１８年度　博士前期課程　国際多元文化専攻　指導要録
大学院国際言語文化研究科事務掛
（教務）

2007/4/1 無期限 － 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管

2006年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

台帳 平成１８年度　博士前期課程　日本言語文化専攻　指導要録
大学院国際言語文化研究科事務掛
（教務）

2007/4/1 無期限 － 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管

2007年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

台帳 平成１９年度　大学院指導要録
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2008/4/1 無期限 － 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管

2007年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

教職 平成１９年度　教職関係綴
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2008/4/1 ３０年 2038/3/31 紙 国言棟倉庫 （名大）文系教務課長 廃棄

2007年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

会議 平成１９年度　教務委員会
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2008/4/1 ２０年 2028/3/31 紙 国言棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
当初の保存期間満了日：
2018年3月31日
延長期間：10年

2007年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

成績 平成１９年度　全学向け授業成績
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2008/4/1 無期限 － 紙 国言棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管

2007年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

成績 平成１９年度　大学院授業成績表
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2008/4/1 無期限 － 紙 国言棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管

2007年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

入試 平成１９年度　大学院入試過去問題
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2008/4/1 無期限 － 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管

2008年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

教職 平成２０年度　教職関係綴
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2009/4/1 ３０年 2039/3/31 紙 国言棟倉庫 （名大）文系教務課長 廃棄

2008年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

会議 平成２０年度　教務委員会
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2009/4/1 ２０年 2029/3/31 紙 国言棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
当初の保存期間満了日：
2019年3月31日
延長期間：10年

2008年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

成績 平成２０年度　全学向け授業成績
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2009/4/1 無期限 － 紙 国言棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管

2008年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

台帳 平成２０年度　大学院指導要録
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2009/4/1 無期限 － 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管

2008年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

成績 平成２０年度　大学院授業成績表
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2009/4/1 無期限 － 紙 国言棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管

2008年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

入試 平成２０年度　大学院入試過去問題
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2009/4/1 無期限 － 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管

2009年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

教職 平成２１年度　教職関係綴
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2010/4/1 ３０年 2040/3/31 紙 国言棟倉庫 （名大）文系教務課長 廃棄

2009年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

会議 平成２１年度　教務委員会
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2010/4/1 ２０年 2030/3/31 紙 国言棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
当初の保存期間満了日：
2020年3月31日
延長期間：10年

2009年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

成績 平成２１年度　全学向け授業成績
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2010/4/1 無期限 － 紙 国言棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管

2009年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

台帳 平成２１年度　大学院指導要録
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2010/4/1 無期限 － 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管

2009年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

成績 平成２１年度　大学院授業成績表
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2010/4/1 無期限 － 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管

2009年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

入試 平成２１年度　大学院入試過去問題
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2010/4/1 無期限 － 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管

2010年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

教職 平成２２年度　教職関係綴
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2011/4/1 ３０年 2041/3/31 紙 国言棟倉庫 （名大）文系教務課長 廃棄

2010年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

会議 平成２２年度　教務委員会
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2011/4/1 ２０年 2031/3/31 紙 国言棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
当初の保存期間満了日：
2021年3月31日
延長期間：10年

2010年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

成績 平成２２年度　全学向け授業成績
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2011/4/1 無期限 － 紙 国言棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管

2010年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

台帳 平成２２年度　大学院指導要録
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2011/4/1 無期限 － 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管

2010年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

成績 平成２２年度　大学院授業成績表
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2011/4/1 無期限 － 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管

2010年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

入試 平成２２年度　大学院入試過去問題
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2011/4/1 無期限 － 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管

2011年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

教職 平成２３年度　教職関係綴
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2012/4/1 ３０年 2042/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 廃棄

2011年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

会議 平成２３年度　教務委員会
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2012/4/1 ２０年 2032/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管
当初の保存期間満了日：
2022年3月31日
延長期間：10年

2011年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

成績 平成２３年度　全学向け授業成績
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2012/4/1 無期限 － 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管

2011年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

入試 平成２３年度　大学院入試関係綴
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2012/4/1 １０年 2022/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管

2011年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

台帳 平成２３年度　大学院指導要録
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2012/4/1 無期限 － 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管

2011年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

成績 平成２３年度　大学院授業成績表
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2012/4/1 無期限 － 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管

2011年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

入試 平成２３年度　大学院入試過去問題
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2012/4/1 無期限 － 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管

2012年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

教職 平成２４年度　教職関係綴
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2013/4/1 ３０年 2043/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 廃棄
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2012年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

会議 平成２４年度　教務委員会
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2013/4/1 ２０年 2033/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管
当初の保存期間満了日：
2023年3月31日
延長期間：10年

2012年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

成績 平成２４年度　全学向け授業成績
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2013/4/1 無期限 － 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管

2012年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

入試 平成２４年度　大学院入試関係綴
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2013/4/1 １０年 2023/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管

2012年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

台帳 平成２４年度　大学院指導要録
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2013/4/1 無期限 － 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管

2012年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

成績 平成２４年度　大学院授業成績表
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2013/4/1 無期限 － 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管

2012年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

入試 平成２４年度　大学院入試過去問題
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2013/4/1 無期限 － 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管

2013年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

評価 平成25年度　機関別認証評価関係
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2014/4/1 １０年 2024/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 廃棄

2013年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

教職 平成２５年度　教職関係綴
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2014/4/1 ３０年 2044/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 廃棄

2013年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

会議 平成２５年度　教務委員会
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2014/4/1 ２０年 2034/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管

2013年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

成績 平成２５年度　全学向け授業成績
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2014/4/1 無期限 － 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管

2013年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

入試 平成２５年度　大学院入試関係綴
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2014/4/1 １０年 2024/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管

2013年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

台帳 平成２５年度　大学院指導要録
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2014/4/1 無期限 － 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管

2013年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

成績 平成２５年度　大学院授業成績表
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2014/4/1 無期限 － 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管

2013年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

入試 平成２５年度　大学院入試過去問題
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2014/4/1 無期限 － 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管

2014年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

教職 平成２６年度　教職関係綴
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2015/4/1 ３０年 2045/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 廃棄

2014年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

会議 平成２６年度　教務委員会
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2015/4/1 ２０年 2035/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管

2014年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

成績 平成２６年度　全学向け授業成績
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2015/4/1 無期限 － 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管

2014年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

入試 平成２６年度　大学院入試関係綴　その１
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2015/4/1 １０年 2025/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管

2014年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

入試 平成２６年度　大学院入試関係綴　その２
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2015/4/1 １０年 2025/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管

2014年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

台帳 平成２６年度　大学院指導要録
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2015/4/1 無期限 － 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管

2014年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

成績 平成２６年度　大学院授業成績表
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2015/4/1 無期限 － 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管

2015年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

教職 平成２７年度　教職関係綴
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2016/4/1 ３０年 2046/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 廃棄

2016年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

教職 平成２８年度　教職関係綴
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2017/4/1 ３０年 2047/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 廃棄

2016年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

事業 平成２８年度 　中国政府「国家公派研究生項目派遣事業」関係綴
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 廃棄

2016年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

事業 平成２８年度　奨学金関係
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 廃棄

2016年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

受入 平成２８年度　科目等履修生
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 廃棄

2016年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

受入 平成２８年度　研究生１０月入学
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 廃棄

2016年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

受入 平成２８年度　研究生４月入学
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 廃棄

2016年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

授業 平成２８年度　他研究科履修関係綴
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 廃棄

2016年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

授業 平成２８年度　全学教育科目関係
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 廃棄

2016年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

授業 平成２８年度　全学向け授業関係綴
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 廃棄

2016年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

授業 平成２８年度　大学院関係綴
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 廃棄

2016年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

申請 平成２８年度　ＴＡ関係綴
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 廃棄

2015年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

成績 平成２７年度　全学向け授業成績
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2016/4/1 無期限 － 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管

2015年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

成績 平成２７年度　大学院授業成績表
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2016/4/1 無期限 － 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管

2016年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

成績 平成２８年度　全学向け授業成績
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2017/4/1 無期限 － 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管

2016年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

成績 平成２８年度　大学院授業成績表
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2017/4/1 無期限 － 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管

2015年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

台帳 平成２７年度～研究生学籍簿
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2016/4/1 無期限 － 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管

2015年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

台帳 平成２７年度　大学院指導要録
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2016/4/1 無期限 － 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管

2016年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

台帳 平成２８年度　大学院指導要録
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2017/4/1 無期限 － 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管
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2016年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

調査 平成２８年度　調査関係綴
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 廃棄

2016年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

入試 平成２８年度　Ｇ３０関係綴
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管

2016年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

入試 平成２８年度　Ｇ３０出願者資料
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管

2016年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

入試 平成２８年度　大学院入試後期課程　各種証明書類
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 廃棄

2016年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

入試 平成２８年度　大学院入試前期課程　各種証明書類
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 廃棄

2015年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

入試 平成２７年度　大学院入試関係綴　その１
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2016/4/1 １０年 2026/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管

2015年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

入試 平成２７年度　大学院入試関係綴　その２
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2016/4/1 １０年 2026/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管

2016年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

入試 平成２８年度　学部入学試験関係綴
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管

2016年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

入試 平成２８年度　大学院入試関係綴　その１
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2017/4/1 １０年 2027/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管

2016年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

入試 平成２８年度　大学院入試関係綴　その２
名古屋大学文系事務部教務課（国
際言語文化研究科）

2017/4/1 １０年 2027/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管

1997年度
教務Ｇ(国際言語文化研究
科)

調査 平成９年度～平成１５年度　学生数報告 事務掛（教務） 2004/4/1 常用 2024/3/31 紙 国言棟倉庫 （名大）文系教務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2014年3月31日
延長期間：10年

2014年度 留学生 受入 中国政府「国家公派研究生項目派遣事業」文教２０１４年受入れ分 文系教務課長 2015/4/1 ７年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2020年3月31日
延長期間：2年

2015年度 留学生 受入 中国政府「国家公派研究生項目派遣事業」文教２０１５年受入れ分 文系教務課長 2016/4/1 ７年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 留学生 受入 中国政府「国家公派研究生項目派遣事業」文２０１６年受入れ分 文系教務課長 2017/4/1 ７年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄

2014年度 留学生 留学 文短期交換留学生関係Ｈ２６ 文系教務課長 2015/4/1 ７年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2020年3月31日
延長期間：2年

2015年度 留学生 留学 文短期交換留学生関係Ｈ２７ 文系教務課長 2016/4/1 ７年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 留学生 留学 文短期交換留学生関係Ｈ２８ 文系教務課長 2017/4/1 ７年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2011年度 留学生 奨学金 文国費Ｈ２３ 文系教務課長 2012/4/1 １０年 2022/3/31 紙 文学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 廃棄
2012年度 留学生 奨学金 文国費Ｈ２４ 文系教務課長 2013/4/1 １０年 2023/3/31 紙 文学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 廃棄
2013年度 留学生 奨学金 文国費Ｈ２５ 文系教務課長 2014/4/1 １０年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2014年度 留学生 奨学金 文国費Ｈ２６ 文系教務課長 2015/4/1 １０年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2015年度 留学生 奨学金 文国費Ｈ２７ 文系教務課長 2016/4/1 １０年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2015年度 留学生 奨学金 文国費　大使館推薦Ｈ２７ 文系教務課長 2016/4/1 １０年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 留学生 奨学金 文国費Ｈ２８ 文系教務課長 2017/4/1 １０年 2027/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 留学生 奨学金 文民間奨学金Ｈ２８ 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 留学生 奨学金 文私費学習奨励費Ｈ２８ 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 留学生 調査 文調査Ｈ２８ 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 留学生 経費 文留学生経費Ｈ２８ 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 留学生 受入 文　海外留学支援制度　H28 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄

2014年度 留学生 受入 文　研究生出願書類　H26春 文系教務課長 2015/4/1 ７年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2020年3月31日
延長期間：2年

2014年度 留学生 受入 文　研究生出願書類　H26秋 文系教務課長 2015/4/1 ７年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2020年3月31日
延長期間：2年

2015年度 留学生 受入 文　研究生出願書類・受入手続き　H27春 文系教務課長 2016/4/1 ７年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2015年度 留学生 受入 文　研究生出願書類・受入手続き　H27秋 文系教務課長 2016/4/1 ７年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 留学生 受入 文　研究生出願書類・受入手続き　H28春 文系教務課長 2017/4/1 ７年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 留学生 受入 文　研究生出願書類１　H28秋 文系教務課長 2017/4/1 ７年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 留学生 受入 文　研究生出願書類２・受入手続き　H28秋 文系教務課長 2017/4/1 ７年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2015年度 留学生 受入 文　在留資格認定証明書申請　H27 文系教務課長 2016/4/1 ７年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 留学生 受入 文　在留資格認定証明書申請　H28 文系教務課長 2017/4/1 ７年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2014年度 留学生 受入 文教　研究生受入 H26 文系教務課長 2015/4/1 ７年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄

1967年度 共通 学籍 博士（論文）学位名簿 （法） 文系教務課長 1967/4/1 無期限 － 紙
文系教務課事務室（法学
部台帳キャビネット）

（名大）文系教務課長 移管

2009年度 共通 学位 平成21年度～25年度学位（論文博士）関係13（文学研究科） 文系教務課長 2014/4/1 ３０年 2044/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
1992年度 共通 学位 1992～1994　学位論文関係綴（法学研究科） 文系教務課長 1994/4/1 ３０年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
1996年度 共通 学位 1996～2008　学位論文関係綴（法学研究科） 文系教務課長 2009/4/1 ３０年 2039/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2002年度 共通 学位 平成14年度　論文博士学位関係（国際言語文化研究科） 文系教務課長 2003/4/1 ３０年 2033/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2013年度 共通 学位 平成２５年度　法学研究科　博士（論文）学位関係綴 文系教務課長 2014/4/1 ３０年 2044/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2014年度 共通 学位 平成２６年度　文学研究科　博士（論文）学位関係綴 文系教務課長 2015/4/1 ３０年 2045/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2014年度 共通 学位 平成２６年度　法学研究科　博士（論文）学位関係綴 文系教務課長 2015/4/1 ３０年 2045/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2014年度 共通 学位 平成２６年度～　論文博士申請関係通知集 文系教務課長 2015/4/1 無期限 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管

2015年度 共通 学位 平成２７年度　文学研究科　博士（論文）学位関係綴 文系教務課長 2016/4/1 ３０年 2046/3/31 紙
文系教務課会議室キャビ
ネット中段

（名大）文系教務課長 移管

2016年度 共通 学位 平成２８年度　文学研究科　博士（論文）学位関係綴 文系教務課長 2017/4/1 ３０年 2047/3/31 紙
文系教務課会議室キャビ
ネット中段

（名大）文系教務課長 移管

2015年度 共通 学位 平成２７年度　法学研究科　博士（論文）学位関係綴 文系教務課長 2016/4/1 ３０年 2046/3/31 紙
文系教務課会議室キャビ
ネット中段

（名大）文系教務課長 移管

2016年度 共通 学位 平成２８年度　法学研究科　博士（論文）学位関係綴 文系教務課長 2017/4/1 ３０年 2047/3/31 紙
文系教務課会議室キャビ
ネット中段

（名大）文系教務課長 移管

2015年度 共通 学位 平成２７年度　国際言語文化研究科　博士（論文）学位関係綴 文系教務課長 2016/4/1 ３０年 2046/3/31 紙
文系教務課会議室キャビ
ネット中段

（名大）文系教務課長 移管

2016年度 共通 学位 平成２８年度　論文博士　調査・統計関係綴 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙
文系教務課会議室キャビ
ネット中段

（名大）文系教務課長 廃棄
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2011年度 留学生 受入 平成２３年度Ｇ３０共通事項 文系教務課長 2012/4/1 １０年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2011年度 留学生 受入 平成２3年度Ｇ３０部局別 文系教務課長 2012/4/1 １０年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2012年度 留学生 受入 平成２４年度G30共通事項No.1 文系教務課長 2013/4/1 １０年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2012年度 留学生 受入 平成２４年度G30部局別No.１ 文系教務課長 2013/4/1 １０年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2012年度 留学生 受入 平成２４年度G30部局別No.2 文系教務課長 2013/4/1 １０年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2013年度 留学生 受入 平成25年度G30共通事項No.1 文系教務課長 2014/4/1 １０年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2013年度 留学生 受入 平成25年度G30部局別No.１ 文系教務課長 2014/4/1 １０年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2013年度 留学生 受入 平成25年度G30部局別No.2 文系教務課長 2014/4/1 １０年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄

2014年度 留学生 受入 平成２６年度 Ｇ３０部局別 文系教務課長 2015/4/1 １０年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2020年3月31日
延長期間：5年

2015年度 留学生 受入 平成２７年度　Ｇ３０部局別 文系教務課長 2016/4/1 １０年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄 H28.3追加
2016年度 留学生 受入 平成２８年度　　　Ｇ３０部局別 文系教務課長 2017/4/1 １０年 2027/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄 H29.3追加
2011年度 留学生 受入 国言平成２３年度　国費留学生① 文系教務課長 2012/4/1 １０年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2011年度 留学生 受入 国言平成２３年度　国費留学生② 文系教務課長 2012/4/1 １０年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2012年度 留学生 受入 国言平成２４年度　国費留学生 文系教務課長 2013/4/1 １０年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2013年度 留学生 受入 国言平成２５年度　国費留学生① 文系教務課長 2014/4/1 １０年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2013年度 留学生 受入 国言平成２５年度　国費留学生② 文系教務課長 2014/4/1 １０年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2014年度 留学生 受入 国言平成２６年度　国費留学生① 文系教務課長 2015/4/1 １０年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2014年度 留学生 受入 国言平成２６年度　国費留学生② 文系教務課長 2015/4/1 １０年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2015年度 留学生 受入 国言平成２７年度　国費留学生 文系教務課長 2016/4/1 １０年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 留学生 受入 国言平成２８年度　国費留学生 文系教務課長 2017/4/1 １０年 2027/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄

2014年度 留学生 受入 国言平成２６年度　研究生 文系教務課長 2015/4/1 ７年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2020年3月31日
延長期間：2年

2015年度 留学生 受入 国言平成２７年度　研究生 文系教務課長 2016/4/1 ７年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 留学生 受入 国言平成２８年度　研究生 文系教務課長 2017/4/1 ７年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄

2014年度 留学生 受入 国言平成２６年度四月入学　大学院研究生 文系教務課長 2015/4/1 ７年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2020年3月31日
延長期間：2年

2014年度 留学生 受入 国言平成２６年度十月入学　大学院研究生 文系教務課長 2015/4/1 ７年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2020年3月31日
延長期間：2年

2015年度 留学生 受入 国言平成２７年度四月入学　大学院研究生 文系教務課長 2016/4/1 ７年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2015年度 留学生 受入 国言平成２７年度十月入学　大学院研究生 文系教務課長 2016/4/1 ７年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 留学生 受入 国言平成２８年度四月入学　大学院研究生 文系教務課長 2017/4/1 ７年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 留学生 受入 国言平成２８年度十月入学　大学院研究生 文系教務課長 2017/4/1 ７年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄

2014年度 留学生 留学 国言平成２６年度　NUPACE・留学 文系教務課長 2015/4/1 ７年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2020年3月31日
延長期間：2年

2015年度 留学生 留学 国言平成２７年度　NUPACE・留学 文系教務課長 2016/4/1 ７年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 留学生 留学 国言平成２８年度　NUPACE・留学 文系教務課長 2017/4/1 ７年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 留学生 留学生 国言平成２８年度　調査・宿舎 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 留学生 奨学金 国言平成２８年度　民間財団奨学金 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 留学生 経費 国言平成２８年度　留学生経費 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2015年度 留学生 留学生 国言平成２７年度　留学生関係雑件（在留資格関係）1/2 文系教務課長 2016/4/1 ７年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2015年度 留学生 留学生 国言平成２７年度　留学生関係雑件（在留資格関係）2/2 文系教務課長 2016/4/1 ７年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 留学生 留学生 国言平成２８年度　留学生関係雑件（在留資格関係） 文系教務課長 2017/4/1 ７年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務G（人文学） 就職 進路状況報告書 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務G（人文学） 入試 推薦入試関係 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 移管
2017年度 教務G（人文学） 入試 入試関係 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 移管
2017年度 教務G（人文学） 入試 入試委員会 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 移管
2017年度 教務G（人文学） 入試 第３年次編入学関係 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 移管
2017年度 教務G（人文学） 入試 私費外国人留学生選抜 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 移管
2017年度 教務G（人文学） 入試 大学入試センター試験関係 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務G（人文学） 学生 学生数報告 文系教務課長 2018/4/1 常用 2023/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務G（人文学） 教務 専攻分属・転専攻関係 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務G（人文学） 教務 授業評価アンケート 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務G（人文学） 就職 インターンシップ関係 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務G（人文学） 就職 オープンキャンパス関係 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務G（人文学） 教務 調査関係 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務G（人文学） 学生 学校基本調査 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務G（人文学） 学位 課程博士申請関係 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務G（人文学） 学位 卒業・進級判定資料 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務G（人文学） 学位 卒業・修了関係 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務G（人文学） 教職 教育実習関係 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務G（人文学） 教務 雑件 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務G（人文学） 入試 個別学力検査関係 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 移管
2017年度 教務G（人文学） 教務 教養教育院関係 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務G（人文学） 学生 学生異動関係 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務G（人文学） 教務 学部授業関係 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務G（人文学） 教務 大学院関係 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務G（人文学） 教職 介護等体験関係 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務G（人文学） 教職 教員免許状申請関係 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務G（人文学） 教職 履修カルテ関係 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務G（人文学） 国際 G30 プログラム関係 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 移管
2017年度 教務G（人文学） 教務 他研究科聴講関係 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務G（人文学） 教務 非常勤講師関係 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務G（人文学） 教職 学外実習実施届 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務G（人文学） 教務 講義室使用願 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務G（人文学） 教務 単位互換関係 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
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2017年度 教務G（人文学） 学生 非正規生学籍簿・成績 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 移管
2017年度 教務G（人文学） 教務 大学院成績 文系教務課長 2018/4/1 無期限 無期限 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 移管
2017年度 教務G（人文学） 教務 認定論文関係 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務G（人文学） 学生 転学部関係 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務G（人文学） 入試 人文学研究科入試関係 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 移管
2017年度 教務G（人文学） 教務 学部成績修正関係 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務G（人文学） 教務 教務システム関係 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務G（人文学） 教務 他研究科聴講成績表 文系教務課長 2018/4/1 無期限 無期限 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 移管
2017年度 教務G（人文学） 教務 非常勤講師個票 文系教務課長 2018/4/1 １０年 2028/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務G（人文学） 教務 高等学校への講師派遣関係 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務G（人文学） 教務 学生の事件・事故について 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 移管
2017年度 教務G（人文学） 教務 卒業・修了関係 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務G（人文学） 厚生 平成２９年度　就職関係 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務G（人文学） 会議 平成２９年度　教務委員会 文系教務課長 2018/4/1 １０年 2028/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 移管
2017年度 教務G（人文学） 学位 平成２９年度　修士修了関係綴 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務G（人文学） 学位 平成２９年度　博士学位関係 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務G（人文学） 教職 平成２９年度　教職関係綴 文系教務課長 2018/4/1 １０年 2028/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務G（人文学） 事業 平成２９年度 　中国政府「国家公派研究生項目派遣事業」関係綴 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務G（人文学） 受入 平成２９年度　非正規生関係 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務G（人文学） 受入 平成２９年度　交換留学大学関係 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務G（人文学） 受入 平成２８年度　研究生１０月入学 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務G（人文学） 受入 平成２９年度　研究生４月入学 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務G（人文学） 授業 平成２９年度　他研究科履修関係綴 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務G（人文学） 授業 平成２９年度　全学教育科目関係 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務G（人文学） 授業 平成２９年度　大学院関係綴 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務G（人文学） 申請 平成２９年度　ＴＡ関係綴 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務G（人文学） 成績 平成２９年度　大学院授業成績表 文系教務課長 2018/4/1 無期限 無期限 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 移管
2017年度 教務G（人文学） 台帳 平成２９年度　大学院指導要録 文系教務課長 2018/4/1 無期限 無期限 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 移管
2017年度 教務G（人文学） 入試 平成２９年度　Ｇ３０関係綴 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 移管
2017年度 教務G（人文学） 入試 平成２９年度　Ｇ３０出願者資料 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 移管
2017年度 教務G（人文学） 入試 平成２９年度　大学院入試後期課程　各種証明書類 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務G（人文学） 入試 平成２９年度　大学院入試前期課程　各種証明書類 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務G（人文学） 入試 平成２９年度　大学院入試関係綴　その１ 文系教務課長 2018/4/1 １０年 2028/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 移管
2017年度 教務G（人文学） 入試 平成２９年度　大学院入試関係綴　その２ 文系教務課長 2018/4/1 １０年 2028/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 移管
2018年度 教務G（人文学） 就職 進路状況報告書 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務G（人文学） 入試 推薦入試関係 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 移管
2018年度 教務G（人文学） 入試 入試関係 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務G（人文学） 入試 入試委員会 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 移管
2018年度 教務G（人文学） 入試 第３年次編入学関係 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 移管
2018年度 教務G（人文学） 入試 私費外国人留学生選抜 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 移管
2018年度 教務G（人文学） 入試 大学入試センター試験関係 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務G（人文学） 学生 学生数報告 文系教務課長 2019/4/1 常用 2024/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務G（人文学） 教務 ガイダンス関係 文系教務課長 2019/4/1 ３年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務G（人文学） 教務 専攻分属・転専攻関係 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務G（人文学） 教務 授業評価アンケート 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務G（人文学） 就職 インターンシップ関係 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務G（人文学） 就職 オープンキャンパス関係 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務G（人文学） 教務 調査関係 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務G（人文学） 学生 学校基本調査 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務G（人文学） 学位 課程博士申請関係 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 移管
2018年度 教務G（人文学） 学位 卒業・進級判定資料 文系教務課長 2019/4/1 10年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務G（人文学） 学位 卒業・修了関係 文系教務課長 2019/4/1 10年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務G（人文学） 教職 教育実習関係 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務G（人文学） 教務 雑件 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務G（人文学） 入試 個別学力検査関係 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 移管
2018年度 教務G（人文学） 教務 教養教育院関係 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務G（人文学） 学生 学生異動関係 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務G（人文学） 教務 学部授業関係 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務G（人文学） 教務 大学院関係 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務G（人文学） 教職 介護等体験関係 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務G（人文学） 教職 教員免許状申請関係 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務G（人文学） 教職 履修カルテ関係 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務G（人文学） 国際 G30 プログラム関係 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 移管
2018年度 教務G（人文学） 教務 他研究科聴講関係 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務G（人文学） 教務 非常勤講師関係 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務G（人文学） 教職 学外実習実施届 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務G（人文学） 教務 講義室使用願 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務G（人文学） 教務 単位互換関係 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務G（人文学） 学生 非正規生学籍簿・成績 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 移管
2018年度 教務G（人文学） 教務 大学院履修届 文系教務課長 2019/4/1 ３年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務G（人文学） 教務 大学院成績 文系教務課長 2019/4/1 無期限 無期限 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 移管
2018年度 教務G（人文学） 教務 認定論文関係 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務G（人文学） 学生 転学部関係 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務G（人文学） 入試 人文学研究科入試関係 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 移管
2018年度 教務G（人文学） 教務 学部成績修正関係 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務G（人文学） 教務 教務システム関係 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務G（人文学） 教務 他研究科聴講成績表 文系教務課長 2019/4/1 無期限 無期限 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務G（人文学） 教務 非常勤講師個票 文系教務課長 2019/4/1 １０年 2029/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務G（人文学） 教務 高等学校への講師派遣関係 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務G（人文学） 教務 学生の事件・事故について 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 移管
2018年度 教務G（人文学） 教務 卒業・修了関係 文系教務課長 2019/4/1 10年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
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2018年度 教務G（人文学） 厚生 平成３０年度　就職関係 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務G（人文学） 会議 平成３０年度　教務委員会 文系教務課長 2019/4/1 10年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 移管
2018年度 教務G（人文学） 学位 平成３０年度　修士修了関係綴 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務G（人文学） 学位 平成３０年度　博士学位関係 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務G（人文学） 教職 平成３０年度　教職関係綴 文系教務課長 2019/4/1 10年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務G（人文学） 事業 平成３０年度 　中国政府「国家公派研究生項目派遣事業」関係綴 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務G（人文学） 受入 平成３０年度　非正規生関係 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務G（人文学） 受入 平成３０年度　交換留学大学関係 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務G（人文学） 受入 平成２９年度　研究生１０月入学 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務G（人文学） 受入 平成３０年度　研究生４月入学 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務G（人文学） 授業 平成３０年度　他研究科履修関係綴 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務G（人文学） 授業 平成３０年度　全学教育科目関係 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務G（人文学） 授業 平成３０年度　大学院関係綴 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務G（人文学） 証明 平成３０年度　各種証明書発行台帳 文系教務課長 2019/4/1 ３年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務G（人文学） 申請 平成３０年度　ＴＡ関係綴 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務G（人文学） 成績 平成３０年度　大学院授業成績表 文系教務課長 2019/4/1 無期限 無期限 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 移管
2018年度 教務G（人文学） 台帳 平成３０年度　大学院指導要録 文系教務課長 2019/4/1 無期限 無期限 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 移管
2018年度 教務G（人文学） 入試 平成３０年度　Ｇ３０関係綴 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 移管
2018年度 教務G（人文学） 入試 平成３０年度　Ｇ３０出願者資料 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 移管
2018年度 教務G（人文学） 入試 平成３０年度　大学院入試後期課程　各種証明書類 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務G（人文学） 入試 平成３０年度　大学院入試前期課程　各種証明書類 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務G（人文学） 入試 平成３０年度　大学院入試関係綴　その１ 文系教務課長 2019/4/1 １０年 2029/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 移管
2018年度 教務G（人文学） 入試 平成３０年度　大学院入試関係綴　その２ 文系教務課長 2019/4/1 １０年 2029/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 移管
2019年度 教務G（人文学） 就職 進路状況報告書 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務G（人文学） 入試 推薦入試関係 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 移管
2019年度 教務G（人文学） 入試 入試関係 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務G（人文学） 入試 入試委員会 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 移管
2019年度 教務G（人文学） 入試 第３年次編入学関係 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 移管
2019年度 教務G（人文学） 入試 私費外国人留学生選抜 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 移管
2019年度 教務G（人文学） 入試 大学入試センター試験関係 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務G（人文学） 学生 学生数報告 文系教務課長 2020/4/1 常用 2025/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務G（人文学） 教務 ガイダンス関係 文系教務課長 2020/4/1 ３年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務G（人文学） 教務 専攻分属・転専攻関係 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務G（人文学） 教務 授業評価アンケート 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務G（人文学） 就職 インターンシップ関係 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務G（人文学） 就職 オープンキャンパス関係 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務G（人文学） 教務 調査関係 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務G（人文学） 学生 学校基本調査 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務G（人文学） 学位 課程博士申請関係 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 移管
2019年度 教務G（人文学） 学位 卒業・進級判定資料 文系教務課長 2020/4/1 10年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務G（人文学） 学位 卒業・修了関係 文系教務課長 2020/4/1 10年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務G（人文学） 教職 教育実習関係 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務G（人文学） 教務 雑件 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務G（人文学） 入試 個別学力検査関係 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 移管
2019年度 教務G（人文学） 教務 教養教育院関係 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務G（人文学） 学生 学生異動関係 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務G（人文学） 教務 学部授業関係 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務G（人文学） 教務 大学院関係 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務G（人文学） 教職 介護等体験関係 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務G（人文学） 教職 教員免許状申請関係 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務G（人文学） 教職 履修カルテ関係 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務G（人文学） 国際 G30 プログラム関係 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 移管
2019年度 教務G（人文学） 教務 他研究科聴講関係 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務G（人文学） 教務 非常勤講師関係 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務G（人文学） 教職 学外実習実施届 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務G（人文学） 教務 講義室使用願 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務G（人文学） 教務 単位互換関係 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務G（人文学） 学生 非正規生学籍簿・成績 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 移管
2019年度 教務G（人文学） 教務 大学院履修届 文系教務課長 2020/4/1 ３年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務G（人文学） 教務 大学院成績 文系教務課長 2020/4/1 無期限 無期限 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 移管
2019年度 教務G（人文学） 教務 認定論文関係 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務G（人文学） 学生 転学部関係 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務G（人文学） 入試 人文学研究科入試関係 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 移管
2019年度 教務G（人文学） 教務 学部成績修正関係 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務G（人文学） 教務 教務システム関係 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務G（人文学） 教務 他研究科聴講成績表 文系教務課長 2020/4/1 無期限 無期限 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務G（人文学） 教務 非常勤講師個票 文系教務課長 2020/4/1 １０年 2030/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務G（人文学） 教務 高等学校への講師派遣関係 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務G（人文学） 教務 学生の事件・事故について 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 移管
2019年度 教務G（人文学） 教務 卒業・修了関係 文系教務課長 2020/4/1 10年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務G（人文学） 厚生 2019年度　就職関係 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務G（人文学） 会議 2019年度　教務委員会 文系教務課長 2020/4/1 10年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 移管
2019年度 教務G（人文学） 学位 2019年度　修士修了関係綴 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務G（人文学） 学位 2019年度　博士学位関係 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務G（人文学） 教職 2019年度　教職関係綴 文系教務課長 2020/4/1 10年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務G（人文学） 事業 2019年度 　中国政府「国家公派研究生項目派遣事業」関係綴 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務G（人文学） 受入 2019年度　非正規生関係 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務G（人文学） 受入 2019年度　交換留学大学関係 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務G（人文学） 受入 平成３０年度　研究生１０月入学 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務G（人文学） 受入 2019年度　研究生４月入学 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務G（人文学） 授業 2019年度　他研究科履修関係綴 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
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2019年度 教務G（人文学） 授業 2019年度　全学教育科目関係 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務G（人文学） 授業 2019年度　大学院関係綴 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務G（人文学） 証明 2019年度　各種証明書発行台帳 文系教務課長 2020/4/1 ３年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務G（人文学） 申請 2019年度　ＴＡ関係綴 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務G（人文学） 成績 2019年度　大学院授業成績表 文系教務課長 2020/4/1 無期限 無期限 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務G（人文学） 台帳 2019年度　大学院指導要録 文系教務課長 2020/4/1 無期限 無期限 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 移管
2019年度 教務G（人文学） 入試 2019年度　Ｇ３０関係綴 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 移管
2019年度 教務G（人文学） 入試 2019年度　Ｇ３０出願者資料 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 移管
2019年度 教務G（人文学） 入試 2019年度　大学院入試後期課程　各種証明書類 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務G（人文学） 入試 2019年度　大学院入試前期課程　各種証明書類 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務G（人文学） 入試 2019年度　大学院入試関係綴　その１ 文系教務課長 2020/4/1 １０年 2030/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 移管
2019年度 教務G（人文学） 入試 2019年度　大学院入試関係綴　その２ 文系教務課長 2020/4/1 １０年 2030/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 移管
2017年度 留学生 受入 国言平成２９年度　国費留学生 文系教務課長 2018/4/1 １０年 2028/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 留学生 留学生 国言平成２９年度　調査・宿舎 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 留学生 奨学金 国言平成２９年度　民間財団奨学金 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 留学生 留学生 国言平成２９年度　留学生関係雑件（在留資格関係） 文系教務課長 2018/4/1 ７年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
1949年度 教務 学籍 昭和24年7月入学　28年3月卒業　学籍簿 教育学部事務長 1953/4/1 無期限 － 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1950年度 教務 学籍 昭和25年4月入学　29年3月卒業　学籍簿 教育学部事務長 1954/4/1 無期限 － 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1952年度 教務 学籍 昭和27年4月入学　31年3月卒業　学籍簿 教育学部事務長 1956/4/1 無期限 － 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1953年度 教務 学籍 平成28年4月～昭和33年4月　除籍簿　修士課程（大学院入学取消） 教育学部事務長 1959/4/1 無期限 － 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1953年度 教務 学籍 卒業者名簿　（S28.3～S46.3） 教育学部事務長 1971/4/1 無期限 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
1954年度 教務 学籍 昭和29年4月入学　33年3月卒業　学籍簿 教育学部事務長 1958/4/1 無期限 － 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1954年度 教務 学籍 昭和30年3月卒業　学籍簿 教育学部事務長 1955/4/1 無期限 － 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1954年度 教務 学籍 昭和29～現在　退学者・除籍者　指導要録　（前期課程） 教育学部事務長 2015/4/1 無期限 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
1955年度 教務 学籍 昭和32年度進学　学籍簿 教育学部事務長 1959/4/1 無期限 － 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1955年度 教務 学籍 昭和30～39年度　大学院指導要録（修士課程） 教育学部事務長 1965/4/1 無期限 － 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1955年度 教務 学籍 修士学位名簿　（S30.3～H17.3） 教育学部事務長 2005/4/1 無期限 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
1956年度 教務 学籍 昭和32年3月卒業　学籍簿 教育学部事務長 1957/4/1 無期限 － 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1956年度 教務 学籍 昭和33年度進学　学籍簿 教育学部事務長 1960/4/1 無期限 － 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1956年度 教務 学籍 昭和31年～平成14年3月　博士課程除籍簿（退学者・入学取消） 教育学部事務長 2003/4/1 無期限 － 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1957年度 教務 学籍 昭和34年度進学　学籍簿 教育学部事務長 1961/4/1 無期限 － 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1958年度 教務 学籍 昭和35年度進学　学籍簿 教育学部事務長 1962/4/1 無期限 － 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1958年度 教務 学籍 昭和33～55年　大学院指導要録　博士後期課程 教育学部事務長 1981/4/1 無期限 － 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1958年度 教務 学籍 博士課程満了者名簿　（S33.3～　） 教育学部事務長 2015/4/1 無期限 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
1959年度 教務 学籍 昭和36年度進学　学籍簿 教育学部事務長 1963/4/1 無期限 － 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1960年度 教務 学籍 昭和37年度進学　学籍簿 教育学部事務長 1964/4/1 無期限 － 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1961年度 教務 学籍 昭和38年度進学　学籍簿 教育学部事務長 1965/4/1 無期限 － 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1962年度 教務 学籍 昭和39年度進学　学籍簿 教育学部事務長 1966/4/1 無期限 － 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1963年度 教務 学籍 博士学位名簿　（S38.2～　） 教育学部事務長 2015/4/1 無期限 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
1965年度 教務 学籍 昭和40年5月　退学者学籍簿 教育学部事務長 1966/4/1 無期限 － 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1965年度 教務 学籍 昭和40～46年度　大学院指導要録（修士課程） 教育学部事務長 1972/4/1 無期限 － 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1966年度 教務 学籍 昭和42年3月卒業　学籍簿 教育学部事務長 1967/4/1 無期限 － 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1966年度 教務 学籍 昭和41年入学　学籍簿Ⅱ　教育学部40名 教育学部事務長 1967/4/1 無期限 － 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1966年度 教務 学籍 昭和41～46年度　聴講生学籍簿 教育学部事務長 1972/4/1 無期限 － 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1966年度 教務 学籍 昭和41年～平成4年度　大学院研究生学籍簿 教育学部事務長 1993/4/1 無期限 － 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1966年度 教務 学籍 昭和41～45年度　研究生学籍簿 教育学部事務長 1971/4/1 無期限 － 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1967年度 教務 学籍 昭和43年3月卒業　学籍簿 教育学部事務長 1968/4/1 無期限 － 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1968年度 教務 学籍 昭和44年3月卒業　学籍簿 教育学部事務長 1969/4/1 無期限 － 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1969年度 教務 学籍 昭和45年3月卒業　学籍簿 教育学部事務長 1970/4/1 無期限 － 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1970年度 教務 学籍 昭和46年3月卒業　学籍簿 教育学部事務長 1971/4/1 無期限 － 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1970年度 教務 学籍 昭和45年3月～63年3月　退学者学籍簿 教育学部事務長 1989/4/1 無期限 － 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1971年度 教務 学籍 昭和47年3月卒業　学籍簿 教育学部事務長 1972/4/1 無期限 － 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1971年度 教務 学籍 昭和46～50年度　学部研究生学籍簿 教育学部事務長 1976/4/1 無期限 － 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1972年度 教務 学籍 昭和48年3月卒業　学籍簿 教育学部事務長 1973/4/1 無期限 － 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1972年度 教務 学籍 昭和47～54年度　大学院指導要録（修士課程） 教育学部事務長 1980/4/1 無期限 － 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1972年度 教務 学籍 昭和47～50年度　聴講生学籍簿 教育学部事務長 1976/4/1 無期限 － 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1972年度 教務 学籍 卒業者名簿　（S47.3～S60.3) 教育学部事務長 1985/4/1 無期限 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
1973年度 教務 学籍 昭和49年3月卒業　学籍簿 教育学部事務長 1974/4/1 無期限 － 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1974年度 教務 学籍 昭和50年3月卒業　学籍簿 教育学部事務長 1975/4/1 無期限 － 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1975年度 教務 学籍 昭和51年3月卒業　学籍簿 教育学部事務長 1976/4/1 無期限 － 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1976年度 教務 学籍 昭和52年3月卒業　学籍簿 教育学部事務長 1977/4/1 無期限 － 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1976年度 教務 学籍 昭和51年度　聴講生学籍簿 教育学部事務長 1977/4/1 無期限 － 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1976年度 教務 学籍 昭和51年度　学部研究生学籍簿 教育学部事務長 1977/4/1 無期限 － 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1977年度 教務 学籍 昭和53年3月卒業　学籍簿 教育学部事務長 1978/4/1 無期限 － 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1977年度 教務 学籍 平成9年～平成15年3月　大学院指導要録　博士後期課程 教育学部事務長 2003/4/1 無期限 － 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1977年度 教務 学籍 昭和52年度　聴講生学籍簿 教育学部事務長 1978/4/1 無期限 － 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1977年度 教務 学籍 昭和52年度　研究生学籍簿 教育学部事務長 1978/4/1 無期限 － 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1978年度 教務 学籍 昭和54年3月卒業　学籍簿 教育学部事務長 1979/4/1 無期限 － 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1978年度 教務 学籍 昭和53年度　聴講生学籍簿 教育学部事務長 1979/4/1 無期限 － 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1978年度 教務 学籍 昭和53年度　研究生学籍簿 教育学部事務長 1979/4/1 無期限 － 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1979年度 教務 学籍 昭和55年3月卒業　学籍簿 教育学部事務長 1980/4/1 無期限 － 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1979年度 教務 学籍 昭和54年度　聴講生学籍簿 教育学部事務長 1980/4/1 無期限 － 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1979年度 教務 学籍 昭和54年度　研究生学籍簿 教育学部事務長 1980/4/1 無期限 － 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1980年度 教務 学籍 昭和56年3月卒業　学籍簿 教育学部事務長 1981/4/1 無期限 － 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1980年度 教務 学籍 昭和55～63年度　大学院指導要録（前期課程） 教育学部事務長 1989/4/1 無期限 － 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1980年度 教務 学籍 昭和55年度　聴講生学籍簿 教育学部事務長 1981/4/1 無期限 － 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1980年度 教務 学籍 昭和55年度　研究生学籍簿 教育学部事務長 1981/4/1 無期限 － 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1981年度 教務 学籍 昭和56年度卒業(57.3）　　学籍簿 教育学部事務長 1982/4/1 無期限 － 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1981年度 教務 学籍 昭和59年度(60.3)卒業　学籍簿 教育学部事務長 1985/4/1 無期限 － 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1981年度 教務 学籍 昭和56年～平成8年3月　大学院指導要録　博士後期課程 教育学部事務長 1996/4/1 無期限 － 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1981年度 教務 学籍 昭和56年度　聴講生学籍簿 教育学部事務長 1982/4/1 無期限 － 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
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1981年度 教務 学籍 昭和56年度　研究生学籍簿 教育学部事務長 1982/4/1 無期限 － 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1982年度 教務 学籍 昭和57年度（58.3）卒業者　学籍簿 教育学部事務長 1983/4/1 無期限 － 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1982年度 教務 学籍 昭和60年度(61年3月）卒業者成績 教育学部事務長 1986/4/1 無期限 － 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1982年度 教務 学籍 昭和57～平成5年度　研究生学籍簿 教育学部事務長 1994/4/1 無期限 － 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1982年度 教務 学籍 平成57～平成8年度　教職関係聴講生学籍簿 教育学部事務長 1997/4/1 無期限 － 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1983年度 教務 学籍 昭和58年度卒業者　学籍簿 教育学部事務長 1983/4/1 無期限 － 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1983年度 教務 学籍 昭和61年度(62年3月）卒業　学籍簿 教育学部事務長 1987/4/1 無期限 － 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1983年度 教務 学籍 昭和59年3卒業　学籍簿 教育学部事務長 1984/4/1 無期限 － 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1984年度 教務 学籍 昭和62年度(63.3)卒業者　学籍簿 教育学部事務長 1988/4/1 無期限 － 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1984年度 教務 学籍 昭和60年3月卒業　学籍簿 教育学部事務長 1985/4/1 無期限 － 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1985年度 教務 学籍 昭和63年度(元年3月)卒業生　学籍簿 教育学部事務長 1989/4/1 無期限 － 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1985年度 教務 学籍 昭和61年3月卒業　学籍簿 教育学部事務長 1986/4/1 無期限 － 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1986年度 教務 学籍 平成元年（2年3月）卒業生　学籍簿 教育学部事務長 1990/4/1 無期限 － 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1986年度 教務 学籍 昭和62年3月卒業　学籍簿 教育学部事務長 1987/4/1 無期限 － 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1986年度 教務 学籍 卒業者名簿　（S61.3～H16.3) 教育学部事務長 2004/4/1 無期限 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
1987年度 教務 学籍 平成2年（3年3月）卒業生　学籍簿 教育学部事務長 1991/4/1 無期限 － 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1987年度 教務 学籍 昭和63年3月卒業　学籍簿 教育学部事務長 1988/4/1 無期限 － 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1988年度 教務 学籍 平成3年（4年3月）卒業生　学籍簿 教育学部事務長 1992/4/1 無期限 － 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1988年度 教務 学籍 平成元年3月卒業　学籍簿 教育学部事務長 1989/4/1 無期限 － 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1989年度 教務 学籍 平成4年（5年3月）卒業生　学籍簿 教育学部事務長 1993/4/1 無期限 － 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1989年度 教務 学籍 平成元～7年度　大学院（前期課程）指導要録 教育学部事務長 1996/4/1 無期限 － 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1989年度 教務 学籍 平成2年3月卒業　学籍簿 教育学部事務長 1990/4/1 無期限 － 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1989年度 教務 学籍 平成2年9月・3年3月卒業　学籍簿 教育学部事務長 1991/4/1 無期限 － 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1990年度 教務 学籍 平成5年（6年3月）卒業生　学籍簿 教育学部事務長 1994/4/1 無期限 － 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1991年度 教務 学籍 平成6年（7年3月）卒業生　学籍簿 教育学部事務長 1995/4/1 無期限 － 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1991年度 教務 学籍 平成4年3月卒業　学籍簿 教育学部事務長 1992/4/1 無期限 － 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1992年度 教務 学籍 平成5年3月卒業　学籍簿 教育学部事務長 1993/4/1 無期限 － 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1993年度 教務 学籍 平成6年3月卒業　学籍簿 教育学部事務長 1994/4/1 無期限 － 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1993年度 教務 学籍 平成5年～10年　大学院研究生学籍簿 教育学部事務長 1994/4/1 無期限 － 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1994年度 教務 学籍 平成7年3月卒業　学籍簿 教育学部事務長 1995/4/1 無期限 － 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1995年度 教務 学籍 平成8年3月卒業　学籍簿 教育学部事務長 1996/4/1 無期限 － 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1996年度 教務 学籍 平成9年3月修了～11年3月修了　大学院（前期課程）指導要録 教育学部事務長 1999/4/1 無期限 － 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1996年度 教務 学籍 平成9年3月卒業　学籍簿 教育学部事務長 1997/4/1 無期限 － 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1996年度 教務 学籍 平成6～10年度　研究生学籍簿 教育学部事務長 1999/4/1 無期限 － 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1996年度 教務 学籍 平成8～現在　科目等履修生学籍簿 教育学部事務長 2015/4/1 無期限 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管

1996年度 教務 資格 平成8～13年度　司書教諭関係 教育学部事務長 2002/4/1 ２０年 2022/3/31 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2012年3月31日
延長期間：10年

1997年度 教務 学籍 平成9～現在　教職関係聴講生学籍簿 教育学部事務長 2015/4/1 無期限 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
1999年度 教務 学籍 平成11～20年度　大学院研究生学籍簿 教育学部事務長 2009/4/1 無期限 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
1999年度 教務 学籍 平成11～17年度　研究生学籍簿 教育学部事務長 2006/4/1 無期限 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管

2000年度 教務 学籍 平成12年3月修了～14年3月修了　大学院（前期課程）指導要録
教育学・教育発達科学研究科事務
長

2002/4/1 無期限 － 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管

2001年度 教務 学籍 平成13～現在　聴講生名簿
教育学・教育発達科学研究科事務
長

2015/4/1 無期限 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管

2001年度 教務 学籍 平成13～現在　特別研究学生・特別聴講学生・短期留学生学籍簿
教育学・教育発達科学研究科事務
長

2015/4/1 無期限 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管

2001年度 教務 資格 平成13～27年度　学芸員資格関係 文系教務課長 2016/4/1 １０年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2001年度 教務 資格 平成13～27年度　社会教育主事資格関係 文系教務課長 2016/4/1 １０年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄

2002年度 教務 学籍 平成14～23年度　指導要録（後期課程）退学者・除籍者
教育学・教育発達科学研究科事務
長

2012/4/1 無期限 － 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管

2002年度 教務 学籍 平成14～18年度　大学院（後期課程）指導要録
教育学・教育発達科学研究科事務
長

2007/4/1 無期限 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管

2002年度 教務 学籍 平成14～18年度　大学院（前期課程）指導要録
教育学・教育発達科学研究科事務
長

2007/4/1 無期限 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管

2002年度 教務 資格 平成14～27年度　司書教諭関係
教育学・教育発達科学研究科事務
長

2016/4/1 １０年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄

2004年度 教務 学籍 指導要録　後期課程
教育学・教育発達科学研究科事務
長

2015/4/1 無期限 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管

2005年度 教務 学籍 卒業者名簿　（H17.3～　） 文系教務課長 2015/4/1 無期限 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2005年度 教務 学籍 平成17～現在　大学院科目等履修生学籍簿 文系教務課長 2015/4/1 無期限 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2005年度 教務 教職 平成１７～27年度　教職課程認定に関する変更届 文系教務課長 2016/4/1 １０年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2005年度 教務 教務 平成17～19年度　イニシアティブGP 文系教務課長 2008/4/1 無期限 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2006年度 教務 学籍 修士学位名簿　（H18.3～　） 文系教務課長 2015/4/1 無期限 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2006年度 教務 学籍 平成18～現在　学部研究生学籍簿 文系教務課長 2015/4/1 無期限 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2006年度 教務 教務 平成18～19年度　教員養成GP 文系教務課長 2008/4/1 無期限 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2007年度 教務 学籍 平成20年3月～26年度　修了・満期退学　大学院後期課程　指導要録 文系教務課長 2015/4/1 無期限 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2007年度 教務 学籍 平成19～22年度　大学院（前期課程）指導要録 文系教務課長 2011/4/1 無期限 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2009年度 教務 学籍 指導要録　大学院前期課程 文系教務課長 2015/4/1 無期限 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2009年度 教務 学籍 平成21～現在　大学院研究生学籍簿 文系教務課長 2015/4/1 無期限 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2010年度 教務 委員会 平成22～23年度　学生生活広報委員会 文系教務課長 2012/4/1 １０年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄

2011年度 教務 大学院 平成23年度　大学院関係 文系教務課長 2012/4/1 １０年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2017年3月31日
延長期間:5年

2011年度 教務 大学院 平成23年度　他研究科履修関係 文系教務課長 2012/4/1 １０年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2017年3月31日
延長期間:5年

2011年度 教務 大学院 平成23年度　受講科目届（大学院） 文系教務課長 2012/4/1 １０年 2022/3/31 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2017年3月31日
延長期間:5年
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2011年度 教務 大学院 平成23年度　大学院成績（教職聴講生、科目等履修生含む） 文系教務課長 2012/4/1 １０年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2017年3月31日
延長期間:5年

2011年度 教務 教職 平成23年度　教員免許状申請関係 文系教務課長 2012/4/1 １０年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2011年度 教務 委員会 平成23年度　教務委員会 文系教務課長 2012/4/1 １０年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管

2012年度 教務 大学院 平成24年度　大学院関係 文系教務課長 2013/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2018年3月31日
延長期間:5年

2012年度 教務 大学院 平成24年度　他研究科履修関係 文系教務課長 2013/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2018年3月31日
延長期間:5年

2012年度 教務 大学院 平成24年度　大学院成績（教職聴講生、科目等履修生含む） 文系教務課長 2013/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2018年3月31日
延長期間:5年

2012年度 教務 教職 平成24年度　教員免許状申請関係 文系教務課長 2013/4/1 １０年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2012年度 教務 委員会 平成24年度　教務学生生活委員会 文系教務課長 2013/4/1 １０年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管

2013年度 教務 大学院 平成25年度　大学院関係 文系教務課長 2014/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2019年3月31日
延長期間:5年

2013年度 教務 大学院 平成25年度　他研究科履修関係 文系教務課長 2014/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2019年3月31日
延長期間:5年

2013年度 教務 大学院 平成25年度　大学院成績（教職聴講生、科目等履修生含む） 文系教務課長 2014/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2019年3月31日
延長期間:5年

2013年度 教務 教職 平成25年度　教員免許状申請関係 文系教務課長 2014/4/1 １０年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2013年度 教務 委員会 平成25年度　教務学生生活委員会 文系教務課長 2014/4/1 １０年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2014年度 教務 大学院 平成26年度　大学院関係 文系教務課長 2015/4/1 １０年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2014年度 教務 大学院 平成26年度　他研究科履修関係 文系教務課長 2015/4/1 １０年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2014年度 教務 大学院 平成26年度　大学院成績（教職聴講生、科目等履修生含む） 文系教務課長 2015/4/1 １０年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2014年度 教務 教職 平成26年度　教員免許状申請関係 文系教務課長 2015/4/1 １０年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2014年度 教務 委員会 平成26年度　教務学生生活委員会 文系教務課長 2015/4/1 １０年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2015年度 教務 入試 平成28年度　私費外国人留学生選抜 文系教務課長 2016/4/1 ７年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2015年度 教務 非正規生 平成27年度後期　研究生・聴講生・科目等履修生綴 文系教務課長 2016/4/1 ７年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2015年度 教務 非正規生 平成28年度前期　研究生・聴講生・科目等履修生綴 文系教務課長 2016/4/1 ７年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2015年度 教務 入試 平成28年度　志願票（不合格） 文系教務課長 2016/4/1 ７年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2015年度 教務 入試 平成28年度　志願票（合格者） 文系教務課長 2016/4/1 ７年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2015年度 教務 大学院 平成27年度　大学院関係 文系教務課長 2016/4/1 １０年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2015年度 教務 大学院 平成27年度　他研究科履修関係 文系教務課長 2016/4/1 １０年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2015年度 教務 大学院 平成27年度　大学院成績（教職聴講生、科目等履修生含む） 文系教務課長 2016/4/1 １０年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2015年度 教務 教職 平成27年度　教員免許状申請関係 文系教務課長 2016/4/1 １０年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2015年度 教務 委員会 平成27年度　教務学生生活委員会 文系教務課長 2016/4/1 １０年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2016年度 教務 教職 平成28年度　教職関係 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務 入試 平成29年度　学部入試関係 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務 入試 平成29年度　大学入試センター試験 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務 入試 平成29年度　推薦入試関係 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務 入試 平成29年度　第３年次編入学関係 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務 教務 平成28年度　インターンシップ関係 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務 学部 平成28年度　オープンキャンパス 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務 調査 平成28年度　調査関係 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務 調査 平成28年度　学校基本調査 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務 教務 平成28年度　雑件 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務 学位 平成28年度　課程博士申請関係 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務 教務 平成28年度　卒業・修了関係 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務 就職 平成28年度　就職関係 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務 教務 平成28年度　卒業・修了後の進路 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務 教務 平成28年度　学外実習 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務 入試 平成29年度　後期院入試（一般・社会人・マネジメント） 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務 入試 平成29年度　前期Ⅰ期院入試（一般・高専人） 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務 入試 平成29年度　前期Ⅱ期院入試（一般・高専人） 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務 教務 平成29年度　非常勤講師任用（教職を含む） 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務 学部 平成28年度　試験関係 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務 学部 平成28年度　教養教育院関係 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務 学部 平成28年度　教育学部入学者　宣誓・情報ｾｷｭﾘﾃｨﾎﾟﾘｼｰ遵守誓約書 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務 大学院 平成28年度　教育発達科学研究科入学者　宣誓・情報ｾｷｭﾘﾃｨﾎﾟﾘｼｰ遵守誓約書 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務 教務 平成28年度　授業評価アンケート 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務 学部 平成28年度　コース分属・転コース 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務 教務 平成28年度　学生数報告 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務 学籍 平成28年度　学生異動綴 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務 学部 平成28年度　授業関係 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務 入試 平成29年度　私費外国人留学生選抜 文系教務課長 2017/4/1 ７年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務 非正規生 平成28年度後期　研究生・聴講生・科目等履修生綴 文系教務課長 2017/4/1 ７年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務 非正規生 平成29年度前期　研究生・聴講生・科目等履修生綴 文系教務課長 2017/4/1 ７年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務 入試 平成29年度　志願票（不合格） 文系教務課長 2017/4/1 ７年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務 入試 平成29年度　志願票（合格者） 文系教務課長 2017/4/1 ７年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務 大学院 平成28年度　大学院関係 文系教務課長 2017/4/1 １０年 2027/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務 大学院 平成28年度　他研究科履修関係 文系教務課長 2017/4/1 １０年 2027/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務 大学院 平成28年度　大学院成績（教職聴講生、科目等履修生含む） 文系教務課長 2017/4/1 １０年 2027/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務 大学院 平成28年度　ウェルビーイング関係 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務 教職 平成28年度　教員免許状申請関係 文系教務課長 2017/4/1 １０年 2027/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務 委員会 平成28年度　教務学生生活委員会 文系教務課長 2017/4/1 １０年 2027/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
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2017年度 教務 非正規生 平成29年度　研究生・聴講生・科目等履修生綴（春学期） 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務 教務 平成29～30年度　学外実習 文系教務課長 2018/4/1 ６年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務 大学院 平成29年度　他研究科履修関係 文系教務課長 2018/4/1 １０年 2028/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務 学部 平成29年度　授業関係 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務 就職 平成29年度　就職関係 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務 大学院 平成29年度教育発達科学研究科入学者　宣誓書・情報ｾｷｭﾘﾃｨﾎﾟﾘｼｰ遵守誓約書 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務 学部 平成29年度　電算関係 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務 教務 平成29年度　授業評価アンケート 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務 教務 平成29年度　インターンシップ関係 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務 入試 平成29年度　入試委員会 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務 入試 平成30年度　前期Ⅰ期院入試（一般・高専人）後期（心理）海外学位取得者特別選抜 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務 教職 平成30年度　教職関係 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務 入試 平成30年度　3年次編入 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務 非正規生 平成29年度　研究生・大学院研究生（留学生・不合格者）出願書類（秋学期） 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄

2017年度 教務 非正規生
平成29年度　研究生・聴講生・科目等履修生綴（秋学期）　（留学生（合格者）の出願書類を含
む）

文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄

2017年度 教務 入試 平成３０年度　推薦入試関係 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務 非正規生 平成29年度　研究生・聴講生・科目等履修生綴（秋学期） 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務 教務 平成29年度卒業・修了関係 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務 入試 平成30年度　大学院入試　志願票（不合格） 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務 入試 平成30年度　大学院入試　志願票（合格） 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務 入試 平成30年度　前期Ⅱ期院入試（一般・高専人） 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄

2017年度 教務 入試 平成30年度　後期院入試（一般・社会人特別選抜・教育マネジメント・心理危機マネジメント） 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄

2017年度 教務 教職 平成２９年度　教育実習の成績評価 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務 教務 平成29年度　卒業・修了後の進路状況 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務 教務 平成29年度～　　　公認心理師関係 文系教務課長 2018/4/1 無期限 無期限 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務 教務 平成29年度　卒業論文関係 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務 学籍 平成29年度　学生異動綴 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務 大学院 平成29年度　大学院関係 文系教務課長 2018/4/1 １０年 2028/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務 大学院 平成29年度　大学院成績（教職聴講生・科目等履修生含む） 文系教務課長 2018/4/1 １０年 2028/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務 教職 平成29年度　教員免許状申請関係 文系教務課長 2018/4/1 １０年 2028/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務 入試 平成30年度　学部入試関係 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務 入試 平成30年度　大学入試センター試験 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務 学部 平成29年度　オープンキャンパス 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務 調査 平成29年度　調査関係 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務 調査 平成29年度　学校基本調査 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務 教務 平成29年度　雑件 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務 学位 平成29年度　課程博士申請関係 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務 教務 平成30年度　非常勤講師任用（教職を含む） 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務 学部 平成29年度　教養教育院関係 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務 学部 平成29年度　コース分属・転コース 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務 教務 平成29年度　学生数報告 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務 入試 平成30年度　私費外国人留学生選抜 文系教務課長 2018/4/1 ７年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務 委員会 平成29年度　教務学生生活委員会 文系教務課長 2018/4/1 １０年 2028/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2015年度 留学生 受入 育　研究生出願書類・受入手続き　H27 文系教務課長 2016/4/1 ７年 2023/3/31 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 留学生 受入 育　研究生出願書類・受入手続き　H28 文系教務課長 2017/4/1 ７年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 留学生 受入 育　研究生出願書類・受入手続き　H29 文系教務課長 2018/4/1 ７年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2015年度 留学生 受入 育　在留資格認定証明書申請　H27 文系教務課長 2016/4/1 ７年 2023/3/31 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 留学生 受入 育　在留資格認定証明書申請　H28 文系教務課長 2017/4/1 ７年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 留学生 受入 育　在留資格認定証明書申請　H29 文系教務課長 2018/4/1 ７年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄

2016年度 留学生 受入 中国政府「国家公派研究生項目派遣事業」教育発達科学研究科２０１６年受入れ分～ 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2017年3月31日
延長期間：2年

2014年度 留学生 留学 育短期交換留学生関係Ｈ２６ 文系教務課長 2015/4/1 ５年 2022/3/31 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2020年3月31日
延長期間：2年

2015年度 留学生 留学 育短期交換留学生関係Ｈ２７ 文系教務課長 2016/4/1 ５年 2023/3/31 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2021年3月31日
延長期間：2年

2016年度 留学生 留学 育短期交換留学生関係Ｈ２８ 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2022年3月31日
延長期間：2年

2017年度 留学生 留学 育短期交換留学生関係Ｈ２９ 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2023年3月31日
延長期間：2年

2011年度 留学生 受入 育国費Ｈ２３ 文系教務課長 2012/4/1 １０年 2022/3/31 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 廃棄
2012年度 留学生 奨学金 育国費Ｈ２４ 文系教務課長 2013/4/1 １０年 2023/3/31 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 廃棄
2013年度 留学生 奨学金 育国費Ｈ２５ 文系教務課長 2014/4/1 １０年 2024/3/31 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 廃棄
2014年度 留学生 奨学金 育国費Ｈ２６ 文系教務課長 2015/4/1 １０年 2025/3/31 紙 教育学部棟倉庫 （名大）文系教務課長 廃棄
2015年度 留学生 奨学金 育国費Ｈ２７ 文系教務課長 2016/4/1 １０年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 留学生 奨学金 育国費Ｈ２８ 文系教務課長 2017/4/1 １０年 2027/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 留学生 奨学金 育国費Ｈ２９ 文系教務課長 2018/4/1 １０年 2028/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 留学生 奨学金 育民間奨学金Ｈ２８ 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 留学生 奨学金 育民間奨学金Ｈ２９ 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 留学生 奨学金 育私費学習奨励費Ｈ２８ 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 留学生 奨学金 育私費学習奨励費Ｈ２９ 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 留学生 調査 育調査Ｈ２８ 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 留学生 調査 育調査Ｈ２９ 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 留学生 経費 育留学生経費Ｈ２８ 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 留学生 経費 育留学生経費Ｈ２９ 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
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2011年度 共通 学位 平成21年度～23年度学位申請（課程外博士）（教育発達科学研究科） 文系教務課長 2012/4/1 ３０年 2042/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2012年度 共通 学位 平成２４年度　教育発達科学研究科　課程外博士学位関係綴 文系教務課長 2013/4/1 ３０年 2043/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2013年度 共通 学位 平成２５年度　教育発達科学研究科　課程外博士学位関係綴 文系教務課長 2014/4/1 ３０年 2044/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2014年度 共通 学位 平成２６年度　教育発達科学研究科　課程外博士学位関係綴 文系教務課長 2015/4/1 ３０年 2045/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管

2015年度 共通 学位 平成２７年度　教育発達科学研究科　課程外博士学位関係綴 文系教務課長 2016/4/1 ３０年 2046/3/31 紙
文系教務課会議室キャビ
ネット中段

（名大）文系教務課長 移管

2016年度 共通 学位 平成２８年度　教育発達科学研究科　課程外博士学位関係綴 文系教務課長 2017/4/1 ３０年 2047/3/31 紙
文系教務課会議室キャビ
ネット中段

（名大）文系教務課長 移管

2018年度 教務 教務 平成30年度ガイダンス関係 文系教務課長 2019/4/1 ３年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄

2018年度 教務 非正規生 平成30年度研究生・聴講生・科目等履修生綴（春学期）（留学生（合格者）の出願書類を含む） 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄

2018年度 教務 非正規生 平成30年度 春学期入学研究生・大学院研究生（留学生・不合格者）出願書類 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務 入試 平成30年度　入試委員会 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務 学部 平成30年度　授業関係 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務 就職 平成30年度　就職関係 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務 学部 平成30年度　電算関係 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務 大学院 平成30年度　他研究科履修関係 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務 教務 平成３０年度　雑件 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務 教務 平成30年度　卒業論文関係 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務 学籍 平成30年度　学生異動綴 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務 入試 平成31年度　前期Ⅰ期院入試（一般・高専人）後期（心理）海外学位取得者特別選抜 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務 教務 平成30年度　インターンシップ関係 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務 教務 平成30年度　授業評価アンケート 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務 資格 平成30年度　公認心理師試験修了証明書・科目履修証明書 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務 大学院 平成30年度教育発達科学研究科入学者　宣誓書・情報ｾｷｭﾘﾃｨﾎﾟﾘｼｰ遵守誓約書 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務 非正規生 平成30年度 秋学期入学研究生・大学院研究生（留学生・不合格者）出願書類 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務 大学院 平成30年度大学院成績（教職聴講生・科目等履修生含む） 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務 教務 平成30年度～　講義室使用願綴 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務 教職 平成30年度　教員免許状申請関係 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務 学部 平成30年度　教養教育院関係 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄

2018年度 教務 非正規生 平成30年度研究生・聴講生・科目等履修生綴（秋学期）（留学生（合格者）の出願書類を含む） 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄

2018年度 教務 入試 平成31年度　推薦入試関係 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務 入試 平成31年度　第３年次編入学関係 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務 学部 平成30年度　コース分属・転コース 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務 入試 平成31年度　前期Ⅱ期院入試（一般・高専人） 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄

2018年度 教務 入試 平成31年度　後期院入試（一般・社会人特別選抜・教育マネジメント・心理危機マネジメント） 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄

2018年度 教務 入試 平成31年度　大学院入試　志願票（不合格） 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務 入試 平成31年度　大学院入試　志願票（合格） 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務 教職 平成30年度　教育実習の成績評価 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務 入試 平成30年度　アジア諸国の国家中枢人材養成プログラム　後期院入試（2018年10月入学） 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務 教務 平成30年度　卒業・修了関係 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務 入試 平成31年度　推薦入試関係 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務 学位 平成30年度　課程博士申請関係 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2018年度 教務 学位 平成30年度　課程外博士学位関係 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2018年度 教務 教務 平成31年度　非常勤講師任用（教職を含む） 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務 入試 平成31年度　大学入試センター試験 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務 調査 平成30年度　調査関係 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務 入試 平成31年度　学部入試関係 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務 教務 平成30年度　進路状況報告書 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務 入試 平成31年度　私費外国人留学生選抜 文系教務課長 2019/4/1 ７年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務 大学院 平成30年度　大学院関係 文系教務課長 2019/4/1 １０年 2029/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務 委員会 平成30年度　教務学生生活委員会 文系教務課長 2019/4/1 １０年 2029/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2019年度 教務 教務 平成31年度ガイダンス関係 文系教務課長 2020/4/1 ３年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄

2019年度 教務 非正規生 平成31年度研究生・聴講生・科目等履修生綴（春学期）（留学生（合格者）の出願書類を含む） 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄

2019年度 教務 非正規生 平成31年度 春学期入学研究生・大学院研究生（留学生・不合格者）出願書類 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務 入試 平成31年度　入試委員会 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務 学部 平成31年度　授業関係 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務 就職 平成31年度　就職関係 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務 学部 平成31年度　電算関係 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務 大学院 平成31年度　他研究科履修関係 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務 教務 平成31年度　雑件 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務 教務 平成31年度　卒業論文関係 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務 学籍 平成31年度　学生異動綴 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務 入試 2020年度　前期Ⅰ期院入試（一般・高専人）後期（心理）海外学位取得者特別選抜 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務 教務 平成31年度　インターンシップ関係 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務 教務 平成31年度　授業評価アンケート 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務 資格 平成31年度　公認心理師試験修了証明書・科目履修証明書 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務 大学院 平成31年度教育発達科学研究科入学者　宣誓書・情報ｾｷｭﾘﾃｨﾎﾟﾘｼｰ遵守誓約書 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務 非正規生 平成31年度 秋学期入学研究生・大学院研究生（留学生・不合格者）出願書類 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務 大学院 平成31年度大学院成績（教職聴講生・科目等履修生含む） 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務 教職 平成31年度　教員免許状申請関係 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務 学部 平成31年度　教養教育院関係 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄

2019年度 教務 非正規生 平成31年度研究生・聴講生・科目等履修生綴（秋学期）（留学生（合格者）の出願書類を含む） 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄

2019年度 教務 入試 2020年度　推薦入試関係 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務 入試 2020年度　第３年次編入学関係 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務 学部 平成31年度　コース分属・転コース 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務 入試 2020年度　前期Ⅱ期院入試（一般・高専人） 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
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2019年度 教務 入試
2020年度　後期院入試（一般・社会人特別選抜・
　　　　　　　教育マネジメント・心理危機マネジメント）

文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄

2019年度 教務 入試 2020年度　大学院入試　志願票（不合格） 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務 入試 2020年度　大学院入試　志願票（合格） 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務 教職 平成31年度　教育実習の成績評価 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務 入試 2020年度　アジア諸国の国家中枢人材養成プログラム　後期院入試（2018年10月入学） 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務 教務 平成31年度　卒業・修了関係 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務 学位 平成31年度　課程博士申請関係 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2019年度 教務 学位 平成31年度　課程外博士学位関係 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2019年度 教務 教務 2020年度　非常勤講師任用（教職を含む） 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務 入試 2020年度　大学入試センター試験 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務 調査 平成31年度　調査関係 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務 入試 2020年度　学部入試関係 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務 教務 平成31年度　進路状況報告書 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務 入試 2020年度　私費外国人留学生選抜 文系教務課長 2020/4/1 ７年 2027/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務 大学院 平成31年度　大学院関係 文系教務課長 2020/4/1 １０年 2030/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務 委員会 平成31年度　教務学生生活委員会 文系教務課長 2020/4/1 １０年 2030/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
1951年度 教務G(法学研究科) 台帳 名古屋大学法学部(旧制)卒業生名簿(上) 法学部・法学研究科教務学生掛 1952/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1953年度 教務G(法学研究科) 台帳 名古屋大学法学部(旧制)卒業生名簿(下) 法学部・法学研究科教務学生掛 1954/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
昭和20年代 教務G(法学研究科) 学籍 学業成績原簿(旧制)名古屋大学法学部 法学部・法学研究科教務学生掛 昭和20年代 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
昭和20年代 教務G(法学研究科) 学籍 学業成績原簿名古屋大学法学部 法学部・法学研究科教務学生掛 昭和20年代 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1952年度 教務G(法学研究科) 学籍 昭和二十七年度卒業生学籍簿名古屋大学法学部 法学部・法学研究科教務学生掛 1953/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1953年度 教務G(法学研究科) 学籍 昭和二十八年度卒業生学籍簿名古屋大学法学部 法学部・法学研究科教務学生掛 1954/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1954年度 教務G(法学研究科) 学籍 昭和二十九年度卒業生学籍簿名古屋大学法学部 法学部・法学研究科教務学生掛 1955/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1955年度 教務G(法学研究科) 学籍 昭和三十年度卒業生学籍簿名古屋大学法学部 法学部・法学研究科教務学生掛 1956/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1956年度 教務G(法学研究科) 学籍 昭和三十一年度卒業生学籍簿名古屋大学法学部 法学部・法学研究科教務学生掛 1957/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1957年度 教務G(法学研究科) 学籍 昭和三十二年度卒業生学籍簿名古屋大学法学部 法学部・法学研究科教務学生掛 1958/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1958年度 教務G(法学研究科) 学籍 昭和三十三年度卒業生学籍簿名古屋大学法学部 法学部・法学研究科教務学生掛 1959/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1959年度 教務G(法学研究科) 学籍 昭和三十四年度卒業生学籍簿名古屋大学法学部 法学部・法学研究科教務学生掛 1960/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1960年度 教務G(法学研究科) 学籍 昭和三十五年度卒業生学籍簿名古屋大学法学部 法学部・法学研究科教務学生掛 1961/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1961年度 教務G(法学研究科) 学籍 昭和三十六年度卒業生学籍簿名古屋大学法学部 法学部・法学研究科教務学生掛 1962/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1962年度 教務G(法学研究科) 学籍 学籍簿昭和37年度卒業者法学部 法学部・法学研究科教務学生掛 1963/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1963年度 教務G(法学研究科) 学籍 昭和三十八年度卒業者学籍簿法学部 法学部・法学研究科教務学生掛 1964/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1964年度 教務G(法学研究科) 学籍 昭和三十九年度卒業者学籍簿法学部 法学部・法学研究科教務学生掛 1965/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1965年度 教務G(法学研究科) 学籍 昭和四十年度卒業者学籍簿法学部 法学部・法学研究科教務学生掛 1966/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1966年度 教務G(法学研究科) 学籍 学籍簿(昭和四十一年度卒)名古屋大学法学部 法学部・法学研究科教務学生掛 1967/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1967年度 教務G(法学研究科) 学籍 学籍簿(昭和四十二年度卒)名古屋大学法学部 法学部・法学研究科教務学生掛 1968/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1968年度 教務G(法学研究科) 学籍 学籍簿(昭和四十三年度卒)名古屋大学法学部 法学部・法学研究科教務学生掛 1969/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1969年度 教務G(法学研究科) 学籍 学籍簿(昭和四十四年度卒)名古屋大学法学部 法学部・法学研究科教務学生掛 1970/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1970年度 教務G(法学研究科) 学籍 学籍簿(昭和四十五年度卒)名古屋大学法学部NO1 法学部・法学研究科教務学生掛 1971/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1970年度 教務G(法学研究科) 学籍 学籍簿(昭和四十五年度卒)名古屋大学法学部NO2 法学部・法学研究科教務学生掛 1971/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1970年度 教務G(法学研究科) 学籍 学籍簿(昭和四十五年度卒)名古屋大学法学部NO3 法学部・法学研究科教務学生掛 1971/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1971年度 教務G(法学研究科) 学籍 学籍簿(昭和四十六年度卒)名古屋大学法学部その1 法学部・法学研究科教務学生掛 1972/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1971年度 教務G(法学研究科) 学籍 学籍簿(昭和四十六年度卒)名古屋大学法学部その2 法学部・法学研究科教務学生掛 1972/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1971年度 教務G(法学研究科) 学籍 学籍簿(昭和四十六年度卒)名古屋大学法学部その3 法学部・法学研究科教務学生掛 1972/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1972年度 教務G(法学研究科) 学籍 学籍簿(昭和四十七年度卒)名古屋大学法学部3の1 法学部・法学研究科教務学生掛 1973/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1972年度 教務G(法学研究科) 学籍 学籍簿(昭和四十七年度卒)名古屋大学法学部3の2 法学部・法学研究科教務学生掛 1973/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1972年度 教務G(法学研究科) 学籍 学籍簿(昭和四十七年度卒)名古屋大学法学部3の3 法学部・法学研究科教務学生掛 1973/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1973年度 教務G(法学研究科) 学籍 学籍簿(昭和四十八年度卒)名古屋大学法学部NO1 法学部・法学研究科教務学生掛 1974/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1973年度 教務G(法学研究科) 学籍 学籍簿(昭和四十八年度卒)名古屋大学法学部NO2 法学部・法学研究科教務学生掛 1974/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1973年度 教務G(法学研究科) 学籍 学籍簿(昭和四十八年度卒)名古屋大学法学部NO3 法学部・法学研究科教務学生掛 1974/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1974年度 教務G(法学研究科) 学籍 学籍簿(昭和四十九年度卒)名古屋大学法学部NO1 法学部・法学研究科教務学生掛 1975/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1974年度 教務G(法学研究科) 学籍 学籍簿(昭和四十九年度卒)名古屋大学法学部NO2 法学部・法学研究科教務学生掛 1975/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1974年度 教務G(法学研究科) 学籍 学籍簿(昭和四十九年度卒)名古屋大学法学部NO3 法学部・法学研究科教務学生掛 1975/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1975年度 教務G(法学研究科) 学籍 学籍簿(昭和五十年度卒)名古屋大学法学部NO1 法学部・法学研究科教務学生掛 1976/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1975年度 教務G(法学研究科) 学籍 学籍簿(昭和五十年度卒)名古屋大学法学部NO2 法学部・法学研究科教務学生掛 1976/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1975年度 教務G(法学研究科) 学籍 学籍簿(昭和五十年度卒)名古屋大学法学部NO3 法学部・法学研究科教務学生掛 1976/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1976年度 教務G(法学研究科) 学籍 学籍簿(昭和五十一年度卒)名古屋大学法学部NO1 法学部・法学研究科教務学生掛 1977/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1976年度 教務G(法学研究科) 学籍 学籍簿(昭和五十一年度卒)名古屋大学法学部NO2 法学部・法学研究科教務学生掛 1977/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1976年度 教務G(法学研究科) 学籍 学籍簿(昭和五十一年度卒)名古屋大学法学部NO3 法学部・法学研究科教務学生掛 1977/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1977年度 教務G(法学研究科) 学籍 学籍簿(昭和五十二年度卒)名古屋大学法学部NO1 法学部・法学研究科教務学生掛 1978/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1977年度 教務G(法学研究科) 学籍 学籍簿(昭和五十二年度卒)名古屋大学法学部NO2 法学部・法学研究科教務学生掛 1978/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1977年度 教務G(法学研究科) 学籍 学籍簿(昭和五十二年度卒)名古屋大学法学部NO3 法学部・法学研究科教務学生掛 1978/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1978年度 教務G(法学研究科) 学籍 学籍簿(昭和五十三年度卒)名古屋大学法学部NO1 法学部・法学研究科教務学生掛 1979/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1978年度 教務G(法学研究科) 学籍 学籍簿(昭和五十三年度卒)名古屋大学法学部NO2 法学部・法学研究科教務学生掛 1979/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1978年度 教務G(法学研究科) 学籍 学籍簿(昭和五十三年度卒)名古屋大学法学部NO3 法学部・法学研究科教務学生掛 1979/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1979年度 教務G(法学研究科) 学籍 学籍簿(昭和五十四年度卒)名古屋大学法学部NO1 法学部・法学研究科教務学生掛 1979/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1979年度 教務G(法学研究科) 学籍 学籍簿(昭和五十四年度卒)名古屋大学法学部NO2 法学部・法学研究科教務学生掛 1980/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1979年度 教務G(法学研究科) 学籍 学籍簿(昭和五十四年度卒)名古屋大学法学部NO3 法学部・法学研究科教務学生掛 1980/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1980年度 教務G(法学研究科) 学籍 学籍簿(昭和五十五年度卒)名古屋大学法学部NO1 法学部・法学研究科教務学生掛 1981/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1980年度 教務G(法学研究科) 学籍 学籍簿(昭和五十五年度卒)名古屋大学法学部NO2 法学部・法学研究科教務学生掛 1981/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1980年度 教務G(法学研究科) 学籍 学籍簿(昭和五十五年度卒)名古屋大学法学部NO3 法学部・法学研究科教務学生掛 1981/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1981年度 教務G(法学研究科) 学籍 学籍簿(昭和五十六年度卒)名古屋大学法学部NO1 法学部・法学研究科教務学生掛 1982/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1981年度 教務G(法学研究科) 学籍 学籍簿(昭和五十六年度卒)名古屋大学法学部NO2 法学部・法学研究科教務学生掛 1982/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1981年度 教務G(法学研究科) 学籍 学籍簿(昭和五十六年度卒)名古屋大学法学部NO3 法学部・法学研究科教務学生掛 1982/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1981年度 教務G(法学研究科) 成績 昭和57年3月卒業者教養成績 法学部・法学研究科教務学生掛 1982/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1982年度 教務G(法学研究科) 成績 昭和58年3月卒業者教養成績 法学部・法学研究科教務学生掛 1983/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1983年度 教務G(法学研究科) 成績 昭和59年3月卒業者教養成績 法学部・法学研究科教務学生掛 1984/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1984年度 教務G(法学研究科) 成績 昭和60年3月卒業者教養成績 法学部・法学研究科教務学生掛 1985/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1985年度 教務G(法学研究科) 成績 昭和61年3月卒業者教養成績 法学部・法学研究科教務学生掛 1986/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1985年度 教務G(法学研究科) 成績 60進教養成績2 法学部・法学研究科教務学生掛 1986/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
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1986年度 教務G(法学研究科) 成績 61進教養成績2 法学部・法学研究科教務学生掛 1987/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1987年度 教務G(法学研究科) 成績 62進教養成績2 法学部・法学研究科教務学生掛 1988/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1988年度 教務G(法学研究科) 成績 63進教養成績2 法学部・法学研究科教務学生掛 1989/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1989年度 教務G(法学研究科) 成績 89進教養成績2 法学部・法学研究科教務学生掛 1990/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1990年度 教務G(法学研究科) 成績 90進教養成績2 法学部・法学研究科教務学生掛 1991/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1991年度 教務G(法学研究科) 成績 91進教養成績2 法学部・法学研究科教務学生掛 1992/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1992年度 教務G(法学研究科) 成績 92進教養成績2 法学部・法学研究科教務学生掛 1993/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1993年度 教務G(法学研究科) 成績 93進教養成績2 法学部・法学研究科教務学生掛 1994/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1994年度 教務G(法学研究科) 成績 94進教養成績2 法学部・法学研究科教務学生掛 1995/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1995年度 教務G(法学研究科) 成績 95進教養成績2 法学部・法学研究科教務学生掛 1996/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1985年度 教務G(法学研究科) 成績 60進教養成績1 法学部・法学研究科教務学生掛 1986/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1986年度 教務G(法学研究科) 成績 61進教養成績1 法学部・法学研究科教務学生掛 1987/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1987年度 教務G(法学研究科) 成績 62進教養成績1 法学部・法学研究科教務学生掛 1988/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1988年度 教務G(法学研究科) 成績 63進教養成績1 法学部・法学研究科教務学生掛 1989/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1989年度 教務G(法学研究科) 成績 89進教養成績1 法学部・法学研究科教務学生掛 1990/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1990年度 教務G(法学研究科) 成績 90進教養成績1 法学部・法学研究科教務学生掛 1991/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1991年度 教務G(法学研究科) 成績 91進教養成績1 法学部・法学研究科教務学生掛 1992/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1992年度 教務G(法学研究科) 成績 92進教養成績1 法学部・法学研究科教務学生掛 1993/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1993年度 教務G(法学研究科) 成績 93進教養成績1 法学部・法学研究科教務学生掛 1994/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1994年度 教務G(法学研究科) 成績 94進教養成績1 法学部・法学研究科教務学生掛 1995/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1995年度 教務G(法学研究科) 成績 95進教養成績1 法学部・法学研究科教務学生掛 1996/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1982年度 教務G(法学研究科) 学籍 学籍簿(昭和五十七年度卒)名古屋大学法学部NO2 法学部・法学研究科教務学生掛 1984/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1982年度 教務G(法学研究科) 学籍 学籍簿(昭和五十七年度卒)名古屋大学法学部NO3 法学部・法学研究科教務学生掛 1983/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1983年度 教務G(法学研究科) 学籍 学籍簿(昭和五十八年度卒)名古屋大学法学部NO1 法学部・法学研究科教務学生掛 1984/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1983年度 教務G(法学研究科) 学籍 学籍簿(昭和五十八年度卒)名古屋大学法学部NO2 法学部・法学研究科教務学生掛 1984/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1983年度 教務G(法学研究科) 学籍 学籍簿(昭和五十八年度卒)名古屋大学法学部NO3 法学部・法学研究科教務学生掛 1984/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1984年度 教務G(法学研究科) 学籍 学籍簿(昭和五十九年度卒)名古屋大学法学部NO1 法学部・法学研究科教務学生掛 1985/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1984年度 教務G(法学研究科) 学籍 学籍簿(昭和五十九年度卒)名古屋大学法学部NO2 法学部・法学研究科教務学生掛 1985/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1984年度 教務G(法学研究科) 学籍 学籍簿(昭和五十九年度卒)名古屋大学法学部NO3 法学部・法学研究科教務学生掛 1985/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1985年度 教務G(法学研究科) 学籍 学籍簿(昭和六十年度卒)名古屋大学法学部NO1 法学部・法学研究科教務学生掛 1986/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1985年度 教務G(法学研究科) 学籍 学籍簿(昭和六十年度卒)名古屋大学法学部NO2 法学部・法学研究科教務学生掛 1986/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1985年度 教務G(法学研究科) 学籍 学籍簿(昭和六十年度卒)名古屋大学法学部NO3 法学部・法学研究科教務学生掛 1986/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1986年度 教務G(法学研究科) 学籍 学籍簿(昭和六十一年度卒)名古屋大学法学部NO1 法学部・法学研究科教務学生掛 1987/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1986年度 教務G(法学研究科) 学籍 学籍簿(昭和六十一年度卒)名古屋大学法学部NO2 法学部・法学研究科教務学生掛 1987/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1986年度 教務G(法学研究科) 学籍 学籍簿(昭和六十一年度卒)名古屋大学法学部NO3 法学部・法学研究科教務学生掛 1987/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1987年度 教務G(法学研究科) 学籍 学籍簿(昭和六十二年度卒)名古屋大学法学部NO1 法学部・法学研究科教務学生掛 1988/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1987年度 教務G(法学研究科) 学籍 学籍簿(昭和六十二年度卒)名古屋大学法学部NO2 法学部・法学研究科教務学生掛 1988/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1987年度 教務G(法学研究科) 学籍 学籍簿(昭和六十二年度卒)名古屋大学法学部NO3 法学部・法学研究科教務学生掛 1988/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1988年度 教務G(法学研究科) 学籍 学籍簿(昭和六十三年度卒)名古屋大学法学部NO1 法学部・法学研究科教務学生掛 1988/4/2 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1988年度 教務G(法学研究科) 学籍 学籍簿(昭和六十三年度卒)名古屋大学法学部NO2 法学部・法学研究科教務学生掛 1989/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1988年度 教務G(法学研究科) 学籍 学籍簿(昭和六十三年度卒)名古屋大学法学部NO3 法学部・法学研究科教務学生掛 1989/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1989年度 教務G(法学研究科) 学籍 学籍簿(昭和六十四年度卒)名古屋大学法学部NO1 法学部・法学研究科教務学生掛 1990/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1989年度 教務G(法学研究科) 学籍 学籍簿(昭和六十四年度卒)名古屋大学法学部NO2 法学部・法学研究科教務学生掛 1990/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1989年度 教務G(法学研究科) 学籍 学籍簿(昭和六十四年度卒)名古屋大学法学部NO3 法学部・法学研究科教務学生掛 1990/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1990年度 教務G(法学研究科) 学籍 学籍簿(平成二年度卒)名古屋大学法学部NO1 法学部・法学研究科教務学生掛 1991/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1990年度 教務G(法学研究科) 学籍 学籍簿(平成二年度卒)名古屋大学法学部NO2 法学部・法学研究科教務学生掛 1991/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1990年度 教務G(法学研究科) 学籍 学籍簿(平成二年度卒)名古屋大学法学部NO3 法学部・法学研究科教務学生掛 1991/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1991年度 教務G(法学研究科) 学籍 学籍簿(平成三年度卒)名古屋大学法学部NO1 法学部・法学研究科教務学生掛 1992/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1991年度 教務G(法学研究科) 学籍 学籍簿(平成三年度卒)名古屋大学法学部NO2 法学部・法学研究科教務学生掛 1992/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1991年度 教務G(法学研究科) 学籍 学籍簿(平成三年度卒)名古屋大学法学部NO3 法学部・法学研究科教務学生掛 1992/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1992年度 教務G(法学研究科) 学籍 学籍簿(平成四年度卒)名古屋大学法学部NO1 法学部・法学研究科教務学生掛 1993/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1992年度 教務G(法学研究科) 学籍 学籍簿(平成四年度卒)名古屋大学法学部NO2 法学部・法学研究科教務学生掛 1993/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1992年度 教務G(法学研究科) 学籍 学籍簿(平成四年度卒)名古屋大学法学部NO3 法学部・法学研究科教務学生掛 1993/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1993年度 教務G(法学研究科) 学籍 学籍簿(平成五年度卒)名古屋大学法学部NO1 法学部・法学研究科教務学生掛 1994/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1993年度 教務G(法学研究科) 学籍 学籍簿(平成五年度卒)名古屋大学法学部NO2 法学部・法学研究科教務学生掛 1994/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1993年度 教務G(法学研究科) 学籍 学籍簿(平成五年度卒)名古屋大学法学部NO3 法学部・法学研究科教務学生掛 1994/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1994年度 教務G(法学研究科) 学籍 学籍簿(平成六年度卒)名古屋大学法学部NO1 法学部・法学研究科教務学生掛 1995/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1994年度 教務G(法学研究科) 学籍 学籍簿(平成六年度卒)名古屋大学法学部NO2 法学部・法学研究科教務学生掛 1995/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1994年度 教務G(法学研究科) 学籍 学籍簿(平成六年度卒)名古屋大学法学部NO3 法学部・法学研究科教務学生掛 1995/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1995年度 教務G(法学研究科) 学籍 学籍簿(平成七年度卒)名古屋大学法学部NO1 法学部・法学研究科教務学生掛 1996/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1995年度 教務G(法学研究科) 学籍 学籍簿(平成七年度卒)名古屋大学法学部NO2 法学部・法学研究科教務学生掛 1996/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1995年度 教務G(法学研究科) 学籍 学籍簿(平成七年度卒)名古屋大学法学部NO3 法学部・法学研究科教務学生掛 1996/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1995年度 教務G(法学研究科) 成績 平成12年度以前卒業・退学・除籍者成績証明書 法学部・法学研究科教務学生掛 1996/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1996年度 教務G(法学研究科) 成績 平成8年度卒業学業成績簿(NO2) 法学部・法学研究科教務学生掛 1997/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1996年度 教務G(法学研究科) 成績 平成8年度卒業学業成績簿(NO3) 法学部・法学研究科教務学生掛 1997/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1997年度 教務G(法学研究科) 成績 平成9年度以降旧課程卒業者学籍簿平成13年3月卒業まで法学部 法学部・法学研究科教務学生掛 1998/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
2001年度 教務G(法学研究科) 成績 平成13年度～学業成績簿 法学部・法学研究科教務学生掛 2002/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
2001年度 教務G(法学研究科) 成績 平成13年度以降卒業・退学・除籍者成績証明書 法学部・法学研究科教務学生掛 2002/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
2005年度 教務G(法学研究科) 成績 平成17年度～学業成績簿 法学部・法学研究科教務学生掛 2006/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1997年度 教務G(法学研究科) 成績 平成9・10・11・12年度学業成績簿 法学部・法学研究科教務学生掛 1998/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
2000年度 教務G(法学研究科) 学籍 学部学生退学者(除籍)者学籍簿自五十八年三月至平成十三年三月 法学部・法学研究科教務学生掛 2001/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管

1982年度 教務G(法学研究科) 学籍
学部学生退学者(除籍)者学籍簿
自44.3.31至57.5.18

法学部・法学研究科教務学生掛 1983/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管

1962年度 教務G(法学研究科) 学籍 新制(38年3月まで)転・退学学生学籍簿法学部 法学部・法学研究科教務学生掛 1963/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1992年度 教務G(法学研究科) 成績 1992年度成績表 法学部・法学研究科教務学生掛 1993/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1952年度 教務G(法学研究科) 成績 旧制法律政治学科成績原簿法学部 法学部・法学研究科教務学生掛 1953/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1958年度 教務G(法学研究科) 成績 新制法律政治学科成績原簿法学部 法学部・法学研究科教務学生掛 1959/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1954年度 教務G(法学研究科) 台帳 大学院指導要録(修士課程)法学研究科 法学部・法学研究科教務学生掛 1955/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1952年度 教務G(法学研究科) 学籍 大学院(旧制)学籍簿法学部 法学部・法学研究科教務学生掛 1953/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1994年度 教務G(法学研究科) 成績 成績原簿1991～1994年度 法学部・法学研究科教務学生掛 1995/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1990年度 教務G(法学研究科) 成績 成績原簿1985～1990年度 法学部・法学研究科教務学生掛 1991/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
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1980年度 教務G(法学研究科) 学籍 昭和55年4月進学者学籍簿(成績表) 法学部・法学研究科教務学生掛 1981/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1995年度 教務G(法学研究科) 成績 95大学院成績表 法学部・法学研究科教務学生掛 1996/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1996年度 教務G(法学研究科) 成績 96大学院成績表 法学部・法学研究科教務学生掛 1997/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1997年度 教務G(法学研究科) 成績 97大学院成績表 法学部・法学研究科教務学生掛 1998/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1998年度 教務G(法学研究科) 成績 98大学院成績表 法学部・法学研究科教務学生掛 1999/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1999年度 教務G(法学研究科) 成績 99大学院成績表 法学部・法学研究科教務学生掛 2000/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
2000年度 教務G(法学研究科) 成績 2000大学院履修申請(成績)票 法学部・法学研究科教務学生掛 2001/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
2001年度 教務G(法学研究科) 成績 2001大学院履修申請(成績)票 法学部・法学研究科教務学生掛 2002/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
2002年度 教務G(法学研究科) 成績 2002大学院履修申請(成績)票 法学部・法学研究科教務学生掛 2003/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
2003年度 教務G(法学研究科) 成績 2003大学院履修申請(成績)票 法学部・法学研究科教務学生掛 2004/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
2004年度 教務G(法学研究科) 成績 04大学院履修申請(成績)票 法学部・法学研究科教務学生掛 2005/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
2005年度 教務G(法学研究科) 成績 05大学院成績表 法学部・法学研究科教務学生掛 2006/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1993年度 教務G(法学研究科) 台帳 大学院学修計画書45～平成5 法学部・法学研究科教務学生掛 1994/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1984年度 教務G(法学研究科) 台帳 大学院入学者台帳 法学部・法学研究科教務学生掛 1985/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1994年度 教務G(法学研究科) 台帳 指導要録(前期)昭52～平6 法学部・法学研究科教務学生掛 1995/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1992年度 教務G(法学研究科) 台帳 指導要録(後期)昭44～平4 法学部・法学研究科教務学生掛 1993/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1999年度 教務G(法学研究科) 台帳 指導要録(前期)平7～ 法学部・法学研究科教務学生掛 2000/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1999年度 教務G(法学研究科) 台帳 指導要録(後期)平5～ 法学部・法学研究科教務学生掛 2000/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1999年度 教務G(法学研究科) 成績 98～99M・D・J退学者・除籍者・満退者成績証明書 法学部・法学研究科教務学生掛 2000/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1967年度 教務G(法学研究科) 台帳 指導要録(修士修了・退学)31～42 法学部・法学研究科教務学生掛 1968/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1996年度 教務G(法学研究科) 台帳 指導要録(退学者)42～ 法学部・法学研究科教務学生掛 1997/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1976年度 教務G(法学研究科) 台帳 指導要録(修士)43～51 法学部・法学研究科教務学生掛 1977/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1994年度 教務G(法学研究科) 学籍 学籍簿(学部研究生)昭44～平6 法学部・法学研究科教務学生掛 1995/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
2009年度 教務G(法学研究科) 台帳 大学院指導要録MC・DC・修了者・満退者平成21年度～ 文系教務課長 2010/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
2008年度 教務G(法学研究科) 台帳 大学院指導要録MC・DC・修了者・満退者平成16年度～平成20年度 文系教務課長 2009/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
2003年度 教務G(法学研究科) 台帳 大学院指導要録MC・DC・修了者・満退者平成12年度～ 法学部・法学研究科教務学生掛 2004/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
2011年度 教務G(法学研究科) 台帳 指導要録(退学者)平成12～ 文系教務課長 2012/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1994年度 教務G(法学研究科) 成績 大学院成績表89～94 法学部・法学研究科教務学生掛 1995/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1988年度 教務G(法学研究科) 台帳 大学院(博士前期後期)入学手続書類自57.4～ 法学部・法学研究科教務学生掛 1989/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1997年度 教務G(法学研究科) 学籍 学籍簿(学部研究生)平7～ 法学部・法学研究科教務学生掛 1998/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1997年度 教務G(法学研究科) 学籍 学籍簿(大学院研究生)44～ 法学部・法学研究科教務学生掛 1998/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1993年度 教務G(法学研究科) 学籍 学籍簿(聴講生)昭54～平5 法学部・法学研究科教務学生掛 1994/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1978年度 教務G(法学研究科) 学籍 学籍簿(聴講生)46～53 法学部・法学研究科教務学生掛 1979/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1997年度 教務G(法学研究科) 学籍 学籍簿(聴講生)93(平5)～ 法学部・法学研究科教務学生掛 1998/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1998年度 教務G(法学研究科) 学籍 学籍簿(研究生在学者) 法学部・法学研究科教務学生掛 1999/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1998年度 教務G(法学研究科) 学籍 学籍簿(聴講生在学者) 法学部・法学研究科教務学生掛 1999/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1992年度 教務G(法学研究科) 成績 卒業認定52～92 法学部・法学研究科教務学生掛 1993/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1990年度 教務G(法学研究科) 成績 他学部の成績綴(自)昭五十六～ 法学部・法学研究科教務学生掛 1991/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1993年度 教務G(法学研究科) 成績 他学部成績綴91～ 法学部・法学研究科教務学生掛 1994/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1995年度 教務G(法学研究科) 成績 他学部の成績綴1994～ 法学部・法学研究科教務学生掛 1996/4/1 無期限 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1953年度 教務G(法学研究科) 学位 卒業者名簿名古屋大学法学部 法学部・法学研究科教務学生掛 1954/4/1 無期限 － 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管
1961年度 教務G(法学研究科) 学位 28-36卒業者名簿名古屋大学法学部1 法学部・法学研究科教務学生掛 1962/4/1 無期限 － 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管
1970年度 教務G(法学研究科) 学位 36-45卒業者名簿名古屋大学法学部2 法学部・法学研究科教務学生掛 1971/4/1 無期限 － 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管
1975年度 教務G(法学研究科) 学位 46-50卒業者名簿名古屋大学法学部3 法学部・法学研究科教務学生掛 1976/4/1 無期限 － 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管
1979年度 教務G(法学研究科) 学位 50-54卒業者名簿名古屋大学法学部4 法学部・法学研究科教務学生掛 1980/4/1 無期限 － 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管
1986年度 教務G(法学研究科) 学位 55-61卒業者名簿名古屋大学法学部5 法学部・法学研究科教務学生掛 1987/4/1 無期限 － 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管
1991年度 教務G(法学研究科) 学位 61-H3卒業者名簿名古屋大学法学部6 法学部・法学研究科教務学生掛 1992/4/1 無期限 － 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管
1996年度 教務G(法学研究科) 学位 H3-H8卒業者名簿名古屋大学法学部7 法学部・法学研究科教務学生掛 1997/4/1 無期限 － 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管
2006年度 教務G(法学研究科) 学位 H8-H18卒業者名簿名古屋大学法学部8 文系教務課長 2007/4/1 無期限 － 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管
2009年度 教務G(法学研究科) 学位 H18-H21卒業者名簿名古屋大学法学部9 文系教務課長 2010/4/1 無期限 － 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管
2010年度 教務G(法学研究科) 学位 H22-卒業者名簿名古屋大学法学部 文系教務課長 2011/4/1 無期限 － 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管
1958年度 教務G(法学研究科) 学位 博士課程単位等認定者名簿 法学部・法学研究科教務学生掛 1959/4/1 無期限 － 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管
2011年度 教務G(法学研究科) 学位 修士学位名簿名古屋大学法学部 文系教務課長 2012/4/1 無期限 － 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管
1954年度 教務G(法学研究科) 学位 修士学位名簿名古屋大学法学部 法学部・法学研究科教務学生掛 1955/4/1 無期限 － 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管
1966年度 教務G(法学研究科) 学位 博士学位名簿(課程)名古屋大学法学部 法学部・法学研究科教務学生掛 1967/4/1 無期限 － 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管
2007年度 教務G(法学研究科) 成績 07大学院成績記入表 文系教務課長 2008/4/1 永年 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
2008年度 教務G(法学研究科) 成績 08大学院成績記入表 文系教務課長 2009/4/1 永年 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
2009年度 教務G(法学研究科) 成績 09大学院成績記入表 文系教務課長 2010/4/1 永年 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
2010年度 教務G(法学研究科) 成績 10大学院成績記入表 文系教務課長 2011/4/1 永年 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
2011年度 教務G(法学研究科) 成績 11大学院成績記入表 文系教務課長 2012/4/1 永年 － 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 移管
2007年度 教務G(法学研究科) 学生 09～学修計画書(指導教員変更も含む) 文系教務課長 2008/4/1 ３年 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 廃棄
2005年度 教務G(法学研究科) 学生 05～大学院学生異動 法学部・法学研究科教務学生掛 2006/4/1 ５年 紙 法学部教務倉庫 （名大）文系教務課長 廃棄
2012年度 教務G(法学研究科) 成績 12大学院成績記入表 文系教務課長 2013/4/1 永年 － 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管
2013年度 教務G(法学研究科) 成績 13大学院成績記入表 文系教務課長 2014/4/1 永年 － 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管
2014年度 教務G(法学研究科) 成績 14大学院成績記入表 文系教務課長 2015/4/1 永年 － 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管
2015年度 教務G(法学研究科) 成績 15大学院成績記入表 文系教務課長 2016/4/1 永年 － 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管
2016年度 教務G(法学研究科) 入試 29大学院入試 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務G(法学研究科) 入試 29秋選抜出願書類 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務G(法学研究科) 入試 29春選抜出願書類 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務G(法学研究科) 委員会 16大学院学務委員会 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管
2016年度 教務G(法学研究科) 入試 29推薦入試 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務G(法学研究科) 入試 平成29年度3年次編入 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務G(法学研究科) 入試 平成29年度 私費外国人留学生入試 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務G(法学研究科) 学生 平成28年度 卒業認定関係 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務G(法学研究科) 成績 16大学院成績記入表 文系教務課長 2017/4/1 永年 － 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管
2017年度 教務G(法学研究科) 入試 30大学院入試 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務G(法学研究科) 入試 30秋選抜出願書類 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務G(法学研究科) 入試 30春選抜出願書類 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務G(法学研究科) 委員会 17大学院学務委員会 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管
2017年度 教務G(法学研究科) 入試 30推薦入試 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務G(法学研究科) 入試 30 3年次編入 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 廃棄
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2017年度 教務G(法学研究科) 入試 30 私費外国人留学生入試 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務G(法学研究科) 学生 29 卒業認定 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務G(法学研究科) 成績 17大学院成績記入表 文系教務課長 2018/4/1 永年 － 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管
2017年度 教務G(法学研究科) 学位 平成29年度　法学研究科　博士（論文）学位関係綴 文系教務課長 2018/4/1 ３０年 2048/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管
2018年度 教務G(法学研究科) 入試 31大学院入試 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務G(法学研究科) 入試 31秋選抜出願書類 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務G(法学研究科) 入試 31春選抜出願書類 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務G(法学研究科) 委員会 18大学院学務委員会 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管
2018年度 教務G(法学研究科) 入試 31推薦入試 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務G(法学研究科) 学生 30調査関係 文系教務課長 2019/4/1 ３年 2022/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務G(法学研究科) 入試 30入試課関係 文系教務課長 2019/4/1 ３年 2022/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務G(法学研究科) 入試 31 3年次編入 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務G(法学研究科) 入試 31 私費外国人留学生入試 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務G(法学研究科) 学生 30 卒業認定 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務G(法学研究科) 学生 30 履修登録 文系教務課長 2019/4/1 ３年 2022/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務G(法学研究科) 受入 30 研究生・聴講生・科目等履修生 文系教務課長 2019/4/1 ３年 2022/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務G(法学研究科) 学生 平成30年度 学部授業アンケート 文系教務課長 2019/4/1 ３年 2022/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務G(法学研究科) 成績 18大学院成績記入表 文系教務課長 2018/4/1 永年 － 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管
2018年度 教務G(法学研究科) 成績 18履修申請表 文系教務課長 2019/4/1 ３年 2022/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務G(法学研究科) 学生 18大学院教務4月～12月 文系教務課長 2019/4/1 ３年 2022/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務G(法学研究科) 学生 18大学院教務1月～3月 文系教務課長 2019/4/1 ３年 2022/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務G(法学研究科) 学位 平成30年度　法学研究科　博士（論文）学位関係綴 文系教務課長 2019/4/1 ３０年 2049/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管
2011年度 留学生 受入 法国費Ｈ２３　１／２ 文系教務課長 2012/4/1 １０年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2011年度 留学生 受入 法国費Ｈ２３　２／２ 文系教務課長 2012/4/1 １０年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2012年度 留学生 受入 法国費Ｈ２４ 文系教務課長 2013/4/1 １０年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2013年度 留学生 受入 法国費 Ｈ２５ １／２ 文系教務課長 2014/4/1 １０年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄 H26.3追加
2013年度 留学生 受入 法国費 Ｈ２５ ２／２ 文系教務課長 2014/4/1 １０年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄 H26.3追加
2014年度 留学生 受入 法　国費 H２６ １／２ 文系教務課長 2015/4/1 １０年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄 H27.3追加
2014年度 留学生 受入 法　国費 H２６ ２／２ 文系教務課長 2015/4/1 １０年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄 H27.3追加

2014年度 留学生 受入 法研究生受入 Ｈ２６ 文系教務課長 2015/4/1 ７年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
H26.3追加

2014年度 留学生 受入 法　研究生受入２ Ｈ２６ 文系教務課長 2015/4/1 ７年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
H27.3追加

2014年度 留学生 受入 法NUPACE Ｈ２６ 文系教務課長 2015/4/1 ７年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
H26.3追加

2014年度 留学生 受入 法 中国国家高派 Ｈ２６ 文系教務課長 2015/4/1 ７年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
H27.3追加

2014年度 留学生 受入 法ＪＩＣＡ・ＪＤＳ Ｈ２６ 文系教務課長 2015/4/1 ７年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄 H26.3追加
2015年度 留学生 受入 法　国費 H２７ １／２ 文系教務課長 2016/4/1 １０年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2015年度 留学生 受入 法　国費 H２７ ２／２ 文系教務課長 2016/4/1 １０年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2015年度 留学生 受入 法　研究生受入 Ｈ２７　１／２ 文系教務課長 2016/4/1 ７年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2015年度 留学生 受入 法　研究生受入 Ｈ２７　２／２ 文系教務課長 2016/4/1 ７年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2015年度 留学生 受入 法ＪＩＣＡ・ＪＤＳ Ｈ２７ 文系教務課長 2016/4/1 ７年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2015年度 留学生 受入 法 NUPACE Ｈ２７ 文系教務課長 2016/4/1 ７年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2015年度 留学生 受入 法 中国国家高派 Ｈ２７ 文系教務課長 2016/4/1 ７年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 留学生 奨学金 法　奨学金 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 留学生 奨学金 法　学習奨励費 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 留学生 受入 法ＪＩＣＡ・ＪＤＳ 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 留学生 受入 法　ＮＵＰＡＣＥ 文系教務課長 2017/4/1 ７年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 留学生 受入 法　研究生受入１／２ 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 留学生 留学 法　JASSO海外留学支援制度 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 留学生 受入 法国費１／１ 文系教務課長 2017/4/1 １０年 2027/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 留学生 受入 法国費２／２ 文系教務課長 2017/4/1 １０年 2027/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 留学生 受入 法　研究生受入２／２ 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 留学生 受入 法　中国国家高派 文系教務課長 2017/4/1 ７年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 留学生 経費 法　留学生経費 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 留学生 調査 法　調査 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 留学生 奨学金 法　奨学金 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 留学生 奨学金 法　学習奨励費 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 留学生 受入 法ＪＩＣＡ・ＪＤＳ 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 留学生 受入 法　ＮＵＰＡＣＥ 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 留学生 受入 法　研究生受入１／２ 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 留学生 留学 法　JASSO海外留学支援制度 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 留学生 受入 法国費１／１ 文系教務課長 2018/4/1 １０年 2028/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 留学生 受入 法国費２／２ 文系教務課長 2018/4/1 １０年 2028/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 留学生 受入 法　研究生受入２／２ 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 留学生 経費 法　留学生経費 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 留学生 調査 法　調査 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 留学生 受入 法　在留資格認定証明書申請 文系教務課長 2018/4/1 ７年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長
2017年度 留学生 受入 入学志願書類 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長
2018年度 留学生 受入 法　私費　正規生 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 留学生 受入 留学生全般 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長
2018年度 留学生 受入 法　入学者資料 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長
2018年度 留学生 受入 法　国費１／２ 文系教務課長 2019/4/1 １０年 2029/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 留学生 受入 法　国費２／２ 文系教務課長 2019/4/1 １０年 2029/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 留学生 受入 ＪＩＣＡ・ＪＤＳ 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 留学生 調査 法　調査（留学生） 文系教務課長 2019/4/1 ７年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 留学生 受入 法　奨学金 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 留学生 受入 法　中国国家高派 文系教務課長 2019/4/1 ７年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 留学生 経費 法　留学生経費 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 留学生 受入 法　ＮＵＰＡＣＥ 文系教務課長 2019/4/1 ７年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
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2018年度 留学生 受入 国費　大学推薦願書 文系教務課長 2019/4/1 １０年 2029/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 留学生 受入 法　在留カード 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 留学生 受入 法　私費　非正規生 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2004年度 教務G（法科大学院） 台帳 法科大学院指導要録（平成16年度～平成18年度） 文系教務課長 2005/4/1 無期限 － 紙 法学部棟倉庫213 （名大）文系教務課長 移管
2004年度 教務G（法科大学院） 成績 平成16年度　法科大学院成績記入表 文系教務課長 2005/4/1 無期限 － 紙 法学部棟倉庫213 （名大）文系教務課長 移管
2005年度 教務G（法科大学院） 成績 平成17年度　法科大学院成績記入表 文系教務課長 2006/4/1 無期限 － 紙 法学部棟倉庫213 （名大）文系教務課長 移管
2006年度 教務G（法科大学院） 成績 平成18年度　法科大学院成績記入表 文系教務課長 2007/4/1 無期限 － 紙 法学部棟倉庫213 （名大）文系教務課長 移管
2006年度 教務G（法科大学院） 試験 平成18年度　法科大学院定期試験関係 文系教務課長 2007/4/1 ３０年 2037/3/31 紙 法学部棟倉庫213 （名大）文系教務課長 移管
2006年度 教務G（法科大学院） 会議 平成18年度　法科大学院学務委員会 文系教務課長 2007/4/1 ３０年 2037/3/31 紙 法学部棟倉庫213 （名大）文系教務課長 移管
2007年度 教務G（法科大学院） 成績 平成19年度　法科大学院成績記入表 文系教務課長 2008/4/1 無期限 － 紙 法学部棟倉庫213 （名大）文系教務課長 移管
2007年度 教務G（法科大学院） 試験 平成19年度　法科大学院定期試験関係 文系教務課長 2008/4/1 ３０年 2038/3/31 紙 法学部棟倉庫213 （名大）文系教務課長 移管
2007年度 教務G（法科大学院） 会議 平成19年度　法科大学院学務委員会 文系教務課長 2008/4/1 ３０年 2038/3/31 紙 法学部棟倉庫213 （名大）文系教務課長 移管
2008年度 教務G（法科大学院） 成績 平成20年度　法科大学院成績記入表 文系教務課長 2009/4/1 無期限 － 紙 法学部棟倉庫213 （名大）文系教務課長 移管
2008年度 教務G（法科大学院） 試験 平成20年度　法科大学院定期試験関係 文系教務課長 2009/4/1 ３０年 2039/3/31 紙 法学部棟倉庫213 （名大）文系教務課長 移管
2008年度 教務G（法科大学院） 会議 平成20年度　法科大学院学務委員会 文系教務課長 2009/4/1 ３０年 2039/3/31 紙 法学部棟倉庫213 （名大）文系教務課長 移管
2009年度 教務G（法科大学院） 成績 平成21年度　法科大学院成績記入表 文系教務課長 2010/4/1 無期限 － 紙 法学部棟倉庫213 （名大）文系教務課長 移管
2009年度 教務G（法科大学院） 試験 平成21年度　法科大学院定期試験関係 文系教務課長 2010/4/1 ３０年 2040/3/31 紙 法学部棟倉庫213 （名大）文系教務課長 移管
2009年度 教務G（法科大学院） 会議 平成21年度　法科大学院学務委員会 文系教務課長 2010/4/1 ３０年 2040/3/31 紙 法学部棟倉庫213 （名大）文系教務課長 移管
2010年度 教務G（法科大学院） 台帳 法科大学院指導要録（平成19年度～平成22年度） 文系教務課長 2011/4/1 無期限 － 紙 法学部棟倉庫213 （名大）文系教務課長 移管
2010年度 教務G（法科大学院） 成績 平成22年度　法科大学院成績記入表 文系教務課長 2011/4/1 無期限 － 紙 法学部棟倉庫213 （名大）文系教務課長 移管
2010年度 教務G（法科大学院） 試験 平成22年度　法科大学院定期試験関係 文系教務課長 2011/4/1 ３０年 2041/3/31 紙 法学部棟倉庫213 （名大）文系教務課長 移管
2010年度 教務G（法科大学院） 会議 平成22年度　法科大学院学務委員会 文系教務課長 2011/4/1 ３０年 2041/3/31 紙 法学部棟倉庫213 （名大）文系教務課長 移管
2011年度 教務G（法科大学院） 台帳 法科大学院指導要録（平成23年度～平成25年度） 文系教務課長 2012/4/1 無期限 － 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 移管
2011年度 教務G（法科大学院） 成績 平成23年度　法科大学院成績記入表 文系教務課長 2012/4/1 無期限 － 紙 法学部棟倉庫213 （名大）文系教務課長 移管
2011年度 教務G（法科大学院） 試験 平成23年度　法科大学院定期試験関係 文系教務課長 2012/4/1 ３０年 2042/3/31 紙 法学部棟倉庫213 （名大）文系教務課長 移管
2011年度 教務G（法科大学院） 会議 平成23年度　法科大学院学務委員会 文系教務課長 2012/4/1 ３０年 2042/3/31 紙 法学部棟倉庫213 （名大）文系教務課長 移管
2012年度 教務G（法科大学院） 成績 平成24年度　法科大学院成績記入表 文系教務課長 2013/4/1 無期限 － 紙 法学部棟倉庫213 （名大）文系教務課長 移管
2012年度 教務G（法科大学院） 試験 平成24年度　法科大学院定期試験関係 文系教務課長 2013/4/1 ３０年 2043/3/31 紙 法学部棟倉庫213 （名大）文系教務課長 移管
2012年度 教務G（法科大学院） 会議 平成24年度　法科大学院学務委員会 文系教務課長 2013/4/1 ３０年 2043/3/31 紙 法学部棟倉庫213 （名大）文系教務課長 移管

2012年度 教務G（法科大学院） 教務 平成24年度　法科大学院履修登録表 文系教務課長 2013/4/1 ５年 2023/3/31 紙 法学部棟倉庫213 （名大）文系教務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2018年3月31日
延長期間：5年

2013年度 教務G（法科大学院） 成績 平成25年度　法科大学院成績記入表 文系教務課長 2014/4/1 無期限 － 紙 法学部棟倉庫213 （名大）文系教務課長 移管
2013年度 教務G（法科大学院） 試験 平成25年度　法科大学院定期試験関係 文系教務課長 2014/4/1 ３０年 2044/3/31 紙 法学部棟倉庫213 （名大）文系教務課長 移管
2013年度 教務G（法科大学院） 会議 平成25年度　法科大学院学務委員会 文系教務課長 2014/4/1 ３０年 2044/3/31 紙 法学部棟倉庫213 （名大）文系教務課長 移管

2013年度 教務G（法科大学院） 教務 平成25年度　法科大学院履修登録表 文系教務課長 2014/4/1 ５年 2024/3/31 紙 法学部棟倉庫213 （名大）文系教務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2019年3月31日
延長期間：5年

2013年度 教務G（法科大学院） 会議 法科大学院　入試委員会（平成23年度～平成25年度） 文系教務課長 2014/4/1 ３０年 2044/3/31 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 廃棄
2014年度 教務G（法科大学院） 学籍 法科大学院　学生異動（平成16年度～平成26年度） 文系教務課長 2015/4/1 無期限 － 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 移管
2014年度 教務G（法科大学院） 成績 平成26年度　法科大学院成績記入表 文系教務課長 2015/4/1 無期限 － 紙 法学部棟倉庫213 （名大）文系教務課長 移管
2014年度 教務G（法科大学院） 試験 平成26年度　法科大学院定期試験関係 文系教務課長 2015/4/1 ３０年 2045/3/31 紙 法学部棟倉庫213 （名大）文系教務課長 移管
2014年度 教務G（法科大学院） 会議 平成26年度　法科大学院学務委員会 文系教務課長 2015/4/1 ３０年 2045/3/31 紙 法学部棟倉庫213 （名大）文系教務課長 移管

2014年度 教務G（法科大学院） 教務 平成26年度　法科大学院履修登録表 文系教務課長 2015/4/1 １０年 2025/3/31 紙 法学部棟倉庫213 （名大）文系教務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2020年3月31日
延長期間：5年

2015年度 教務G（法科大学院） 成績 平成27年度　法科大学院成績記入表 文系教務課長 2016/4/1 無期限 － 紙 法学部棟倉庫213 （名大）文系教務課長 移管
2015年度 教務G（法科大学院） 試験 平成27年度　法科大学院定期試験関係 文系教務課長 2016/4/1 ３０年 2046/3/31 紙 法学部棟倉庫213 （名大）文系教務課長 移管
2015年度 教務G（法科大学院） 会議 平成27年度　法科大学院学務委員会 文系教務課長 2016/4/1 ３０年 2046/3/31 紙 法学部棟倉庫213 （名大）文系教務課長 移管

2015年度 教務G（法科大学院） 教務 平成27年度　法科大学院履修登録表 文系教務課長 2016/4/1 １０年 2026/3/31 紙 法学部棟倉庫213 （名大）文系教務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2021年3月31日
延長期間：5年

2016年度 教務G（法科大学院） 成績 平成28年度　法科大学院成績記入表 文系教務課長 2017/4/1 無期限 － 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 移管
2016年度 教務G（法科大学院） 試験 平成28年度　法科大学院定期試験関係 文系教務課長 2017/4/1 ３０年 2047/3/31 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 移管
2016年度 教務G（法科大学院） 会議 平成28年度　法科大学院学務委員会 文系教務課長 2017/4/1 ３０年 2047/3/31 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 移管
2016年度 教務G（法科大学院） 教務 平成28年度　法科大学院履修登録表 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務G（法科大学院） 入試 法科大学院入試関係　平成29年度入学者選抜関係 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務G（法科大学院） 調査 平成28年度　各種調査 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務G（法科大学院） 教務 平成28年度　法科大学院関係綴 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務G（法科大学院） 学生 平成28年度　授業評価アンケート 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務G（法科大学院） 広報 平成28年度　広報関係 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務G（法科大学院） 会議 法科大学院　入試委員会（平成26年度～平成28年度） 文系教務課長 2017/4/1 ３０年 2047/3/31 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務G（法科大学院） 試験 司法試験関係綴（平成26年度～平成28年度） 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務G（法科大学院） 成績 平成29年度　法科大学院成績記入表 文系教務課長 2018/4/1 無期限 － 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 移管
2017年度 教務G（法科大学院） 試験 平成29年度　法科大学院定期試験関係 文系教務課長 2018/4/1 ３０年 2048/3/31 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 移管
2017年度 教務G（法科大学院） 会議 平成29年度　法科大学院学務委員会 文系教務課長 2018/4/1 ３０年 2048/3/31 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 移管
2017年度 教務G（法科大学院） 教務 平成29年度　法科大学院履修登録表 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務G（法科大学院） 入試 法科大学院入試関係　平成30年度入学者選抜関係 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務G（法科大学院） 調査 平成29年度　各種調査 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務G（法科大学院） 教務 平成29年度　法科大学院関係綴 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務G（法科大学院） 学生 平成29年度　授業評価アンケート 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務G（法科大学院） 広報 平成29年度　広報関係 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務G（法科大学院） 会議 平成29年度　法科大学院自己評価委員会 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務G（法科大学院） 成績 平成30年度　法科大学院成績記入表 文系教務課長 2019/4/1 無期限 － 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 移管
2018年度 教務G（法科大学院） 試験 平成30年度　法科大学院定期試験関係 文系教務課長 2019/4/1 ３０年 2049/3/31 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 移管
2018年度 教務G（法科大学院） 会議 平成30年度　法科大学院学務委員会 文系教務課長 2019/4/1 ３０年 2049/3/31 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 移管
2018年度 教務G（法科大学院） 教務 平成30年度　法科大学院履修登録表 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務G（法科大学院） 入試 法科大学院入試関係　平成31年度入学者選抜関係 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務G（法科大学院） 調査 平成30年度　各種調査 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務G（法科大学院） 教務 平成30年度　法科大学院関係綴 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務G（法科大学院） 学生 平成30年度　授業評価アンケート 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 廃棄
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2018年度 教務G（法科大学院） 広報 平成30年度　広報関係 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務G（法科大学院） 会議 平成30年度　法科大学院自己評価委員会 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務G(法学研究科) 入試 2019大学院入試 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務G(法学研究科) 入試 2019秋選抜出願書類 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務G(法学研究科) 入試 2019春選抜出願書類 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務G(法学研究科) 委員会 2019大学院学務委員会 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管
2019年度 教務G(法学研究科) 入試 2019 推薦入試 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務G(法学研究科) 学生 2019 調査関係 文系教務課長 2020/4/1 ３年 2023/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務G(法学研究科) 入試 2019 入試課関係 文系教務課長 2020/4/1 ３年 2023/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務G(法学研究科) 入試 2019 3年次編入 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務G(法学研究科) 入試 2019 私費外国人留学生入試 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務G(法学研究科) 学生 2019 卒業認定 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務G(法学研究科) 学生 2019 履修登録 文系教務課長 2020/4/1 ３年 2023/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務G(法学研究科) 受入 30 研究生・聴講生・科目等履修生 文系教務課長 2020/4/1 ３年 2023/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務G(法学研究科) 学生 2019年度 学部授業アンケート 文系教務課長 2020/4/1 ３年 2023/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務G(法学研究科) 成績 2019大学院成績記入表 文系教務課長 2020/4/1 永年 － 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管
2019年度 教務G(法学研究科) 成績 2019履修申請表 文系教務課長 2020/4/1 ３年 2023/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務G(法学研究科) 学生 2019大学院教務4月～12月 文系教務課長 2020/4/1 ３年 2023/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務G(法学研究科) 学生 2019 大学院教務1月～3月 文系教務課長 2020/4/1 ３年 2023/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務G(法学研究科) 学位 平成30年度　法学研究科　博士（論文）学位関係綴 文系教務課長 2020/4/1 ３０年 2050/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管
2019年度 教務G(法学研究科) 学生 2019 法曹養成連携協定に係る認定申請 文系教務課長 2020/4/1 １０年 2030/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務G（法科大学院） 成績 令和元年度　法科大学院成績記入表 文系教務課長 2020/4/1 無期限 － 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 移管
2019年度 教務G（法科大学院） 試験 令和元年度　法科大学院定期試験関係 文系教務課長 2020/4/1 ３０年 2050/3/31 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 移管
2019年度 教務G（法科大学院） 会議 令和元年度　法科大学院学務委員会 文系教務課長 2020/4/1 ３０年 2050/3/31 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 移管
2019年度 教務G（法科大学院） 教務 令和元年度　法科大学院履修登録表 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務G（法科大学院） 入試 法科大学院入試関係　令和２年度入学者選抜関係 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務G（法科大学院） 調査 令和元年度　各種調査 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務G（法科大学院） 教務 令和元年度　法科大学院関係綴 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務G（法科大学院） 学生 令和元年度　授業評価アンケート 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務G（法科大学院） 広報 令和元年度　広報関係 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務G（法科大学院） 会議 令和元年度　法科大学院自己評価委員会 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 留学生 受入 法　私費　正規生 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 留学生 受入 留学生全般 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 留学生 受入 法　入学者資料 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 留学生 受入 法　国費１／２ 文系教務課長 2020/4/1 １０年 2030/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 留学生 受入 法　国費２／２ 文系教務課長 2020/4/1 １０年 2030/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 留学生 受入 ＪＩＣＡ・ＪＤＳ 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 留学生 調査 法　調査（留学生） 文系教務課長 2020/4/1 ７年 2027/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 留学生 受入 法　奨学金 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 留学生 受入 法　中国国家高派 文系教務課長 2020/4/1 ７年 2027/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 留学生 経費 法　留学生経費 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 留学生 受入 法　ＮＵＰＡＣＥ 文系教務課長 2020/4/1 ７年 2027/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 留学生 受入 国費　大学推薦願書 文系教務課長 2020/4/1 １０年 2030/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 留学生 受入 法　在留カード 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 留学生 受入 法　私費　非正規生 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
継続中 教務G（法科大学院） 入試 法科大学院入試問題綴（平成16年度～） 文系教務課長 継続中 無期限 － 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 移管 2004年度～
継続中 教務G（法科大学院） 学位 専門職学位名簿 文系教務課長 継続中 無期限 － 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 移管 2005年度～
継続中 教務G（法科大学院） 台帳 法科大学院指導要録（平成26年度～） 文系教務課長 継続中 無期限 － 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 移管 2014年度～
継続中 教務G（法科大学院） 学籍 法科大学院　学生異動（平成27年度～） 文系教務課長 継続中 無期限 － 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 移管 2015年度～
継続中 教務G（法科大学院） 教務 法科大学院　修了者関係綴（平成25年度～） 文系教務課長 継続中 ５年 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 廃棄 2013年度～
継続中 教務G（法科大学院） 教務 日本学生支援機構奨学金関係（平成26年度～） 文系教務課長 継続中 ５年 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 廃棄 2014年度～
継続中 教務G（法科大学院） 試験 共通到達度確認試験問題綴（平成27年度～） 文系教務課長 継続中 ５年 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 廃棄 2015年度～

継続中 教務G（法科大学院） 教務
教育訓練給付制度（専門実践教育訓練）関係
（平成28年度～）

文系教務課長 継続中 ５年 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 廃棄 2016年度～

継続中 教務G（法科大学院） 会議 法科大学院　入試委員会（平成29年度～） 文系教務課長 継続中 ３０年 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 廃棄 2017年度～
継続中 教務G（法科大学院） 試験 司法試験関係綴（平成29年度～） 文系教務課長 継続中 ５年 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 廃棄 2017年度～
継続中 教務G（法科大学院） 試験 共通到達度確認試験（平成29年度～） 文系教務課長 継続中 ５年 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 廃棄 2017年度～
1950年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和25年度旧卒業生学籍簿 文系教務課長 1951/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1951年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和26年度旧卒業生学籍簿 文系教務課長 1952/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1952年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和27年度旧卒業生学籍簿 文系教務課長 1953/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1952年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和27年度卒業生学籍簿 文系教務課長 1953/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1953年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和28年度卒業生学籍簿 文系教務課長 1954/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1954年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和29年度卒業生学籍簿 文系教務課長 1955/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1955年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和30年度卒業生学籍簿 文系教務課長 1956/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1956年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和31年度卒業生学籍簿 文系教務課長 1957/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1957年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和32年度卒業生学籍簿 文系教務課長 1958/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1958年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和33年度卒業生学籍簿 文系教務課長 1959/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1959年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和34年度卒業生学籍簿 文系教務課長 1960/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1960年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和35年度卒業生学籍簿 文系教務課長 1961/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1961年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和36年度卒業生学籍簿 文系教務課長 1962/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1962年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和37年度卒業生学籍簿 文系教務課長 1963/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1963年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和38年度卒業生学籍簿 文系教務課長 1964/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1964年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和39年度卒業生学籍簿 文系教務課長 1965/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1965年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和40年度卒業生学籍簿 文系教務課長 1966/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1966年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和41年度卒業生学籍簿３－１ 文系教務課長 1967/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1966年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和41年度卒業生学籍簿３－２ 文系教務課長 1967/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1966年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和41年度卒業生学籍簿３－３ 文系教務課長 1967/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1967年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和42年度卒業生学籍簿２－１ 文系教務課長 1968/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1967年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和42年度卒業生学籍簿２－２ 文系教務課長 1968/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1968年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和43年度卒業生学籍簿３－１ 文系教務課長 1969/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1968年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和43年度卒業生学籍簿３－２ 文系教務課長 1969/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
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1968年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和43年度卒業生学籍簿３－３ 文系教務課長 1969/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1969年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和44年度卒業生学籍簿３－１ 文系教務課長 1970/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1969年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和44年度卒業生学籍簿３－２ 文系教務課長 1970/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1969年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和44年度卒業生学籍簿３－３ 文系教務課長 1970/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1970年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和45年度卒業生学籍簿４－１ 文系教務課長 1971/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1970年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和45年度卒業生学籍簿４－２ 文系教務課長 1971/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1970年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和45年度卒業生学籍簿４－３ 文系教務課長 1971/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1970年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和45年度卒業生学籍簿４－４ 文系教務課長 1971/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1971年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和46年度卒業生学籍簿４－１ 文系教務課長 1972/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1971年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和46年度卒業生学籍簿４－２ 文系教務課長 1972/4/2 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1971年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和46年度卒業生学籍簿４－３ 文系教務課長 1972/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1971年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和46年度卒業生学籍簿４－４ 文系教務課長 1972/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1972年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和47年度卒業生学籍簿４－１ 文系教務課長 1973/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1972年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和47年度卒業生学籍簿４－２ 文系教務課長 1973/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1972年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和47年度卒業生学籍簿４－３ 文系教務課長 1973/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1972年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和47年度卒業生学籍簿４－４ 文系教務課長 1973/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1973年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和48年度卒業生学籍簿３－１ 文系教務課長 1974/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1973年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和48年度卒業生学籍簿３－２ 文系教務課長 1974/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1973年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和48年度卒業生学籍簿３－３ 文系教務課長 1974/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1974年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和49年度卒業生学籍簿４－１ 文系教務課長 1975/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1974年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和49年度卒業生学籍簿４－２ 文系教務課長 1975/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1974年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和49年度卒業生学籍簿４－３ 文系教務課長 1975/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1974年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和49年度卒業生学籍簿４－４ 文系教務課長 1975/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1975年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和50年度卒業生学籍簿４－１ 文系教務課長 1976/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1975年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和50年度卒業生学籍簿４－２ 文系教務課長 1976/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1975年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和50年度卒業生学籍簿４－３ 文系教務課長 1976/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1975年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和50年度卒業生学籍簿４－４ 文系教務課長 1976/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1976年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和51年度卒業生学籍簿４－１ 文系教務課長 1977/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1976年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和51年度卒業生学籍簿４－２ 文系教務課長 1977/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1976年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和51年度卒業生学籍簿４－３ 文系教務課長 1977/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1976年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和51年度卒業生学籍簿４－４ 文系教務課長 1977/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1977年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和52年度卒業生学籍簿４－１ 文系教務課長 1978/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1977年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和52年度卒業生学籍簿４－２ 文系教務課長 1978/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1977年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和52年度卒業生学籍簿４－３ 文系教務課長 1978/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1977年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和52年度卒業生学籍簿４－４ 文系教務課長 1978/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1978年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和53年度卒業生学籍簿４－１ 文系教務課長 1979/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1978年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和53年度卒業生学籍簿４－２ 文系教務課長 1979/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1978年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和53年度卒業生学籍簿４－３ 文系教務課長 1979/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1978年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和53年度卒業生学籍簿４－４ 文系教務課長 1979/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1979年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和54年度卒業生学籍簿４－１ 文系教務課長 1980/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1979年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和54年度卒業生学籍簿４－２ 文系教務課長 1980/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1979年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和54年度卒業生学籍簿４－３ 文系教務課長 1980/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1979年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和54年度卒業生学籍簿４－４ 文系教務課長 1980/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1980年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和55年度卒業生学籍簿４－１ 文系教務課長 1981/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1980年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和55年度卒業生学籍簿４－２ 文系教務課長 1981/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1980年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和55年度卒業生学籍簿４－３ 文系教務課長 1981/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1980年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和55年度卒業生学籍簿４－４ 文系教務課長 1981/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1981年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和56年度卒業生学籍簿４－１ 文系教務課長 1982/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1981年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和56年度卒業生学籍簿４－２ 文系教務課長 1982/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1981年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和56年度卒業生学籍簿４－３ 文系教務課長 1982/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1981年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和56年度卒業生学籍簿４－４ 文系教務課長 1982/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1982年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和57年度卒業生学籍簿３－１ 文系教務課長 1983/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1982年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和57年度卒業生学籍簿３－２ 文系教務課長 1983/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1982年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和57年度卒業生学籍簿３－３ 文系教務課長 1983/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1983年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和58年度卒業生学籍簿３－１ 文系教務課長 1984/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1983年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和58年度卒業生学籍簿３－２ 文系教務課長 1984/4/2 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1983年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和58年度卒業生学籍簿３－３ 文系教務課長 1984/4/3 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1984年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和59年度卒業生学籍簿３－１ 文系教務課長 1985/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1984年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和59年度卒業生学籍簿３－２ 文系教務課長 1985/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1984年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和59年度卒業生学籍簿３－３ 文系教務課長 1985/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1985年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和60年度卒業生学籍簿３－１ 文系教務課長 1986/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1985年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和60年度卒業生学籍簿３－２ 文系教務課長 1986/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1985年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和60年度卒業生学籍簿３－３ 文系教務課長 1986/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1986年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和61年度卒業生学籍簿３－１ 文系教務課長 1987/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1986年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和61年度卒業生学籍簿３－２ 文系教務課長 1987/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1986年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和61年度卒業生学籍簿３－３ 文系教務課長 1987/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1987年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和62年度卒業生学籍簿３－１ 文系教務課長 1988/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1987年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和62年度卒業生学籍簿３－２ 文系教務課長 1988/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1987年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和62年度卒業生学籍簿３－３ 文系教務課長 1988/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1988年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和63年度卒業生学籍簿３－１ 文系教務課長 1989/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1988年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和63年度卒業生学籍簿３－２ 文系教務課長 1989/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1988年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和63年度卒業生学籍簿３－３ 文系教務課長 1989/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1989年度 教務G(経済学研究科） 学籍 平成元年度卒業生学籍簿３－１ 文系教務課長 1990/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1989年度 教務G(経済学研究科） 学籍 平成元年度卒業生学籍簿３－２ 文系教務課長 1990/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1989年度 教務G(経済学研究科） 学籍 平成元年度卒業生学籍簿３－３ 文系教務課長 1990/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1990年度 教務G(経済学研究科） 学籍 平成 2年度卒業生学籍簿３－１ 文系教務課長 1991/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1990年度 教務G(経済学研究科） 学籍 平成 2年度卒業生学籍簿３－２ 文系教務課長 1991/4/2 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1990年度 教務G(経済学研究科） 学籍 平成 2年度卒業生学籍簿３－３ 文系教務課長 1991/4/3 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1991年度 教務G(経済学研究科） 学籍 平成 3年度卒業生学籍簿３－１ 文系教務課長 1992/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1991年度 教務G(経済学研究科） 学籍 平成 3年度卒業生学籍簿３－２ 文系教務課長 1992/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1991年度 教務G(経済学研究科） 学籍 平成 3年度卒業生学籍簿３－３ 文系教務課長 1992/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
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1992年度 教務G(経済学研究科） 学籍 平成 4年度卒業生学籍簿３－１ 文系教務課長 1993/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1992年度 教務G(経済学研究科） 学籍 平成 4年度卒業生学籍簿３－２ 文系教務課長 1993/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1992年度 教務G(経済学研究科） 学籍 平成 4年度卒業生学籍簿３－３ 文系教務課長 1993/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1993年度 教務G(経済学研究科） 学籍 平成 5年度卒業生学籍簿３－１ 文系教務課長 1994/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1993年度 教務G(経済学研究科） 学籍 平成 5年度卒業生学籍簿３－２ 文系教務課長 1994/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1993年度 教務G(経済学研究科） 学籍 平成 5年度卒業生学籍簿３－３ 文系教務課長 1994/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1994年度 教務G(経済学研究科） 学籍 平成 6年度卒業生学籍簿３－１ 文系教務課長 1995/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1994年度 教務G(経済学研究科） 学籍 平成 6年度卒業生学籍簿３－２ 文系教務課長 1995/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1994年度 教務G(経済学研究科） 学籍 平成 6年度卒業生学籍簿３－３ 文系教務課長 1995/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1995年度 教務G(経済学研究科） 学籍 平成 7年度卒業生学籍簿３－１ 文系教務課長 1996/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1995年度 教務G(経済学研究科） 学籍 平成 7年度卒業生学籍簿３－２ 文系教務課長 1996/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1995年度 教務G(経済学研究科） 学籍 平成 7年度卒業生学籍簿３－３ 文系教務課長 1996/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1996年度 教務G(経済学研究科） 学籍 平成 8年度卒業生学籍簿３－１ 文系教務課長 1997/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1996年度 教務G(経済学研究科） 学籍 平成 8年度卒業生学籍簿３－２ 文系教務課長 1997/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1996年度 教務G(経済学研究科） 学籍 平成 8年度卒業生学籍簿３－３ 文系教務課長 1997/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管

1997年度 教務G(経済学研究科） 学籍
平成 5年度以前入学
平成 9年度以降卒業生学籍簿（平成10,11年度卒業）

文系教務課長 1998/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管

1987年度 教務G(経済学研究科） 学籍 昭和62年度以降退学者等学籍簿 文系教務課長 1988/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1967年度 教務G(経済学研究科） 学籍 退学・除籍者学籍簿 文系教務課長 1968/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1977年度 教務G(経済学研究科） 学籍 退学・除籍者学籍簿 文系教務課長 1978/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1951年度 教務G(経済学研究科） 学籍 新制退学、除籍者学籍簿 文系教務課長 1952/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1948年度 教務G(経済学研究科） 学籍 旧制退学・除籍者学籍簿 文系教務課長 1949/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1953年度 教務G(経済学研究科） 学籍 卒業者学籍簿 文系教務課長 1954/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1953年度 教務G(経済学研究科） 成績 成績簿 文系教務課長 1954/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1980年度 教務G(経済学研究科） 成績 昭和55年度進学者教養部成績 文系教務課長 1981/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1981年度 教務G(経済学研究科） 成績 昭和56年度進学者教養部成績 文系教務課長 1982/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1982年度 教務G(経済学研究科） 成績 昭和57年度進学者教養部成績 文系教務課長 1983/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1983年度 教務G(経済学研究科） 成績 昭和58年度進学者教養部成績 文系教務課長 1984/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1984年度 教務G(経済学研究科） 成績 昭和59年度進学者教養部成績 文系教務課長 1985/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1985年度 教務G(経済学研究科） 成績 昭和60年度進学者教養部成績 文系教務課長 1986/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1986年度 教務G(経済学研究科） 成績 昭和61年度進学者教養部成績 文系教務課長 1987/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1987年度 教務G(経済学研究科） 成績 昭和62年度進学者教養部成績 文系教務課長 1988/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1988年度 教務G(経済学研究科） 成績 昭和63年度進学者教養部成績 文系教務課長 1989/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1989年度 教務G(経済学研究科） 成績 平成元年度進学者教養部成績 文系教務課長 1990/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1990年度 教務G(経済学研究科） 成績 平成 2年度進学者教養部成績（経済学科） 文系教務課長 1991/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1990年度 教務G(経済学研究科） 成績 平成 2年度進学者教養部成績（経営学科） 文系教務課長 1991/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1991年度 教務G(経済学研究科） 成績 平成 3年度進学者教養部成績 文系教務課長 1992/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1992年度 教務G(経済学研究科） 成績 平成 4年度進学者教養部成績（経済学科） 文系教務課長 1993/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1992年度 教務G(経済学研究科） 成績 平成 4年度進学者教養部成績（経営学科） 文系教務課長 1993/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1993年度 教務G(経済学研究科） 成績 平成 5年度進学者教養部成績（経済学科） 文系教務課長 1994/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1993年度 教務G(経済学研究科） 成績 平成 5年度進学者教養部成績（経営学科） 文系教務課長 1994/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1994年度 教務G(経済学研究科） 成績 平成 6年度進学者教養部成績（経済学科） 文系教務課長 1995/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1994年度 教務G(経済学研究科） 成績 平成 6年度進学者教養部成績（経営学科） 文系教務課長 1995/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1995年度 教務G(経済学研究科） 成績 平成 7年度進学者教養部学業成績表 文系教務課長 1996/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1952年度 教務G(経済学研究科） 台帳 卒業生名簿１ 文系教務課長 1953/4/1 無期限 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
1956年度 教務G(経済学研究科） 台帳 卒業生名簿２ 文系教務課長 1957/4/1 無期限 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
1970年度 教務G(経済学研究科） 台帳 卒業生名簿３ 文系教務課長 1971/4/1 無期限 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
1980年度 教務G(経済学研究科） 台帳 卒業生名簿４ 文系教務課長 1981/4/1 無期限 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
1990年度 教務G(経済学研究科） 台帳 卒業生名簿５ 文系教務課長 1991/4/1 無期限 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
1999年度 教務G(経済学研究科） 台帳 卒業生名簿６ 文系教務課長 2000/4/1 無期限 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2006年度 教務G(経済学研究科） 台帳 卒業生名簿７ 文系教務課長 2007/4/1 無期限 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
1954年度 教務G(経済学研究科） 台帳 修士学位名簿 文系教務課長 1955/4/1 無期限 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
1962年度 教務G(経済学研究科） 台帳 博士学位名簿 文系教務課長 1963/4/1 無期限 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
1958年度 教務G(経済学研究科） 台帳 博士課程単位認定書交付名簿 文系教務課長 1959/4/1 無期限 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
1964年度 教務G(経済学研究科） 台帳 博士学位名簿　論文 文系教務課長 1965/4/1 無期限 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
1991年度 教務G(経済学研究科） 学籍 研究生・大学院研究生・聴講生学籍簿（平成 3年度在籍者） 文系教務課長 1992/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1954年度 教務G(経済学研究科） 学籍 新制大学院中途退学者綴 文系教務課長 1955/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1954年度 教務G(経済学研究科） 学籍 研究生終了者学籍簿 文系教務課長 1955/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1951年度 教務G(経済学研究科） 名簿 学生名簿綴（昭和26～平成11年度） 文系教務課長 1952/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1992年度 教務G(経済学研究科） 学籍 学部研究生・大学院研究生・聴講生・科目等履修生・特別研究学生・特別聴講学生 文系教務課長 1993/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
2000年度 教務G(経済学研究科） 学籍 学部研究生・大学院研究生・聴講生・科目等履修生・特別研究学生・特別聴講学生 文系教務課長 2001/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1961年度 教務G(経済学研究科） 学籍 学生退学・除籍・転学部（科）・休学・復学綴 文系教務課長 1962/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫118 （名大）文系教務課長 移管
1962年度 教務G(経済学研究科） 学籍 転学部（科）・復学・休学・退学・除籍綴 文系教務課長 1963/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫118 （名大）文系教務課長 移管
1963年度 教務G(経済学研究科） 学籍 転学部（科）・復学・休学・退学・除籍綴 文系教務課長 1964/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫118 （名大）文系教務課長 移管
1964年度 教務G(経済学研究科） 学籍 転学部（科）・復学・休学・退学・除籍綴 文系教務課長 1965/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫118 （名大）文系教務課長 移管
1965年度 教務G(経済学研究科） 学籍 転学部（科）・復学・休学・退学・除籍綴 文系教務課長 1966/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫118 （名大）文系教務課長 移管
1966年度 教務G(経済学研究科） 学籍 転学部(科）・復学・休退学・除籍・途中進学綴 文系教務課長 1967/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫118 （名大）文系教務課長 移管
1972年度 教務G(経済学研究科） 学籍 休学・復学・退学・除籍・途中進学・補欠入学・転科等綴 文系教務課長 1973/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫118 （名大）文系教務課長 移管
1973年度 教務G(経済学研究科） 学籍 休学・復学・退学・除籍・途中進学・補欠入学・転科等綴 文系教務課長 1974/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫118 （名大）文系教務課長 移管
1974年度 教務G(経済学研究科） 学籍 休学・復学・退学・除籍・途中進学・補欠入学・転科等綴 文系教務課長 1975/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫118 （名大）文系教務課長 移管
1975年度 教務G(経済学研究科） 学籍 休学・復学・退学・除籍・途中進学・補欠入学・転科等綴 文系教務課長 1976/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫118 （名大）文系教務課長 移管
1976年度 教務G(経済学研究科） 学籍 休学・復学・退学・除籍・途中進学・補欠入学・転科等綴 文系教務課長 1977/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫118 （名大）文系教務課長 移管
1977年度 教務G(経済学研究科） 学籍 休・復・退学・除籍・途中進学・補欠入学等異動綴 文系教務課長 1978/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫118 （名大）文系教務課長 移管
1978年度 教務G(経済学研究科） 学籍 休・復・退学・除籍・途中進学・補欠入学等異動綴 文系教務課長 1979/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫118 （名大）文系教務課長 移管
1979年度 教務G(経済学研究科） 学籍 休・復・退学・除籍・途中進学・補欠入学等異動綴 文系教務課長 1980/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫118 （名大）文系教務課長 移管
1980年度 教務G(経済学研究科） 学籍 休・復・退学・除籍・途中進学・補欠入学等異動綴 文系教務課長 1981/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫118 （名大）文系教務課長 移管
1981年度 教務G(経済学研究科） 学籍 休・復・退学・除籍・途中進学・補欠入学等異動綴 文系教務課長 1982/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫118 （名大）文系教務課長 移管
1982年度 教務G(経済学研究科） 学籍 休・復・退学・除籍・途中進学・補欠入学等異動綴 文系教務課長 1983/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫118 （名大）文系教務課長 移管
1983年度 教務G(経済学研究科） 学籍 休・復・退学・除籍・途中進学・補欠入学等異動綴 文系教務課長 1984/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫118 （名大）文系教務課長 移管
1984年度 教務G(経済学研究科） 学籍 学生異動綴昭和59年度～ 文系教務課長 1985/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫118 （名大）文系教務課長 移管
1989年度 教務G(経済学研究科） 学籍 学生異動 文系教務課長 1990/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫118 （名大）文系教務課長 移管
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1995年度 教務G(経済学研究科） 学籍 学生異動 文系教務課長 1996/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫118 （名大）文系教務課長 移管
1998年度 教務G(経済学研究科） 学籍 学生異動 文系教務課長 1999/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫118 （名大）文系教務課長 移管
200１年度 教務G(経済学研究科） 学籍 学生異動平成13年度～ 文系教務課長 2002/4/1 無期限 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2005年度 教務G(経済学研究科） 学籍 学生異動平成17年度～ 文系教務課長 2006/4/1 無期限 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2008年度 教務G(経済学研究科） 学籍 学生異動平成2０～22年度 文系教務課長 2009/4/1 無期限 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2011年度 教務G(経済学研究科） 学籍 学生異動平成23～25年度 文系教務課長 2012/4/1 無期限 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2014年度 教務G(経済学研究科） 学籍 学生異動平成26～27年度 文系教務課長 2015/4/1 無期限 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2016年度 教務G(経済学研究科） 学籍 学生異動平成28年度 文系教務課長 2017/4/1 無期限 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2017年度 教務G(経済学研究科） 学籍 学生異動平成29年度 文系教務課長 2018/4/1 無期限 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2018年度 教務G(経済学研究科） 学籍 学生異動平成30年度 文系教務課長 2019/4/1 無期限 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2019年度 教務G(経済学研究科） 学籍 学生異動2019年度 文系教務課長 2020/4/1 無期限 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
1989年度 教務G(経済学研究科） 成績 平成元年度大学院成績綴 文系教務課長 1990/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1990年度 教務G(経済学研究科） 成績 平成 2年度大学院成績綴 文系教務課長 1991/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1995年度 教務G(経済学研究科） 成績 平成 7年度大学院成績綴１ 文系教務課長 1996/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1995年度 教務G(経済学研究科） 成績 平成 7年度大学院成績綴２ 文系教務課長 1996/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1996年度 教務G(経済学研究科） 成績 平成 8年度大学院成績表 文系教務課長 1997/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1997年度 教務G(経済学研究科） 成績 平成 9年度前期大学院成績表 文系教務課長 1998/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1997年度 教務G(経済学研究科） 成績 平成 9年度後期大学院成績表 文系教務課長 1998/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1998年度 教務G(経済学研究科） 成績 平成10～13年度大学院成績 文系教務課長 1999/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
2002年度 教務G(経済学研究科） 成績 平成14年度大学院成績 文系教務課長 2003/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
2003年度 教務G(経済学研究科） 成績 大学院成績平成15・16 文系教務課長 2004/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
2005年度 教務G(経済学研究科） 成績 大学院成績 H17 文系教務課長 2006/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
2006年度 教務G(経済学研究科） 成績 大学院成績 H18 文系教務課長 2007/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
2007年度 教務G(経済学研究科） 成績 大学院成績 H19 文系教務課長 2008/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
2008年度 教務G(経済学研究科） 成績 大学院成績 H20 文系教務課長 2009/4/1 無期限 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2009年度 教務G(経済学研究科） 成績 大学院成績 H21 22 文系教務課長 2010/4/1 無期限 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2010年度 教務G(経済学研究科） 成績 大学院成績 H22 文系教務課長 2011/4/1 無期限 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2011年度 教務G(経済学研究科） 成績 大学院成績 H23 文系教務課長 2012/4/1 無期限 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2012年度 教務G(経済学研究科） 成績 大学院成績 H24 文系教務課長 2013/4/1 無期限 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2013年度 教務G(経済学研究科） 成績 大学院成績 H25 文系教務課長 2014/4/1 無期限 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2014年度 教務G(経済学研究科） 成績 大学院成績 H26 文系教務課長 2015/4/1 無期限 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2015年度 教務G(経済学研究科） 成績 大学院成績 H27 文系教務課長 2016/4/1 無期限 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2016年度 教務G(経済学研究科） 成績 大学院成績 H28 文系教務課長 2017/4/1 無期限 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2017年度 教務G(経済学研究科） 成績 大学院成績 H29 文系教務課長 2018/4/1 無期限 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2018年度 教務G(経済学研究科） 成績 大学院成績 H30 文系教務課長 2019/4/1 無期限 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2019年度 教務G(経済学研究科） 成績 大学院成績 H31 文系教務課長 2020/4/1 無期限 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
1954年度 教務G(経済学研究科） 台帳 大学院博士課程（前期課程）指導要録昭和30年～昭和46年 文系教務課長 1955/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1971年度 教務G(経済学研究科） 台帳 大学院博士課程（前期課程）指導要録昭和47年～昭和53年 文系教務課長 1972/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1978年度 教務G(経済学研究科） 台帳 大学院博士課程（前期課程）指導要録昭和54年～平成 6年 文系教務課長 1979/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1994年度 教務G(経済学研究科） 台帳 大学院指導要録（修了・満了・退学者等）平成 6～9年度 文系教務課長 1995/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1998年度 教務G(経済学研究科） 台帳 大学院指導要録（修了・満了・退学者等）平成10～11年度 文系教務課長 1999/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
2000年度 教務G(経済学研究科） 台帳 大学院指導要録（修了・満了・退学者等）平成12～13年度 文系教務課長 2001/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
2002年度 教務G(経済学研究科） 台帳 大学院指導要録（修了・満了・退学者等）平成14～15年度 文系教務課長 2003/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
2004年度 教務G(経済学研究科） 台帳 大学院指導要録（修了・満了・退学・除籍者等）平成16年度～ 文系教務課長 2005/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
2007年度 教務G(経済学研究科） 台帳 大学院指導要録平成22年度修了まで 文系教務課長 2008/4/1 無期限 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2011年度 教務G(経済学研究科） 台帳 大学院指導要録 23年度修了生から24年度修了生まで 文系教務課長 2012/4/1 無期限 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
1998年度 教務G(経済学研究科） 教職 再課程認定関係 文系教務課長 1999/4/1 無期限 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
1958年度 教務G(経済学研究科） 学籍 大学院博士課程（後期課程）満期退学者学籍簿昭和34年3月～昭和54年３月 文系教務課長 1959/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1978年度 教務G(経済学研究科） 学籍 大学院博士課程（後期課程）満期退学者学籍簿昭和54年3月～昭和62年３月 文系教務課長 1979/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1987年度 教務G(経済学研究科） 学籍 大学院博士課程（後期課程）満期退学者学籍簿昭和63年3月～平成5年3月 文系教務課長 1988/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1953年度 教務G(経済学研究科） 学籍 旧制大学院終了者退学者綴り昭和29年3月～ 文系教務課長 1954/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1959年度 教務G(経済学研究科） 学籍 大学院研究生終了者学籍簿 文系教務課長 1960/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1952年度 教務G(経済学研究科） 学籍 聴講生終了者学籍簿 文系教務課長 1953/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
1981年度 教務G(経済学研究科） 学籍 研究生終了者学籍簿綴 文系教務課長 1982/4/1 無期限 － 紙 経済学部棟倉庫120 （名大）文系教務課長 移管
2011年度 教務G(経済学研究科） 委員会 平成23年度教務委員会 文系教務課長 2012/4/1 １０年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2012年度 教務G(経済学研究科） 委員会 平成24年度教務委員会 文系教務課長 2013/4/1 １０年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2013年度 教務G(経済学研究科） 委員会 平成25年度教務委員会 文系教務課長 2014/4/1 １０年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2014年度 教務G(経済学研究科） 委員会 平成26年度教務委員会 文系教務課長 2015/4/1 １０年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2015年度 教務G(経済学研究科） 委員会 平成27年度教務委員会 文系教務課長 2016/4/1 １０年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2016年度 教務G(経済学研究科） 委員会 平成28年度教務委員会 文系教務課長 2017/4/1 １０年 2027/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2017年度 教務G(経済学研究科） 委員会 平成29年度教務委員会 文系教務課長 2018/4/1 １０年 2028/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2018年度 教務G(経済学研究科） 委員会 平成30年度教務委員会 文系教務課長 2019/4/1 １０年 2029/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2019年度 教務G(経済学研究科） 委員会 平成31年度教務委員会 文系教務課長 2020/4/1 １０年 2030/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2011年度 教務G(経済学研究科） 教務 平成23年度教務関係 文系教務課長 2012/4/1 １０年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2012年度 教務G(経済学研究科） 教務 平成24年度教務関係 文系教務課長 2013/4/1 １０年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2013年度 教務G(経済学研究科） 教務 平成25年度教務関係 文系教務課長 2014/4/1 １０年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2014年度 教務G(経済学研究科） 教務 平成26年度教務関係 文系教務課長 2015/4/1 １０年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2015年度 教務G(経済学研究科） 教務 平成27年度教務関係 文系教務課長 2016/4/1 １０年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務G(経済学研究科） 教務 平成28年度教務関係 文系教務課長 2017/4/1 １０年 2027/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務G(経済学研究科） 教務 平成29年度教務関係 文系教務課長 2018/4/1 １０年 2028/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務G(経済学研究科） 教務 平成30年度教務関係 文系教務課長 2019/4/1 １０年 2029/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務G(経済学研究科） 委員会 平成31年度教務委員会 文系教務課長 2020/4/1 １０年 2030/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2011年度 教務G(経済学研究科） 教務 平成23年度大学院教務関係 文系教務課長 2012/4/1 １０年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2012年度 教務G(経済学研究科） 教務 平成24年度大学院教務関係 文系教務課長 2013/4/1 １０年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2013年度 教務G(経済学研究科） 教務 平成25年度大学院教務関係 文系教務課長 2014/4/1 １０年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2014年度 教務G(経済学研究科） 教務 平成26年度大学院教務関係 文系教務課長 2015/4/1 １０年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2015年度 教務G(経済学研究科） 教務 平成27年度大学院教務関係 文系教務課長 2016/4/1 １０年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務G(経済学研究科） 教務 平成28年度大学院教務関係 文系教務課長 2017/4/1 １０年 2027/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務G(経済学研究科） 教務 平成29年度大学院教務関係 文系教務課長 2018/4/1 １０年 2028/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務G(経済学研究科） 教務 平成30年度大学院教務関係 文系教務課長 2019/4/1 １０年 2029/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務G(経済学研究科） 教務 平成31年度大学院教務関係 文系教務課長 2020/4/1 １０年 2030/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
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2011年度 教務G(経済学研究科） 教職 平成23年度教職関係 文系教務課長 2012/4/1 １０年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2012年度 教務G(経済学研究科） 教職 平成24年度教職関係 文系教務課長 2013/4/1 １０年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2013年度 教務G(経済学研究科） 教職 平成25年度教職関係 文系教務課長 2014/4/1 １０年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2014年度 教務G(経済学研究科） 教職 平成26年度教職関係 文系教務課長 2015/4/1 １０年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2015年度 教務G(経済学研究科） 教職 平成27年度教職関係 文系教務課長 2016/4/1 １０年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務G(経済学研究科） 教職 平成28年度教職関係 文系教務課長 2017/4/1 １０年 2027/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務G(経済学研究科） 教職 平成29年度教職関係 文系教務課長 2018/4/1 １０年 2028/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務G(経済学研究科） 教職 平成30年度教職関係 文系教務課長 2019/4/1 １０年 2029/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務G(経済学研究科） 教職 2019年度教職関係 文系教務課長 2019/4/1 １０年 2029/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2011年度 教務G(経済学研究科） 学生 平成23年度就職関係 文系教務課長 2012/4/1 １０年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2012年度 教務G(経済学研究科） 学生 平成24年度就職関係 文系教務課長 2013/4/1 １０年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2013年度 教務G(経済学研究科） 学生 平成25年度就職関係 文系教務課長 2014/4/1 １０年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2014年度 教務G(経済学研究科） 学生 平成26年度就職関係 文系教務課長 2015/4/1 １０年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2015年度 教務G(経済学研究科） 学生 平成27年度就職関係 文系教務課長 2016/4/1 １０年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務G(経済学研究科） 学生 平成28年度就職関係 文系教務課長 2017/4/1 １０年 2027/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務G(経済学研究科） 学生 平成29年度就職関係 文系教務課長 2018/4/1 １０年 2028/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務G(経済学研究科） 学生 平成30年度就職関係 文系教務課長 2019/4/1 １０年 2029/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務G(経済学研究科） 学生 2019年度就職関係 文系教務課長 2020/4/1 １０年 2030/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2011年度 教務G(経済学研究科） 入試 平成24年度大学入試センター試験 文系教務課長 2012/4/1 １０年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2012年度 教務G(経済学研究科） 入試 平成25年度大学入試センター試験 文系教務課長 2013/4/1 １０年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2013年度 教務G(経済学研究科） 入試 平成26年度大学入試センター試験 文系教務課長 2014/4/1 １０年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2014年度 教務G(経済学研究科） 入試 平成27年度大学入試センター試験 文系教務課長 2015/4/1 １０年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2015年度 教務G(経済学研究科） 入試 平成28年度大学入試センター試験 文系教務課長 2016/4/1 １０年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務G(経済学研究科） 入試 平成29年度大学入試センター試験 文系教務課長 2017/4/1 １０年 2027/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務G(経済学研究科） 入試 平成30年度大学入試センター試験 文系教務課長 2018/4/1 １０年 2028/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務G(経済学研究科） 入試 平成31年度大学入試センター試験 文系教務課長 2019/4/1 １０年 2029/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務G(経済学研究科） 入試 令和２年度大学入試センター試験 文系教務課長 2020/4/1 １０年 2030/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2011年度 教務G(経済学研究科） 入試 平成24年度個別学力検査 文系教務課長 2012/4/1 １０年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2012年度 教務G(経済学研究科） 入試 平成25年度個別学力検査 文系教務課長 2013/4/1 １０年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2013年度 教務G(経済学研究科） 入試 平成26年度個別学力検査 文系教務課長 2014/4/1 １０年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2014年度 教務G(経済学研究科） 入試 平成27年度個別学力検査 文系教務課長 2015/4/1 １０年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2015年度 教務G(経済学研究科） 入試 平成28年度個別学力検査 文系教務課長 2016/4/1 １０年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務G(経済学研究科） 入試 平成29年度個別学力検査 文系教務課長 2017/4/1 １０年 2027/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務G(経済学研究科） 入試 平成30年度個別学力検査 文系教務課長 2018/4/1 １０年 2028/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務G(経済学研究科） 入試 平成31年度個別学力検査 文系教務課長 2019/4/1 １０年 2029/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務G(経済学研究科） 入試 令和２年度個別学力検査 文系教務課長 2020/4/1 １０年 2030/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2011年度 教務G(経済学研究科） 入試 平成24年度推薦入試関係綴 文系教務課長 2012/4/1 １０年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2012年度 教務G(経済学研究科） 入試 平成25年度推薦入試関係綴 文系教務課長 2013/4/1 １０年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2013年度 教務G(経済学研究科） 入試 平成26年度推薦入試関係綴 文系教務課長 2014/4/1 １０年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2014年度 教務G(経済学研究科） 入試 平成27年度推薦入試関係綴 文系教務課長 2015/4/1 １０年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2015年度 教務G(経済学研究科） 入試 平成28年度推薦入試関係綴 文系教務課長 2016/4/1 １０年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務G(経済学研究科） 入試 平成29年度推薦入試関係綴 文系教務課長 2017/4/1 １０年 2027/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務G(経済学研究科） 入試 平成30年度推薦入試関係綴 文系教務課長 2018/4/1 １０年 2028/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務G(経済学研究科） 入試 平成31年度推薦入試関係綴 文系教務課長 2019/4/1 １０年 2029/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務G(経済学研究科） 入試 令和２年度推薦入試関係綴 文系教務課長 2020/4/1 １０年 2030/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2011年度 教務G(経済学研究科） 入試 平成24年度私費外国人留学生入学試験 文系教務課長 2012/4/1 １０年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2012年度 教務G(経済学研究科） 入試 平成25年度私費外国人留学生入学試験 文系教務課長 2013/4/1 １０年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2013年度 教務G(経済学研究科） 入試 平成26年度私費外国人留学生入学試験 文系教務課長 2014/4/1 １０年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2014年度 教務G(経済学研究科） 入試 平成27年度私費外国人留学生入学試験 文系教務課長 2015/4/1 １０年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2015年度 教務G(経済学研究科） 入試 平成28年度私費外国人留学生入学試験 文系教務課長 2016/4/1 １０年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務G(経済学研究科） 入試 平成29年度私費外国人留学生入学試験 文系教務課長 2017/4/1 １０年 2027/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務G(経済学研究科） 入試 平成30年度私費外国人留学生入学試験 文系教務課長 2018/4/1 １０年 2028/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務G(経済学研究科） 入試 平成31年度私費外国人留学生入学試験 文系教務課長 2019/4/1 １０年 2029/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務G(経済学研究科） 入試 2019年度私費外国人留学生入学試験 文系教務課長 2020/4/1 １０年 2030/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2011年度 教務G(経済学研究科） 入試 平成24年度３年次編入 文系教務課長 2012/4/1 １０年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2012年度 教務G(経済学研究科） 入試 平成25年度３年次編入 文系教務課長 2013/4/1 １０年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2013年度 教務G(経済学研究科） 入試 平成26年度３年次編入 文系教務課長 2014/4/1 １０年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2014年度 教務G(経済学研究科） 入試 平成27年度３年次編入 文系教務課長 2015/4/1 １０年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2015年度 教務G(経済学研究科） 入試 平成28年度３年次編入 文系教務課長 2016/4/1 １０年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務G(経済学研究科） 入試 平成29年度３年次編入 文系教務課長 2017/4/1 １０年 2027/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務G(経済学研究科） 入試 平成30年度３年次編入 文系教務課長 2018/4/1 １０年 2028/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務G(経済学研究科） 入試 平成31年度３年次編入 文系教務課長 2019/4/1 １０年 2029/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務G(経済学研究科） 入試 2020年度３年次編入 文系教務課長 2020/4/1 １０年 2030/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2011年度 教務G(経済学研究科） 入試 大学院入試修士・留学生24年度 文系教務課長 2012/4/1 １０年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2011年度 教務G(経済学研究科） 入試 大学院入試博士24年度 文系教務課長 2012/4/1 １０年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2011年度 教務G(経済学研究科） 入試 大学院入試修士24年度 文系教務課長 2012/4/1 １０年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2012年度 教務G(経済学研究科） 入試 平成25年度大学院入試（9月実施） 文系教務課長 2013/4/1 １０年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2012年度 教務G(経済学研究科） 入試 平成25年度大学院入試（1月実施(高専人含)・入学手続き） 文系教務課長 2013/4/1 １０年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2013年度 教務G(経済学研究科） 入試 平成26年度大学院入試（9月実施） 文系教務課長 2014/4/1 １０年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2013年度 教務G(経済学研究科） 入試 平成26年度大学院入試（1月実施(高専人含)・入学手続き） 文系教務課長 2014/4/1 １０年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2014年度 教務G(経済学研究科） 入試 平成27年度大学院入試（9月実施） 文系教務課長 2015/4/1 １０年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2015年度 教務G(経済学研究科） 入試 平成28年度大学院入試（9月実施） 文系教務課長 2016/4/1 １０年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務G(経済学研究科） 入試 平成29年度大学院入試（9月実施） 文系教務課長 2017/4/1 １０年 2027/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務G(経済学研究科） 入試 平成30年度大学院入試（9月実施） 文系教務課長 2018/4/1 １０年 2028/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務G(経済学研究科） 入試 平成31年度大学院入試（9月実施） 文系教務課長 2019/4/1 １０年 2029/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務G(経済学研究科） 入試 2020年度大学院入試（9月実施） 文系教務課長 2020/4/1 １０年 2030/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2014年度 教務G(経済学研究科） 入試 平成27年度大学院入試（1月実施(高専人含)・入学手続き） 文系教務課長 2015/4/1 １０年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2015年度 教務G(経済学研究科） 入試 平成28年度大学院入試（1月実施(高専人含)・入学手続き） 文系教務課長 2016/4/1 １０年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務G(経済学研究科） 入試 平成29年度大学院入試（1月実施(高専人含)・入学手続き） 文系教務課長 2017/4/1 １０年 2027/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務G(経済学研究科） 入試 平成30年度大学院入試（1月実施(高専人含)・入学手続き） 文系教務課長 2018/4/1 １０年 2028/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務G(経済学研究科） 入試 平成31年度大学院入試（1月実施(高専人含)・入学手続き） 文系教務課長 2019/4/1 １０年 2029/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
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2019年度 教務G(経済学研究科） 入試 2020年度大学院入試（1月実施(高専人含)・入学手続き） 文系教務課長 2020/4/1 １０年 2030/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2011年度 教務G(経済学研究科） 入試 23年9月～24年1月　入試　社会人コース　24年度 文系教務課長 2012/4/1 １０年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2015年度 教務G(経済学研究科） 教務 平成27年度公開セミナー 文系教務課長 2016/4/1 １０年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務G(経済学研究科） 教務 平成28年度公開セミナー 文系教務課長 2017/4/1 １０年 2027/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務G(経済学研究科） 教務 平成29年度公開セミナー 文系教務課長 2018/4/1 １０年 2028/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務G(経済学研究科） 教務 平成30年度公開セミナー 文系教務課長 2019/4/1 １０年 2029/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務G(経済学研究科） 教務 平成31年度公開セミナー 文系教務課長 2020/4/1 １０年 2030/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2011年度 教務G(経済学研究科） 教務 平成23年度公開セミナー 文系教務課長 2012/4/1 １０年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2012年度 教務G(経済学研究科） 教務 平成24年度公開セミナー 文系教務課長 2013/4/1 １０年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2013年度 教務G(経済学研究科） 教務 平成25年度公開セミナー 文系教務課長 2014/4/1 １０年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2014年度 教務G(経済学研究科） 教務 平成26年度公開セミナー 文系教務課長 2015/4/1 １０年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2015年度 教務G(経済学研究科） 調査 平成27年度調査関係 文系教務課長 2016/4/1 １０年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務G(経済学研究科） 調査 平成28年度調査関係 文系教務課長 2017/4/1 １０年 2027/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務G(経済学研究科） 調査 平成29年度調査関係 文系教務課長 2018/4/1 １０年 2028/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務G(経済学研究科） 調査 平成30年度調査関係 文系教務課長 2019/4/1 １０年 2029/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務G(経済学研究科） 調査 平成31年度調査関係 文系教務課長 2020/4/1 １０年 2030/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2011年度 教務G(経済学研究科） 調査 平成23年度調査関係 文系教務課長 2012/4/1 １０年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2012年度 教務G(経済学研究科） 調査 平成24年度調査・アンケート 文系教務課長 2013/4/1 １０年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2013年度 教務G(経済学研究科） 調査 平成25年度調査・アンケート 文系教務課長 2014/4/1 １０年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2014年度 教務G(経済学研究科） 調査 平成26年度調査・アンケート 文系教務課長 2015/4/1 １０年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務G(経済学研究科） 学生 28　インターンシップ 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務G(経済学研究科） 学生 29　インターンシップ 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務G(経済学研究科） 学生 30　インターンシップ 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 教務G(経済学研究科） 学生 2019　インターンシップ 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2007年度 共通 学位 平成19年度～23年度　学位論文申請関係（経済学研究科） 文系教務課長 2012/4/1 ３０年 2042/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2012年度 共通 学位 平成２４年度　経済学研究科 博士（論文）学位関係綴 文系教務課長 2013/4/1 ３０年 2043/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2017年度 共通 学位 平成２９年度　経済学研究科 博士（論文）学位関係綴 文系教務課長 2018/4/1 ３０年 2048/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2018年度 共通 学位 平成３０年度　経済学研究科 博士（論文）学位関係綴 文系教務課長 2019/4/1 ３０年 2049/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2019年度 共通 学位 平成３１年度　経済学研究科 博士（論文）学位関係綴 文系教務課長 2020/4/1 ３０年 2050/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2020年度 共通 学位 令和２年度　経済学研究科 博士（論文）学位関係綴 （名大）文系教務課長 2021/4/1 ３０年 2051/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2010年度 留学生 受入 経国費Ｈ２２～２３ 文系教務課長 2012/4/1 １０年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2011年度 留学生 受入 経国費Ｈ２３ 文系教務課長 2012/4/1 １０年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2012年度 留学生 受入 経国費Ｈ２４ 文系教務課長 2013/4/1 １０年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2013年度 留学生 受入 経国費 Ｈ２５ 文系教務課長 2014/4/1 １０年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2014年度 留学生 受入 経国費 H２６ 文系教務課長 2015/4/1 １０年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2015年度 留学生 受入 経国費　Ｈ２７ 文系教務課長 2016/4/1 １０年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄 H28.3追加

2014年度 留学生 受入 経研究生受入 Ｈ２６ 文系教務課長 2015/4/1 ７年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2020年3月31日
延長期間：2年

2015年度 留学生 受入 経研究生受入 Ｈ２７ 文系教務課長 2016/4/1 ７年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2021年3月31日
延長期間：2年

2016年度 留学生 受入 経　研究生受入　Ｈ２８ 文系教務課長 2017/4/1 ７年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄 H29.3追加
2017年度 留学生 受入 経　研究生受入 H29 文系教務課長 2018/4/1 ７年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄 H30.3追加
2018年度 留学生 受入 経　研究生受入 H30 文系教務課長 2019/4/1 ７年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 留学生 受入 経　研究生受入 H31 文系教務課長 2020/4/1 ７年 2027/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄

2014年度 留学生 受入 経NUPACE Ｈ２６ 文系教務課長 2015/4/1 ７年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2020年3月31日
延長期間：2年

2015年度 留学生 受入 経NUPACE Ｈ２７ 文系教務課長 2016/4/1 ７年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2021年3月31日
延長期間：2年

2016年度 留学生 受入 経　ＮＵＰＡＣＥ　Ｈ２８ 文系教務課長 2017/4/1 ７年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄 H29.3追加
2017年度 留学生 受入 経　ＮＵＰＡＣＥ　H29 文系教務課長 2018/4/1 ７年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄 H30.3追加
2018年度 留学生 受入 経　ＮＵＰＡＣＥ　H30 文系教務課長 2019/4/1 ７年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 留学生 受入 経　ＮＵＰＡＣＥ　H31 文系教務課長 2020/4/1 ７年 2027/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄

2014年度 留学生 受入 経中国国家高派 Ｈ２６ 文系教務課長 2015/4/1 ７年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2020年3月31日
延長期間：2年

2015年度 留学生 受入 経中国国家高派 Ｈ２７ 文系教務課長 2016/4/1 ７年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2021年3月31日
延長期間：2年

2016年度 留学生 受入 経　中国国家高派　Ｈ２８ 文系教務課長 2017/4/1 ７年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄 H29.3追加
2017年度 留学生 受入 経　中国国家高派 H29 文系教務課長 2018/4/1 ７年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄 H30.3追加
2018年度 留学生 受入 経　中国国家高派 H30 文系教務課長 2019/4/1 ７年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 留学生 受入 経　中国国家高派 H31 文系教務課長 2020/4/1 ７年 2027/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 留学生 受入 経　留学生宿舎入居願　Ｈ30 文系教務課長 2019/4/1 ３年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 留学生 受入 経　留学生宿舎入居願　Ｈ31 文系教務課長 2020/4/1 ３年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2015年度 留学生 受入 経　在留資格認定証明書申請　Ｈ２７ 文系教務課長 2016/4/1 ７年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄 H28.3追加
2016年度 留学生 受入 経　在留資格認定証明書申請　Ｈ２８ 文系教務課長 2017/4/1 ７年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄 H29.3追加
2017年度 留学生 受入 経　在留資格認定証明書申請 H29 文系教務課長 2018/4/1 ７年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄 H30.3追加
2017年度 留学生 受入 平成２９年度　G30部局別 文系教務課長 2018/4/1 １０年 2028/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄 H30.3追加
2016年度 留学生 奨学金 経　奨学金　Ｈ２８ 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄 H29.3追加
2017年度 留学生 奨学金 経　奨学金　Ｈ２９ 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄 H30.3追加
2016年度 留学生 奨学金 経　学習奨励費　Ｈ２８ 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄 H29.3追加
2017年度 留学生 奨学金 経　学習奨励費 H29 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄 H30.3追加
2016年度 留学生 奨学金 経　国費　Ｈ２８ 文系教務課長 2017/4/1 １０年 2027/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄 H29.3追加
2017年度 留学生 奨学金 経　国費　H29 文系教務課長 2018/4/1 １０年 2028/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄 H30.3追加
2018年度 留学生 奨学金 経　国費　H30 文系教務課長 2019/4/1 １０年 2029/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 留学生 奨学金 経　国費　H31 文系教務課長 2020/4/1 １０年 2030/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 留学生 経費 経　留学生経費　Ｈ２８ 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄 H29.3追加
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2017年度 留学生 経費 経　留学生経費　H29 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄 H30.3追加
2018年度 留学生 経費 経　留学生経費　H30 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 留学生 経費 経　留学生経費　H31 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 留学生 調査 経　調査　Ｈ２８ 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄 H29.3追加
2017年度 留学生 調査 経　調査　H29 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄 H30.3追加
2018年度 留学生 調査 経　調査　H30 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2019年度 留学生 調査 経　調査　H31 文系教務課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 留学生 留学 経　JASSO海外留学支援制度 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄 H29.3追加
2017年度 留学生 留学 経　JASSO海外留学支援制度　H29 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄 H30.3追加
2018年度 留学生 留学 経　JASSO海外留学支援制度　H30 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄

1991年度 教務 学籍 学生数調べ　H.3～H.6 文系教務課掛長（国際開発） 1995/4/1 無期限 － 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
当初の保存期間満了日：
2000年3月31日
延長期間：無期限

1991年度 教務 成績 成績表綴　平成3・4年度 文系教務課掛長（国際開発） 1993/4/1 無期限 － 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1991年度 教務 教務 平成3年度～　学生名簿綴り 文系教務課掛長（国際開発） － 無期限 － 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1992年度 教務 学籍 学位取得者名簿 文系教務課掛長（国際開発） 1993/4/1 無期限 － 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 移管

1992年度 教務 会議 教務委員会　平成4年度 文系教務課掛長（国際開発） 1993/4/1 無期限 － 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
当初の保存期間満了日：
2003年3月31日
延長期間：無期限

1992年度 教務 学籍 大学院研究生学籍簿　自平成4年度　至平成11年度 文系教務課掛長（国際開発） 2000/4/1 無期限 － 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1992年度 教務 学籍 平成4～5年度 大学院指導要録 前期課程修士課程修了者 文系教務課掛長（国際開発） 1994/4/1 無期限 － 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 移管

1993年度 教務 会議 教務委員会　平成5年度 文系教務課掛長（国際開発） 1994/4/1 無期限 － 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
当初の保存期間満了日：
2004年3月31日
延長期間：無期限

1993年度 教務 成績 成績表綴　自平成5年度 文系教務課掛長（国際開発） 1994/4/1 無期限 － 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管

1993年度 教務 調査 調査関係綴　平成5年度～8年度 文系教務課掛長（国際開発） 1997/4/1 無期限 － 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
当初の保存期間満了日：
2002年3月31日
延長期間：無期限

1993年度 教務 学籍 平成5～13年度　退学者リスト 文系教務課掛長（国際開発） 2002/4/1 無期限 － 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 移管

1994年度 教務 入試 平成7年度　入学試験問題 文系教務課掛長（国際開発） 1995/4/1 ３０年 2025/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
当初の保存期間満了日：
2015年3月31日
延長期間：10年

1994年度 教務 会議 教務委員会　平成6年度 文系教務課掛長（国際開発） 1995/4/1 無期限 － 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
当初の保存期間満了日：
2005年3月31日
延長期間：無期限

1994年度 教務 成績 平成6年度入学生　国際協力　成績 文系教務課掛長（国際開発） 1995/4/1 無期限 － 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1994年度 教務 成績 平成6年度入学生　国際コミュニケーション　成績 文系教務課掛長（国際開発） 1995/4/1 無期限 － 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1994年度 教務 学籍 平成6～9年度 大学院指導要録 前期課程修士課程修了者 文系教務課掛長（国際開発） 1998/4/1 無期限 － 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1995年度 教務 学位 学位関係H7 文系教務課掛長（国際開発） 1996/4/1 無期限 － 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管

1995年度 教務 会議 教務委員会　平成7年度 文系教務課掛長（国際開発） 1996/4/1 無期限 － 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
当初の保存期間満了日：
2006年3月31日
延長期間：無期限

1995年度 教務 成績 平成7年度入学生　国際開発　成績 文系教務課掛長（国際開発） 1996/4/1 無期限 － 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1995年度 教務 成績 平成7年度入学生　国際協力　成績 文系教務課掛長（国際開発） 1996/4/1 無期限 － 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1995年度 教務 成績 平成7年度入学生　国際コミュニケーション　成績 文系教務課掛長（国際開発） 1996/4/1 無期限 － 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1995年度 教務 学籍 平成7～12年度 大学院指導要録 満了者・修了者　後期課程 文系教務課掛長（国際開発） 2001/4/1 無期限 － 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 移管

1995年度 教務 学籍 平成7～13年度 学生数報告 文系教務課掛長（国際開発） 2002/4/1 無期限 － 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
当初の保存期間満了日：
2007年3月31日
延長期間：無期限

1996年度 教務 成績 H8　成績 文系教務課掛長（国際開発） 1997/4/1 無期限 － 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管

1996年度 教務 会議 教務委員会　平成8年度 文系教務課掛長（国際開発） 1997/4/1 無期限 － 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
当初の保存期間満了日：
2007年3月31日
延長期間：無期限

1996年度 教務 学籍 除籍について 文系教務課掛長（国際開発） － 無期限 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
1996年度 教務 成績 平成8年度入学生　国際開発　成績 文系教務課掛長（国際開発） 1997/4/1 無期限 － 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管

1997年度 教務 学籍 学生異動綴　平成9年度 文系教務課掛長（国際開発） 1995/4/1 無期限 － 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
当初の保存期間満了日：
2003年3月31日
延長期間：無期限

1997年度 教務 会議 教務委員会　平成9年度 文系教務課掛長（国際開発） 1998/4/1 無期限 － 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
当初の保存期間満了日：
2008年3月31日
延長期間：無期限

1997年度 教務 学位 平成9年度　学位関係綴 文系教務課掛長（国際開発） 1998/4/1 無期限 － 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1997年度 教務 成績 平成9年度入学生　国際開発　成績 文系教務課掛長（国際開発） 1998/4/1 無期限 － 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管

1997年度 教務 会議 平成9年度入試委員会 文系教務課掛長（国際開発） 1998/4/1 無期限 － 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
当初の保存期間満了日：
2008年3月31日
延長期間：無期限

1997年度 教務 教務 履修・成績（他研究科）　H9 文系教務課掛長（国際開発） 1998/4/1 無期限 － 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1997年度 教務 論文 平成9～22（1997～2010）年度修了者 修士論文ＰＤＦ 文系教務課掛長（国際開発） 2011/4/1 無期限 － CD-R 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1998年度 教務 学位 学位関係　平成10年度 文系教務課掛長（国際開発） 1999/4/1 無期限 － 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管

1998年度 教務 学籍 学生異動綴　平成10年度 文系教務課掛長（国際開発） 2002/4/1 無期限 － 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
当初の保存期間満了日：
2004年3月31日
延長期間：無期限

1998年度 教務 成績 成績（研究科内）　H10 文系教務課掛長（国際開発） 1999/4/1 無期限 － 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管

1998年度 教務 会議 平成10年度入試委員会 文系教務課掛長（国際開発） 1999/4/1 無期限 － 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
当初の保存期間満了日：
2009年3月31日
延長期間：無期限

1998年度 教務 成績 履修・成績（他研究科）　H10 文系教務課掛長（国際開発） 1999/4/1 無期限 － 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管

1998年度 教務 会議 平成10年度 教務学生委員会 文系教務課掛長（国際開発） 1999/4/1 無期限 － 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
当初の保存期間満了日：
2009年3月31日
延長期間：無期限

1998年度 教務 学籍 平成10年度 大学院指導要録 前期課程修士課程修了者 文系教務課掛長（国際開発） 1999/4/1 無期限 － 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 移管
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1999年度 教務 会議 平成11･12年度教務委員会 文系教務課掛長（国際開発） 2001/4/1 ３０年 2031/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管

1999年度 教務 学籍 学生異動綴　平成11年度 文系教務課掛長（国際開発） 2010/4/1 無期限 － 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
当初の保存期間満了日：
2005年3月31日
延長期間：無期限

1999年度 教務 成績 成績（研究科内）　H11 文系教務課掛長（国際開発） 2000/4/1 無期限 － 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1999年度 教務 学位 平成11年度　学位関係綴 文系教務課掛長（国際開発） 2000/4/1 無期限 － 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管

1999年度 教務 調査 平成11年度　調査関係綴 文系教務課掛長（国際開発） 2000/4/1 無期限 － 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
当初の保存期間満了日：
2005年3月31日
延長期間：無期限

1999年度 教務 教職 免許状関係（課程認定） 文系教務課掛長（国際開発） 2000/4/1 無期限 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
当初の保存期間満了日：
2010年3月31日
延長期間：無期限

1999年度 教務 成績 履修・成績（他研究科）　H11 文系教務課掛長（国際開発） 2000/4/1 無期限 － 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
1999年度 教務 学籍 平成11～12年度 大学院指導要録 前期課程修士課程修了者 文系教務課掛長（国際開発） 2001/4/1 無期限 － 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 移管
2000年度 教務 学位 学位関係綴　平成12年度 文系教務課掛長（国際開発） 2001/4/1 無期限 － 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管

2000年度 教務 学籍 学生異動綴　平成12年度 文系教務課掛長（国際開発） 2001/4/1 無期限 － 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
当初の保存期間満了日：
2006年3月31日
延長期間：無期限

2000年度 教務 教職 教員免許状関係綴　平成12年度～H13 文系教務課掛長（国際開発） 2002/4/1 無期限 － 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
当初の保存期間満了日：
2012年3月31日
延長期間：無期限

2000年度 教務 成績 成績（研究科内）他研究科含　H12 文系教務課掛長（国際開発） 2001/4/1 無期限 － 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
2000年度 教務 学籍 大学院研究生学籍簿　自平成12年度　至平成16年度 文系教務課掛長（国際開発） 2005/4/1 無期限 － 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管

2000年度 教務 調査 調査関係　平成12年度～13年度　1/2 文系教務課掛長（国際開発） 2002/4/1 無期限 － 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
当初の保存期間満了日：
2007年3月31日
延長期間：無期限

2000年度 教務 学位 平成12年度～23年度論文博士学位申請関係 文系教務課掛長（国際開発） 2012/4/1 無期限 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管

2000年度 教務 会議 平成12年度入試委員会 文系教務課掛長（国際開発） 2001/4/1 無期限 － 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
当初の保存期間満了日：
2011年3月31日
延長期間：無期限

2000年度 共通 学位 平成12年度～23年度　論文博士学位関係（国際開発研究科） 文系教務課長 2012/4/1 ３０年 2042/3/31 紙
文系教務課（国際開発教
務学生掛長）

（名大）文系教務課長 移管 留学生担当→教務Ｇ

2001年度 教務 入試 過去問題綴　平成14年度～16年度 文系教務課掛長（国際開発） 2004/4/1 ２０年 2024/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
当初の保存期間満了日：
2014年3月31日
延長期間：10年

2001年度 教務 会議 平成13･14年度教務委員会 文系教務課掛長（国際開発） 2003/4/1 ３０年 2033/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管 　

2001年度 教務 学籍 学生異動　平成13年度 文系教務課掛長（国際開発） 2002/4/1 無期限 － 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
当初の保存期間満了日：
2007年3月31日
延長期間：無期限

2001年度 教務 成績 成績（研究科内）他研究科含　H13 文系教務課掛長（国際開発） 2002/4/1 無期限 － 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管

2001年度 教務 調査 調査関係　平成13年度2/2 文系教務課掛長（国際開発） 2002/4/1 無期限 － 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
当初の保存期間満了日：
2007年3月31日
延長期間：無期限

2001年度 教務 学位 平成13年度　学位関係（英文学位含む） 文系教務課掛長（国際開発） 2002/4/1 無期限 － 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管

2001年度 教務 会議 平成13年度入試委員会 文系教務課掛長（国際開発） 2002/4/1 無期限 － 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
当初の保存期間満了日：
2012年3月31日
延長期間：無期限

2001年度 教務 学籍 平成13～14年度 大学院指導要録 前期課程修士課程修了者 文系教務課掛長（国際開発） 2003/4/1 無期限 － 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 移管
2001年度 教務 学籍 平成13～15年度 大学院指導要録 満了者・修了者　後期課程 文系教務課掛長（国際開発） 2004/4/1 無期限 － 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 移管
2002年度 教務 学位 学位関係（平成14年度） 文系教務課掛長（国際開発） 2003/4/1 無期限 － 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管

2002年度 教務 学籍 学生異動　平成14年度 文系教務課掛長（国際開発） 2003/4/1 無期限 － 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
当初の保存期間満了日：
2008年3月31日
延長期間：無期限

2002年度 教務 成績 成績（研究科内）　H14 文系教務課掛長（国際開発） 2003/4/1 無期限 － 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管

2002年度 教務 調査 調査関係　14年度 文系教務課掛長（国際開発） 2003/4/1 無期限 － 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
当初の保存期間満了日：
2008年3月31日
延長期間：無期限

2002年度 教務 会議 平成14年度入試委員会 文系教務課掛長（国際開発） 2003/4/1 無期限 － 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
当初の保存期間満了日：
2013年3月31日
延長期間：無期限

2002年度 教務 成績 履修・成績（他研究科）　H14 文系教務課掛長（国際開発） 2003/4/1 無期限 － 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
2002年度 教務 学籍 平成14年度～H23　退学者ファイル（含　除籍者） 文系教務課掛長（国際開発） 2012/4/1 無期限 － 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 移管
2003年度 教務 会議 平成15年度入試委員会 文系教務課掛長（国際開発） 2004/4/1 ３０年 2034/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管  
2003年度 教務 会議 平成15年度教務学生委員会 文系教務課掛長（国際開発） 2004/4/1 ３０年 2034/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管 　
2003年度 教務 学位 学位関係（平成15年度） 文系教務課掛長（国際開発） 2004/4/1 無期限 － 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管

2003年度 教務 学籍 学生異動　平成15年度 文系教務課掛長（国際開発） 2004/4/1 無期限 － 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
当初の保存期間満了日：
2009年3月31日
延長期間：無期限

2003年度 教務 成績 成績（研究科内）他研究科含　H15 文系教務課掛長（国際開発） 2004/4/1 無期限 － 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管

2003年度 教務 調査 調査関係　15年度　1/2 文系教務課掛長（国際開発） 2004/4/1 無期限 － 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
当初の保存期間満了日：
2009年3月31日
延長期間：無期限

2003年度 教務 調査 調査関係　15年度　2/2 文系教務課掛長（国際開発） 2004/4/1 無期限 － 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
当初の保存期間満了日：
2009年3月31日
延長期間：無期限

2003年度 教務 学籍 平成15～16年度 大学院指導要録 前期課程修士課程修了者 文系教務課掛長（国際開発） 2005/4/1 無期限 － 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 移管
2004年度 教務 会議 平成16年度入試委員会 文系教務課掛長（国際開発） 2005/4/1 ３０年 2035/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
2004年度 教務 会議 平成16年度教務学生委員会 文系教務課掛長（国際開発） 2005/4/1 ３０年 2035/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
2004年度 教務 学位 学位（博士・その他）　平成16年度 文系教務課掛長（国際開発） 2005/4/1 無期限 － 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
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2004年度 教務 学籍 学生異動　平成16･17年度 文系教務課掛長（国際開発） 2005/4/1 無期限 － 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 移管
当初の保存期間満了日：
2011年3月31日
延長期間：無期限

2004年度 教務 成績 成績表　平成16年度 文系教務課掛長（国際開発） 2005/4/1 無期限 － 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
2004年度 教務 学位 平成16年度　学位（修士） 文系教務課掛長（国際開発） 2005/4/1 無期限 － 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管

2004年度 教務 調査 平成16年度　調査関係 文系教務課掛長（国際開発） 2005/4/1 無期限 － 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
当初の保存期間満了日：
2010年3月31日
延長期間：無期限

2004年度 教務 入試 平成17年度　入試問題 文系教務課掛長（国際開発） 2005/4/1 無期限 － 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
当初の保存期間満了日：
2010年3月31日
延長期間：無期限

2004年度 教務 成績 履修・成績（他研究科）　H16 文系教務課掛長（国際開発） 2005/4/1 無期限 － 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
2004年度 教務 学籍 平成16～22年度 大学院指導要録 満了者・修了者　後期課程 文系教務課掛長（国際開発） 2011/4/1 無期限 － 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 移管
2004年度 教務 成績 平成16年度 研究科内履修・成績・非常勤講師 文系教務課掛長（国際開発） 2005/4/1 無期限 － 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 移管
2005年度 教務 会議 平成17年度入試委員会 文系教務課掛長（国際開発） 2006/4/1 ３０年 2036/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
2005年度 教務 会議 平成17年度教務学生委員会 文系教務課掛長（国際開発） 2006/4/1 ３０年 2036/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
2005年度 教務 学位 学位（修士）　平成17年度 文系教務課掛長（国際開発） 2006/4/1 無期限 － 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
2005年度 教務 学位 学位（博士・その他）　平成17年度 文系教務課掛長（国際開発） 2006/4/1 無期限 － 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
2005年度 教務 成績 成績表　平成17年度 文系教務課掛長（国際開発） 2006/4/1 無期限 － 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
2005年度 教務 成績 他研究科履修・成績　平成17年度　後期 文系教務課掛長（国際開発） 2006/4/1 無期限 － 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
2005年度 教務 成績 他研究科履修・成績　平成17年度　前期 文系教務課掛長（国際開発） 2006/4/1 無期限 － 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管

2005年度 教務 調査 調書関係　Ｈ１７ 文系教務課掛長（国際開発） 2006/4/1 無期限 － 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
当初の保存期間満了日：
2011年3月31日
延長期間：無期限

2005年度 教務 入試 平成18年度　入試問題 文系教務課掛長（国際開発） 2006/4/1 無期限 － 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
当初の保存期間満了日：
2011年3月31日
延長期間：無期限

2005年度 教務 学籍 平成17～18年度 大学院指導要録 前期課程修士課程修了者 文系教務課掛長（国際開発） 2007/4/1 無期限 － 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 移管
2005年度 教務 学籍 平成17～21年度　大学院研究生学籍簿 文系教務課掛長（国際開発） 2010/4/1 無期限 － 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 移管
2005年度 教務 成績 平成17年度 研究科内履修・成績・非常勤講師 文系教務課掛長（国際開発） 2006/4/1 無期限 － 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 移管
2006年度 教務 会議 平成18年度　入試委員会 文系教務課掛長（国際開発） 2007/4/1 ３０年 2037/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
2006年度 教務 会議 平成18年度教務学生委員会 文系教務課掛長（国際開発） 2007/4/1 ３０年 2037/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
2006年度 教務 学位 学位（修士）　平成18年度 文系教務課掛長（国際開発） 2007/4/1 無期限 － 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
2006年度 教務 学位 学位（博士・その他）　平成18年度 文系教務課掛長（国際開発） 2007/4/1 無期限 － 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管

2006年度 教務 教職 課程認定に係る科目の変更（平成18年度） 文系教務課掛長（国際開発） 2007/4/1 無期限 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
当初の保存期間満了日：
2012年3月31日
延長期間：無期限

2006年度 教務 成績 成績表　平成18年度 文系教務課掛長（国際開発） 2007/4/1 無期限 － 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管

2006年度 教務 調査 調書関係　Ｈ１8 文系教務課掛長（国際開発） 2007/4/1 無期限 － 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
当初の保存期間満了日：
2012年3月31日
延長期間：無期限

2006年度 教務 入試 平成19年度　入試問題 文系教務課掛長（国際開発） 2007/4/1 無期限 － 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
当初の保存期間満了日：
2012年3月31日
延長期間：無期限

2006年度 教務 学籍 平成18年度 学生異動 文系教務課掛長（国際開発） 2007/4/1 無期限 － 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 移管
当初の保存期間満了日：
2012年3月31日
延長期間：無期限

2006年度 教務 成績 平成18年度 研究科内履修・成績・非常勤講師 文系教務課掛長（国際開発） 2007/4/1 無期限 － 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 移管
2006年度 教務 成績 平成18年度後期 他研究科履修・成績 文系教務課掛長（国際開発） 2007/4/1 無期限 － 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
2006年度 教務 成績 平成18年度前期 他研究科履修・成績 文系教務課掛長（国際開発） 2007/4/1 無期限 － 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管

2007年度 教務 入試 アジアシード　H19～24 文系教務課掛長（国際開発） 2013/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
当初の保存期間満了日：
2017年3月31日
延長期間：5年

2007年度 教務 入試 研究生科目等入学関係　平成19年度～24年度 文系教務課掛長（国際開発） 2013/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2017年3月31日
延長期間：5年

2007年度 教務 会議 入試委員会　Ｈ19 文系教務課掛長（国際開発） 2008/4/1 ３０年 2038/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
2007年度 教務 入試 平成20年度　入試問題 文系教務課掛長（国際開発） 2008/4/1 ３０年 2038/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管 　
2007年度 教務 会議 平成19年度 教務学生委員会 文系教務課掛長（国際開発） 2008/4/1 ３０年 2038/3/31 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 移管
2007年度 教務 学位 学位（修士）　平成19年度 文系教務課掛長（国際開発） 2008/4/1 無期限 － 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
2007年度 教務 学位 学位（博士・その他）　平成19年度 文系教務課掛長（国際開発） 2008/4/1 無期限 － 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
2007年度 教務 成績 成績表　平成19年度 文系教務課掛長（国際開発） 2008/4/1 無期限 － 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管

2007年度 教務 調査 調書関係　Ｈ19 文系教務課掛長（国際開発） 2008/4/1 無期限 － 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
当初の保存期間満了日：
2013年3月31日
延長期間：無期限

2007年度 教務 学籍 平成19～20年度 大学院指導要録 前期課程修士課程修了者（ＭＣ） 文系教務課掛長（国際開発） 2009/4/1 無期限 － 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 移管
2007年度 教務 成績 平成19年度 研究科内履修・成績・非常勤講師 文系教務課掛長（国際開発） 2008/4/1 無期限 － 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 移管
2007年度 教務 成績 平成19年度 他研究科履修・成績 文系教務課掛長（国際開発） 2008/4/1 無期限 － 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
2007年度 教務 成績 平成19年度修了者 プログラム確認表 文系教務課掛長（国際開発） 2008/4/1 無期限 － 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管

2008年度 教務 入試 平成21年度　ＤＣ（10月入学） 文系教務課掛長（国際開発） 2009/4/1 １０年 2024/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2019年3月31日
延長期間：5年

2008年度 教務 入試 平成21年度　ＤＣ入試 文系教務課掛長（国際開発） 2009/4/1 １０年 2024/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2019年3月31日
延長期間：5年

2008年度 教務 入試 平成21年度　入学者選抜(ＭＣ　ＡＤＢ) 文系教務課掛長（国際開発） 2009/4/1 １０年 2024/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2019年3月31日
延長期間：5年

2008年度 教務 会議 入試委員会　Ｈ20 文系教務課掛長（国際開発） 2009/4/1 ３０年 2039/3/31 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 移管  
2008年度 教務 入試 平成21年度　入試問題 文系教務課掛長（国際開発） 2009/4/1 ３０年 2039/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管 　
2008年度 教務 会議 平成20年度 教務学生委員会 文系教務課掛長（国際開発） 2009/4/1 ３０年 2039/3/31 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 移管
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2008年度 教務 学位 学位（修士）　平成20年度 文系教務課掛長（国際開発） 2009/4/1 無期限 － 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
2008年度 教務 学位 学位（博士・その他）　平成20年度 文系教務課掛長（国際開発） 2009/4/1 無期限 － 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
2008年度 教務 成績 成績表　平成20年度 文系教務課掛長（国際開発） 2009/4/1 無期限 － 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
2008年度 教務 成績 平成20年度 研究科内履修・成績・非常勤講師 文系教務課掛長（国際開発） 2009/4/1 無期限 － 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 移管
2008年度 教務 成績 平成20年度 他研究科履修・成績 文系教務課掛長（国際開発） 2009/4/1 無期限 － 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
2008年度 教務 成績 平成20年度修了者 プログラム確認表 文系教務課掛長（国際開発） 2009/4/1 無期限 － 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 移管

2009年度 教務 教務 宿所届　平成21～23年度 文系教務課掛長（国際開発） 2012/4/1 １０年 2022/3/31 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2017年3月31日
延長期間：5年

2009年度 教務 会議 平成21年度教務学生委員会 文系教務課掛長（国際開発） 2010/4/1 ３０年 2040/3/31 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 移管
2009年度 教務 会議 平成21年度入試委員会 文系教務課掛長（国際開発） 2010/4/1 ３０年 2040/3/31 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 移管
2009年度 教務 入試 平成22年度　入試問題 文系教務課掛長（国際開発） 2010/4/1 ３０年 2040/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
2009年度 教務 学位 学位（修士）　平成21年度 文系教務課掛長（国際開発） 2010/4/1 無期限 － 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 移管
2009年度 教務 学位 学位（博士・その他）　平成21年度 文系教務課掛長（国際開発） 2010/4/1 無期限 － 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 移管
2009年度 教務 学籍 平成21～22年度 大学院指導要録 前期課程修士課程修了者（ＭＣ） 文系教務課掛長（国際開発） 2011/4/1 無期限 － 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 移管
2009年度 教務 成績 平成21年度 研究科内履修・成績・非常勤講師 文系教務課掛長（国際開発） 2011/4/1 無期限 － 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 移管
2009年度 教務 成績 平成21年度 成績表 文系教務課掛長（国際開発） 2010/4/1 無期限 － 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
2009年度 教務 成績 平成21年度修了者 プログラム確認表 文系教務課掛長（国際開発） 2010/4/1 無期限 － 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 移管

2010年度 教務 教務 学修計画届　平成22・23年度 文系教務課掛長（国際開発） 2012/4/1 １０年 2022/3/31 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 移管
当初の保存期間満了日：
2017年3月31日
延長期間：5年

2010年度 教務 学籍 学生異動　平成22・23年度 文系教務課掛長（国際開発） 2012/4/1 １０年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管

2010年度 教務 履修 他研究科履修登録　平成22・23年度 文系教務課掛長（国際開発） 2012/4/1 １０年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
当初の保存期間満了日：
2017年3月31日
延長期間：5年

2010年度 教務 会議 平成22年度教務学生委員会 文系教務課掛長（国際開発） 2011/4/1 ３０年 2041/3/31 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 移管
2010年度 教務 会議 平成22年度入試委員会 文系教務課掛長（国際開発） 2011/4/1 ３０年 2041/3/31 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 移管
2010年度 教務 入試 平成23年度　入試問題 文系教務課掛長（国際開発） 2011/4/1 ３０年 2041/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2010年度 教務 学位 学位（修士）　平成22・23年度 文系教務課掛長（国際開発） 2012/4/1 無期限 － 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 移管
2010年度 教務 学位 学位（博士・その他）　平成22・23年度 文系教務課掛長（国際開発） 2012/4/1 無期限 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2010年度 教務 学籍 学生数報告　平成22年度～ 文系教務課掛長（国際開発） － ５年 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2010年度 教務 学籍 研究指導認定書（満期退学用）　H22～ 文系教務課掛長（国際開発） － ５年 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2010年度 教務 成績 成績表　平成22年度 文系教務課掛長（国際開発） 2011/4/1 無期限 － 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 移管
2010年度 教務 成績 プログラム確認表　平成22年度修了者 文系教務課掛長（国際開発） 2011/4/1 無期限 － 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 移管
2010年度 教務 学籍 平成22年度～ 大学院研究生学籍簿 文系教務課掛長（国際開発） － 無期限 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管

2011年度 教務 入試 JICA　PEACE　アフガニスタン 文系教務課掛長（国際開発） 2012/4/1 １０年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
当初の保存期間満了日：
2017年3月31日
延長期間：5年

2011年度 教務 学生支援 国際学術交流奨励事業　平成23度 文系教務課掛長（国際開発） 2012/4/1 １０年 2022/3/31 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 移管
当初の保存期間満了日：
2017年3月31日
延長期間：5年

2011年度 教務 調査 調査関係　H23 文系教務課掛長（国際開発） 2012/4/1 １０年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管

2011年度 教務 入試 平成24年度入学者選抜博士課程（後期課程） 文系教務課掛長（国際開発） 2012/4/1 １０年 2022/3/31 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2017年3月31日
延長期間：5年

2011年度 教務 入試 平成24年度入学者選抜博士課程（後期課程）　10月入学 文系教務課掛長（国際開発） 2012/4/1 １０年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2017年3月31日
延長期間：5年

2011年度 教務 入試 平成24年度入学者選抜博士課程（前期課程） 文系教務課掛長（国際開発） 2012/4/1 １０年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2017年3月31日
延長期間：5年

2011年度 教務 履修 履修登録　平成23年度 文系教務課掛長（国際開発） 2012/4/1 １０年 2022/3/31 紙 国際開発研究科棟倉庫 （名大）文系教務課長 移管
当初の保存期間満了日：
2017年3月31日
延長期間：5年

2011年度 教務 進路 就職・進路関係　平成23年度 文系教務課掛長（国際開発） 2012/4/1 １０年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2017年3月31日
延長期間：5年

2011年度 教務 教務 平成23年度教務 文系教務課掛長（国際開発） 2012/4/1 １０年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2017年3月31日
延長期間：5年

2011年度 教務 入試 平成24度後期課程入試関係資料DICOS・DICOM 文系教務課掛長（国際開発） 2012/4/1 １０年 2022/3/31 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2017年3月31日
延長期間：5年

2011年度 教務 入試 平成24年度後期課程入試関係資料 文系教務課掛長（国際開発） 2012/4/1 １０年 2022/3/31 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 廃棄

2011年度 教務 入試 平成24年度後期課程入試関係資料DID 文系教務課掛長（国際開発） 2012/4/1 １０年 2022/3/31 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2017年3月31日
延長期間：5年

2011年度 教務 入試 平成24年度前期課程入試関係資料DICOM合格者 文系教務課掛長（国際開発） 2012/4/1 １０年 2022/3/31 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2017年3月31日
延長期間：5年

2011年度 教務 入試 平成24年度前期課程入試関係資料DICOS合格者 文系教務課掛長（国際開発） 2012/4/1 １０年 2022/3/31 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2017年3月31日
延長期間：5年

2011年度 教務 入試 平成24年度前期課程入試関係資料DID合格者 文系教務課掛長（国際開発） 2012/4/1 １０年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2017年3月31日
延長期間：5年

2011年度 教務 会議 平成23年度教務学生委員会 文系教務課掛長（国際開発） 2012/4/1 ３０年 2042/3/31 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 移管
2011年度 教務 会議 平成23年度入試委員会 文系教務課掛長（国際開発） 2012/4/1 ３０年 2042/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2011年度 教務 入試 平成24年度　入試問題 文系教務課掛長（国際開発） 2012/4/1 ３０年 2042/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2011年度 教務 成績 成績表　平成23年度 文系教務課掛長（国際開発） 2012/4/1 無期限 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2011年度 教務 成績 博士論文研究成績表　平成23年度～ 文系教務課掛長（国際開発） 2012/4/1 無期限 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管



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

2011年度 教務 成績 プログラム修了認定要件確認表　H23 文系教務課掛長（国際開発） 2012/4/1 無期限 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2011年度 教務 行事 平成23～年度行事 文系教務課掛長（国際開発） － ５年 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2011年度 教務 学籍 平成23年度 大学院指導要録 前期課程修士課程修了者（ＭＣ） 文系教務課掛長（国際開発） 2012/4/1 無期限 － 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 移管
2011年度 教務 学籍 平成23年度～ 大学院指導要録 満了者・修了者　後期課程 文系教務課掛長（国際開発） － 無期限 － 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 移管

2011年度 教務 インターン インターンシップ　平成23年度 文系教務課掛長（国際開発） 2012/4/1 １０年 2022/3/31 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 移管
当初の保存期間満了日：
2017年3月31日
延長期間：5年

2011年度 教務 教務 平成２3年度～　学生名簿綴
文系教務課教務グループ（国際開
発）

－ 無期限 － 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 移管

2011年度 留学生 留学生 平成２３年度国際開発研究科国費（大使館推薦）② 文系教務課長 2012/4/1 １０年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄 統括Ｇ→教務Ｇ
2011年度 留学生 留学生 平成２３年度（国際開発研究科）国費外国人留学生関係綴 文系教務課長 2012/4/1 １０年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄 統括Ｇ→教務Ｇ
2011年度 留学生 留学生 平成２３年度（国際開発研究科）国費(大学推薦・国内採用・G30) 文系教務課長 2012/4/1 １０年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄 統括Ｇ→教務Ｇ
2011年度 留学生 留学生 平成２３年度（国際開発研究科）国費外国人留学生 文系教務課長 2012/4/1 １０年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄 統括Ｇ→教務Ｇ

2012年度 教務 入試 ADB選抜綴　H25 文系教務課掛長（国際開発） 2013/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 移管
当初の保存期間満了日：
2017年3月31日
延長期間：5年

2012年度 教務 入試 平成25年度入学者選抜博士課程（後期課程） 文系教務課掛長（国際開発） 2013/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2017年3月31日
延長期間：5年

2012年度 教務 入試 平成25年度前期課程入試関係資料DICOS・DICOM合格者 文系教務課掛長（国際開発） 2013/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2017年3月31日
延長期間：5年

2012年度 教務 入試 平成25年度前期課程入試関係資料DID合格者 文系教務課掛長（国際開発） 2013/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2017年3月31日
延長期間：5年

2012年度 教務 履修 履修登録　平成24年度 文系教務課掛長（国際開発） 2013/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
当初の保存期間満了日：
2017年3月31日
延長期間：5年

2012年度 教務 進路 就職・進路関係　平成24年度 文系教務課掛長（国際開発） 2013/4/1 １０年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2017年3月31日
延長期間：5年

2012年度 教務 教務 宿所届　平成24年度修了・終了・退学・除籍者 文系教務課掛長（国際開発） 2013/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2017年3月31日
延長期間：5年

2012年度 教務 教務 平成24年度教務 文系教務課掛長（国際開発） 2013/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2017年3月31日
延長期間：5年

2012年度 教務 履修 他研究科履修・成績　平成24・25年度 文系教務課掛長（国際開発） 2014/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
当初の保存期間満了日：
2019年3月31日
延長期間：5年

2012年度 教務 調査 調査関係　H24 文系教務課掛長（国際開発） 2013/4/1 １０年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2012年度 教務 入試 平成25年度入学者選抜博士課程（後期課程）入試関係資料 文系教務課掛長（国際開発） 2013/4/1 １０年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2012年度 教務 入試 平成25年度入学者選抜博士課程（前期課程）入試関係資料 文系教務課掛長（国際開発） 2013/4/1 １０年 2023/3/31 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 廃棄
2012年度 教務 学籍 学生異動　平成24･25年度 文系教務課掛長（国際開発） 2014/4/1 １０年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2012年度 教務 会議 平成24年度教務学生委員会 文系教務課掛長（国際開発） 2013/4/1 ３０年 2043/3/31 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 移管
2012年度 教務 会議 平成24年度入試委員会 文系教務課掛長（国際開発） 2013/4/1 ３０年 2043/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2012年度 教務 入試 平成25年度　入試問題 文系教務課掛長（国際開発） 2013/4/1 ３０年 2043/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2012年度 教務 学位 学位（修士）　平成24年度 文系教務課掛長（国際開発） 2013/4/1 無期限 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2012年度 教務 学位 学位（博士・その他）　平成24年度 文系教務課掛長（国際開発） 2013/4/1 無期限 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2012年度 教務 成績 成績表　平成24年度 文系教務課掛長（国際開発） 2013/4/1 無期限 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2012年度 教務 成績 プログラム修了認定要件確認表　H24 文系教務課掛長（国際開発） 2013/4/1 無期限 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2012年度 教務 学籍 平成24年度 大学院指導要録 前期課程修士課程修了者（ＭＣ） 文系教務課掛長（国際開発） 2013/4/1 無期限 － 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 移管

2012年度 教務 インターン 海外・国内インターンシップ　平成24年度 文系教務課掛長（国際開発） 2013/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
当初の保存期間満了日：
2017年3月31日
延長期間：5年

2012年度 留学生 留学生 平成２４年度国際開発研究科国費（大使館推薦）① 文系教務課長 2013/4/1 １０年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄 統括Ｇ→教務Ｇ
2012年度 留学生 留学生 平成２４年度国際開発研究科国費（大使館推薦）② 文系教務課長 2013/4/1 １０年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄 統括Ｇ→教務Ｇ
2012年度 留学生 留学生 平成２４年度（国際開発研究科）国費(大学推薦・国内採用・G30) 文系教務課長 2013/4/1 １０年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄 統括Ｇ→教務Ｇ
2012年度 留学生 留学生 平成２４年度（国際開発研究科）国費外国人留学生 文系教務課長 2013/4/1 １０年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄 統括Ｇ→教務Ｇ

2013年度 教務 入試 ADB選抜綴　H26 文系教務課掛長（国際開発） 2014/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
当初の保存期間満了日：
2019年3月31日
延長期間：5年

2013年度 教務 履修 履修登録　平成25年度 文系教務課掛長（国際開発） 2014/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
当初の保存期間満了日：
2019年3月31日
延長期間：5年

2013年度 教務 入試 研究生科目等入学関係　平成25年度 文系教務課掛長（国際開発） 2014/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2019年3月31日
延長期間：5年

2013年度 教務 進路 就職・進路関係　平成25年度 文系教務課掛長（国際開発） 2014/4/1 １０年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2019年3月31日
延長期間：5年

2013年度 教務 教務 宿所届　平成25年度修了・終了・退学・除籍者 文系教務課掛長（国際開発） 2014/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2019年3月31日
延長期間：5年

2013年度 教務 教務 平成25年度教務 文系教務課掛長（国際開発） 2014/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2019年3月31日
延長期間：5年

2013年度 教務 入試 平成26年度前期課程入試関係資料DICOS・DICOM合格者 文系教務課掛長（国際開発） 2014/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2019年3月31日
延長期間：5年
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2013年度 教務 入試 平成26年度前期課程入試関係資料DID合格者 文系教務課掛長（国際開発） 2014/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2019年3月31日
延長期間：5年

2013年度 教務 入試 中国政府国家公派研究生項目政府派遣事業　平成25年度 文系教務課掛長（国際開発） 2014/4/1 １０年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2013年度 教務 調査 調査関係　H25 文系教務課掛長（国際開発） 2014/4/1 １０年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2013年度 教務 入試 平成25年度　ABEイニシアチブ 文系教務課掛長（国際開発） 2014/4/1 １０年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2013年度 教務 入試 平成25年度　アジアキャンパス 文系教務課掛長（国際開発） 2014/4/1 １０年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2013年度 教務 プログラム 平成25年度　世界展開力強化事業 文系教務課掛長（国際開発） 2014/4/1 １０年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2013年度 教務 入試 平成26年度入学者選抜博士課程（後期課程） 文系教務課掛長（国際開発） 2014/4/1 １０年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2013年度 教務 入試 平成26年度入学者選抜博士課程（後期課程）入試関係資料 文系教務課掛長（国際開発） 2014/4/1 １０年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2013年度 教務 入試 平成26年度入学者選抜博士課程（前期課程）入試関係資料 文系教務課掛長（国際開発） 2014/4/1 １０年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄

2013年度 教務 プログラム 平成25年度リーディング大学院　ウェルビーイング 文系教務課掛長（国際開発） 2014/4/1
事業終了
後10年

2030/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管

2013年度 教務 会議 平成25年度教務学生委員会 文系教務課掛長（国際開発） 2014/4/1 ３０年 2044/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2013年度 教務 会議 平成25年度入試委員会 文系教務課掛長（国際開発） 2014/4/1 ３０年 2044/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2013年度 教務 入試 平成26年度　入試問題 文系教務課掛長（国際開発） 2014/4/1 ３０年 2044/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2013年度 教務 学位 学位（修士）　平成25年度 文系教務課掛長（国際開発） 2014/4/1 常用 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2013年度 教務 学位 学位（博士・その他）　平成25年度 文系教務課掛長（国際開発） 2014/4/1 常用 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2013年度 教務 成績 成績表　平成25年度 文系教務課掛長（国際開発） 2014/4/1 無期限 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2013年度 教務 学籍 平成25年度 大学院指導要録 前期課程修士課程修了者（ＭＣ） 文系教務課掛長（国際開発） 2014/4/1 無期限 － 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 移管
2013年度 教務 教務 指導教員　平成25年度～平成29年度 文系教務課掛長（国際開発） 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管

2013年度 留学生 留学生 平成２５年度（国際開発研究科）国費外国人留学生 文系教務課長 2014/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2019年3月31日
延長期間：5年

2013年度 留学生 留学生 平成２５年度（国際開発研究科）国費(大学推薦・国内採用・G30・中国赴) 文系教務課長 2014/4/1 １０年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄 統括Ｇ→教務Ｇ
2013年度 留学生 留学生 平成２５年度国際開発研究科国費（大使館推薦） 文系教務課長 2014/4/1 １０年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄 統括Ｇ→教務Ｇ
2013年度 留学生 留学生 平成２５年度国際開発研究科国費　大使館推薦　申請書類と入学許可書 文系教務課長 2014/4/1 １０年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄 統括Ｇ→教務Ｇ
2013年度 留学生 留学生 平成２５年度　終了・退学等　国際開発研究科　留学生パスポート・在留カード 文系教務課長 2014/4/1 ８年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄 統括Ｇ→教務Ｇ
2013年度 留学生 留学生 平成２６年度国際開発研究科　終了・退学等 留学生パスポート・在留カード 文系教務課長 2015/4/1 ８年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄 統括Ｇ→教務Ｇ

2014年度 教務 履修 履修登録　平成26年度 文系教務課掛長（国際開発） 2015/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
当初の保存期間満了日：
2020年3月31日
延長期間：5年

2014年度 教務 学籍 学生異動　平成26年度 文系教務課掛長（国際開発） 2015/4/1 １０年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2014年度 教務 入試 中国政府国家公派研究生項目政府派遣事業　平成26年度 文系教務課掛長（国際開発） 2015/4/1 １０年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2014年度 教務 調査 調査関係　H26 文系教務課掛長（国際開発） 2015/4/1 １０年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2014年度 教務 入試 平成26年度　ABEイニシアチブ 文系教務課掛長（国際開発） 2015/4/1 １０年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2014年度 教務 入試 平成26年度　アジアキャンパス 文系教務課掛長（国際開発） 2015/4/1 １０年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2014年度 教務 プログラム 平成26年度　世界展開力強化事業 文系教務課掛長（国際開発） 2015/4/1 １０年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2014年度 教務 入試 平成27年度入学者選抜博士課程（後期課程） 文系教務課掛長（国際開発） 2015/4/1 １０年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2014年度 教務 入試 平成27年度入学者選抜博士課程（後期課程）入試関係資料 文系教務課掛長（国際開発） 2015/4/1 １０年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2014年度 教務 入試 平成27年度入学者選抜博士課程（前期課程）入試関係資料 文系教務課掛長（国際開発） 2015/4/1 １０年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄

2014年度 教務 プログラム 平成26年度リーディング大学院　ウェルビーイング 文系教務課掛長（国際開発） 2015/4/1
事業終了
後10年

2030/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管

2014年度 教務 会議 平成26年度教務学生委員会 文系教務課掛長（国際開発） 2015/4/1 ３０年 2045/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2014年度 教務 会議 平成26年度入試委員会 文系教務課掛長（国際開発） 2015/4/1 ３０年 2045/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2014年度 教務 入試 平成27年度　入試問題 文系教務課掛長（国際開発） 2015/4/1 ３０年 2045/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2014年度 教務 学位 学位（修士）　平成26年度 文系教務課掛長（国際開発） 2015/4/1 常用 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2014年度 教務 学位 学位（博士・その他）　平成26年度 文系教務課掛長（国際開発） 2015/4/1 常用 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2014年度 教務 成績 成績表　平成26年度 文系教務課掛長（国際開発） 2015/4/1 無期限 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管

2014年度 留学生 留学生
平成２６年度　国際開発研究科　国費（大学推薦・国内採用・G30・中国赴」・スーパーグローバ
ル）

文系教務課長 2015/4/1 １０年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄 統括Ｇ→教務Ｇ

2014年度 留学生 受入 平成２６年度　国際開発研究科　国費外国人留学生（大使館推薦） 文系教務課長 2015/4/1 １０年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄 統括Ｇ→教務Ｇ
2014年度 留学生 留学生 平成２６年度　国際開発研究科　国費外国人留学生 文系教務課長 2015/4/1 １０年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄 統括Ｇ→教務Ｇ
2015年度 教務 学籍 学生異動　平成27年度 文系教務課掛長（国際開発） 2016/4/1 １０年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2015年度 教務 入試 中国政府国家公派研究生項目政府派遣事業　平成27年度 文系教務課掛長（国際開発） 2016/4/1 １０年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2015年度 教務 調査 調査関係　H27 文系教務課掛長（国際開発） 2016/4/1 １０年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2015年度 教務 入試 平成27年度　ABEイニシアチブ 文系教務課掛長（国際開発） 2016/4/1 １０年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2015年度 教務 入試 平成27年度　アジアキャンパス 文系教務課掛長（国際開発） 2016/4/1 １０年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2015年度 教務 プログラム 平成27年度　世界展開力強化事業 文系教務課掛長（国際開発） 2016/4/1 １０年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2015年度 教務 入試 平成28年度入学者選抜博士課程（後期課程） 文系教務課掛長（国際開発） 2016/4/1 １０年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2015年度 教務 入試 平成28年度入学者選抜博士課程（後期課程）入試関係資料 文系教務課掛長（国際開発） 2016/4/1 １０年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2015年度 教務 入試 平成28年度入学者選抜博士課程（前期課程）入試関係資料 文系教務課掛長（国際開発） 2016/4/1 １０年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄

2015年度 教務 プログラム 平成27年度リーディング大学院　ウェルビーイング 文系教務課掛長（国際開発） 2016/4/1
事業終了
後10年

2031/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管

2015年度 教務 入試 平成27年度　入試問題 文系教務課掛長（国際開発） 2016/4/1 ３０年 2046/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2015年度 教務 会議 平成27年度教務学生委員会 文系教務課掛長（国際開発） 2016/4/1 ３０年 2046/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2015年度 教務 会議 平成27年度入試委員会 文系教務課掛長（国際開発） 2016/4/1 ３０年 2046/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2015年度 教務 学位 学位（修士）　平成27年度 文系教務課掛長（国際開発） 2016/4/1 常用 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2015年度 教務 学位 学位（博士・その他）　平成27年度 文系教務課掛長（国際開発） 2016/4/1 常用 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2015年度 教務 成績 成績表　平成27年度 文系教務課掛長（国際開発） 2016/4/1 無期限 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管

2015年度 留学生 留学生
平成２７年度　国際開発研究科　国費（大学推薦・国内採用・G30・中国赴・スーパーグローバ
ル）

文系教務課長 2016/4/1 １０年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄 統括Ｇ→教務Ｇ

2015年度 留学生 留学生 平成２７年度　国際開発研究科　国費外国人留学生（大使館推薦） 文系教務課長 2016/4/1 １０年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄 統括Ｇ→教務Ｇ
2015年度 留学生 留学生 平成２７年度　国際開発研究科　国費外国人留学生 文系教務課長 2016/4/1 １０年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄 統括Ｇ→教務Ｇ
2015年度 留学生 留学生 平成２７年度 終了・退学等 国際開発研究科　留学生パスポート・在留カード 文系教務課長 2016/4/1 ８年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄 統括Ｇ→教務Ｇ
2016年度 教務 教職 平成28年度　教職関係 文系教務課掛長（国際開発） 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務 入試 ADB選抜綴　H28 文系教務課掛長（国際開発） 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2016年度 教務 履修 他研究科履修・成績　平成28年度 文系教務課掛長（国際開発） 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2016年度 教務 証明 特殊証明書　H28 文系教務課掛長（国際開発） 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2016年度 教務 履修 履修登録　平成28年度 文系教務課掛長（国際開発） 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2016年度 教務 入試 研究生科目等入学関係　平成28年度 文系教務課掛長（国際開発） 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
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2016年度 教務 教務 宿所届　平成28年度修了・終了・退学・除籍者 文系教務課掛長（国際開発） 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務 教職 平成28年度　教職関係 文系教務課掛長（国際開発） 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務 教務 平成28年度教務 文系教務課掛長（国際開発） 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務 入試 平成29年度前期課程入試関係資料DID・DICOS合格者 文系教務課掛長（国際開発） 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務 入試 平成29年度前期課程入試関係資料DID・DICOS不合格者 文系教務課掛長（国際開発） 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務 教職 平成29年度　教職関係 文系教務課掛長（国際開発） 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務 学籍 学生異動　平成28年度 文系教務課掛長（国際開発） 2017/4/1 １０年 2027/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2016年度 教務 入試 中国政府国家公派研究生項目政府派遣事業　平成28年度 文系教務課掛長（国際開発） 2017/4/1 １０年 2027/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2016年度 教務 調査 調査関係　H28 文系教務課掛長（国際開発） 2017/4/1 １０年 2027/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2016年度 教務 入試 平成28年度　ABEイニシアチブ 文系教務課掛長（国際開発） 2017/4/1 １０年 2027/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2016年度 教務 入試 平成28年度　アジアキャンパス 文系教務課掛長（国際開発） 2017/4/1 １０年 2027/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2016年度 教務 入試 平成29年度入学者選抜博士課程（後期課程） 文系教務課掛長（国際開発） 2017/4/1 １０年 2027/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務 入試 平成29年度入学者選抜博士課程（後期課程）入試関係資料 文系教務課掛長（国際開発） 2017/4/1 １０年 2027/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2016年度 教務 入試 平成29年度入学者選抜博士課程（前期課程）入試関係資料 文系教務課掛長（国際開発） 2017/4/1 １０年 2027/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄

2016年度 教務 プログラム 平成28年度リーディング大学院　ウェルビーイング 文系教務課掛長（国際開発） 2017/4/1
事業終了
後10年

2032/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管

2016年度 教務 会議 平成28年度教務学生委員会 文系教務課掛長（国際開発） 2017/4/1 ３０年 2047/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2016年度 教務 入試 平成28年度　入試問題 文系教務課掛長（国際開発） 2017/4/1 ３０年 2047/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2016年度 教務 会議 平成28年度入試委員会 文系教務課掛長（国際開発） 2017/4/1 ３０年 2047/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2016年度 教務 学位 学位（修士）　平成28年度 文系教務課掛長（国際開発） 2017/4/1 常用 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2016年度 教務 学位 学位（博士・その他）　平成28年度 文系教務課掛長（国際開発） 2017/4/1 常用 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2016年度 教務 成績 成績表　平成28年度 文系教務課掛長（国際開発） 2017/4/1 無期限 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2016年度 教務 インターン 外部実地研修　平成28年度 文系教務課掛長（国際開発） 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管

2016年度 教務 進路 就職・進路関係　平成28年度
文系教務課教務グループ（国際開
発）

2017/4/1 １０年 2027/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄

2016年度 留学生 留学生 留学生同意書（2016～）
文系教務課教務グループ（国際開
発）

2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄 統括Ｇ→教務Ｇ

2016年度 留学生 留学生 平成２８年度　国際開発研究科　特定活動申請のための推薦状交付申請 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄 統括Ｇ→教務Ｇ
2016年度 留学生 経費 平成２８年度　国際開発研究科　留学生経費 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄 統括Ｇ→教務Ｇ
2016年度 留学生 留学生 平成２８年度　国際開発研究科　外国人留学生・通知等 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄 統括Ｇ→教務Ｇ

2016年度 留学生 留学生
平成２８年度　国際開発研究科　国費（大学推薦・国内採用・G30・中国赴・スーパーグローバ
ル）

文系教務課長 2017/4/1 １０年 2027/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄 統括Ｇ→教務Ｇ

2016年度 留学生 留学生 平成２８年度　国際開発研究科　国費外国人留学生（大使館推薦） 文系教務課長 2017/4/1 １０年 2027/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄 統括Ｇ→教務Ｇ
2016年度 留学生 留学生 平成２８年度　国際開発研究科　国費外国人留学生 文系教務課長 2017/4/1 １０年 2027/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄 統括Ｇ→教務Ｇ
2016年度 留学生 留学生 平成２８年度　国際開発研究科　留学生宿舎 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄 統括Ｇ→教務Ｇ
2016年度 留学生 奨学金 平成２８年度　国際開発研究科　留学生奨学金　①地方公共団体等 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄 統括Ｇ→教務Ｇ
2016年度 留学生 奨学金 平成２８年度　国際開発研究科　留学生奨学金　②民間団体等 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄 統括Ｇ→教務Ｇ
2016年度 留学生 派遣 平成２８年度　国際開発研究科　海外留学派遣・受入 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄 統括Ｇ→教務Ｇ
2016年度 留学生 受入 平成２８年度　国際開発研究科　私費外国人研究生 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄 統括Ｇ→教務Ｇ
2016年度 留学生 留学生 平成２８年度　国際開発研究科　調査 文系教務課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄 統括Ｇ→教務Ｇ
2016年度 留学生 留学生 平成２８年度 終了・退学等 国際開発研究科　留学生パスポート・在留カード 文系教務課長 2017/4/1 ８年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄 統括Ｇ→教務Ｇ
2017年度 教務 教職 平成29年度　教職関係 文系教務課掛長（国際開発） 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務 入試 ADB選抜綴　H29 文系教務課掛長（国際開発） 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2017年度 教務 履修 他研究科履修・成績　平成29年度 文系教務課掛長（国際開発） 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2017年度 教務 証明 特殊証明書　H29 文系教務課掛長（国際開発） 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2017年度 教務 履修 履修登録　平成29年度 文系教務課掛長（国際開発） 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2017年度 教務 入試 研究生科目等入学関係　平成29年度 文系教務課掛長（国際開発） 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務 教務 宿所届　平成29年度修了・終了・退学・除籍者 文系教務課掛長（国際開発） 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務 教職 平成29年度　教職関係 文系教務課掛長（国際開発） 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務 教務 平成29年度教務 文系教務課掛長（国際開発） 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務 入試 平成30年度前期課程入試関係資料DID・DICOS合格者 文系教務課掛長（国際開発） 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務 入試 平成30年度前期課程入試関係資料DID・DICOS不合格者 文系教務課掛長（国際開発） 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務 教職 平成29年度　教職関係 文系教務課掛長（国際開発） 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務 学籍 学生異動　平成29年度 文系教務課掛長（国際開発） 2018/4/1 １０年 2028/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2017年度 教務 入試 中国政府国家公派研究生項目政府派遣事業　平成29年度 文系教務課掛長（国際開発） 2018/4/1 １０年 2028/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2017年度 教務 調査 調査関係　H29 文系教務課掛長（国際開発） 2018/4/1 １０年 2028/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2017年度 教務 入試 平成29年度　ABEイニシアチブ 文系教務課掛長（国際開発） 2018/4/1 １０年 2028/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2017年度 教務 入試 平成29年度　アジアキャンパス 文系教務課掛長（国際開発） 2018/4/1 １０年 2028/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2017年度 教務 入試 平成30年度入学者選抜博士課程（後期課程） 文系教務課掛長（国際開発） 2018/4/1 １０年 2028/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務 入試 平成30年度入学者選抜博士課程（後期課程）入試関係資料 文系教務課掛長（国際開発） 2018/4/1 １０年 2028/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2017年度 教務 入試 平成30年度入学者選抜博士課程（前期課程）入試関係資料 文系教務課掛長（国際開発） 2018/4/1 １０年 2028/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄

2017年度 教務 プログラム 平成29年度リーディング大学院　ウェルビーイング 文系教務課掛長（国際開発） 2018/4/1
事業終了
後10年

2033/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管

2017年度 教務 会議 平成29年度教務学生委員会 文系教務課掛長（国際開発） 2018/4/1 ３０年 2048/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2017年度 教務 入試 平成29年度　入試問題 文系教務課掛長（国際開発） 2018/4/1 ３０年 2048/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2017年度 教務 会議 平成29年度入試委員会 文系教務課掛長（国際開発） 2018/4/1 ３０年 2048/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2017年度 教務 学位 学位（修士）　平成29年度 文系教務課掛長（国際開発） 2018/4/1 常用 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2017年度 教務 学位 学位（博士・その他）　平成29年度 文系教務課掛長（国際開発） 2018/4/1 常用 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2017年度 教務 成績 成績表　平成29年度 文系教務課掛長（国際開発） 2018/4/1 無期限 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管

2017年度 教務 インターン 実習・他大学大学院等単位認定
文系教務課教務グループ（国際開
発）

2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管

2017年度 教務 進路 就職・進路関係　平成29年度
文系教務課教務グループ（国際開
発）

2018/4/1 １０年 2028/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄

2017年度 留学生 留学生 平成２９年度　国際開発研究科　特定活動申請のための推薦状交付申請 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄 統括Ｇ→教務Ｇ
2017年度 留学生 経費 平成２９年度　国際開発研究科　留学生経費 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄 統括Ｇ→教務Ｇ
2017年度 留学生 留学生 平成２９年度　国際開発研究科　外国人留学生・通知等 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄 統括Ｇ→教務Ｇ
2017年度 留学生 留学生 平成２９年度　国際開発研究科　国費外国人留学生（大学推薦・大使館推薦） 文系教務課長 2018/4/1 １０年 2028/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄 統括Ｇ→教務Ｇ
2017年度 留学生 留学生 平成２９年度　国際開発研究科　国費外国人留学生 文系教務課長 2018/4/1 １０年 2028/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄 統括Ｇ→教務Ｇ
2017年度 留学生 留学生 平成２９年度　国際開発研究科　留学生宿舎 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄 統括Ｇ→教務Ｇ
2017年度 留学生 奨学金 平成２９年度　国際開発研究科　留学生奨学金　①地方公共団体等 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄 統括Ｇ→教務Ｇ
2017年度 留学生 奨学金 平成２９年度　国際開発研究科　留学生奨学金　②民間団体等 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄 統括Ｇ→教務Ｇ
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2017年度 留学生 派遣 平成２９年度　国際開発研究科　海外留学派遣・受入 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄 統括Ｇ→教務Ｇ
2017年度 留学生 受入 平成２９年度　国際開発研究科　私費外国人研究生 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄 統括Ｇ→教務Ｇ
2017年度 留学生 留学生 平成２９年度　国際開発研究科　調査 文系教務課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄 統括Ｇ→教務Ｇ
2017年度 留学生 留学生 平成２９年度 終了・退学等 国際開発研究科　留学生パスポート・在留カード 文系教務課長 2018/4/1 ８年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄 統括Ｇ→教務Ｇ
2018年度 教務 教職 平成30年度　教職関係 文系教務課掛長（国際開発） 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務 入試 ADB選抜綴　H30 文系教務課掛長（国際開発） 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2018年度 教務 履修 他研究科履修・成績　平成30年度 文系教務課掛長（国際開発） 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2018年度 教務 証明 特殊証明書　H30～R2 文系教務課掛長（国際開発） 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2018年度 教務 履修 履修登録　平成30年度 文系教務課掛長（国際開発） 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2018年度 教務 教務 宿所届　平成30年度修了・終了・退学・除籍者 文系教務課掛長（国際開発） 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務 教職 平成30年度　教職関係 文系教務課掛長（国際開発） 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務 教務 平成30年度教務 文系教務課掛長（国際開発） 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務 入試 2019年度前期課程入試関係資料DID・DICOS合格者 文系教務課掛長（国際開発） 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務 入試 2019年度前期課程入試関係資料DID・DICOS不合格者 文系教務課掛長（国際開発） 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務 学籍 学生異動　平成30年度 文系教務課掛長（国際開発） 2019/4/1 １０年 2029/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2018年度 教務 入試 中国政府国家公派研究生項目政府派遣事業　平成30年度 文系教務課掛長（国際開発） 2019/4/1 １０年 2029/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2018年度 教務 調査 調査関係　H30 文系教務課掛長（国際開発） 2019/4/1 １０年 2029/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2018年度 教務 入試 平成30年度　ABEイニシアチブ 文系教務課掛長（国際開発） 2019/4/1 １０年 2029/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2018年度 教務 入試 平成30年度　アジアキャンパス 文系教務課掛長（国際開発） 2019/4/1 １０年 2029/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2018年度 教務 入試 2019年度入学者選抜博士課程（後期課程） 文系教務課掛長（国際開発） 2019/4/1 １０年 2029/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務 入試 2019年度入学者選抜博士課程（後期課程）入試関係資料 文系教務課掛長（国際開発） 2019/4/1 １０年 2029/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2018年度 教務 入試 2019年度入学者選抜博士課程（前期課程）入試関係資料 文系教務課掛長（国際開発） 2019/4/1 １０年 2029/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄

2018年度 教務 プログラム 平成30年度リーディング大学院　ウェルビーイング 文系教務課掛長（国際開発） 2019/4/1
事業終了
後10年

2034/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管

2018年度 教務 会議 平成30年度教務学生委員会 文系教務課掛長（国際開発） 2019/4/1 ３０年 2049/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2018年度 教務 入試 平成30年度　入試問題 文系教務課掛長（国際開発） 2019/4/1 ３０年 2049/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2018年度 教務 会議 平成30年度入試委員会 文系教務課掛長（国際開発） 2019/4/1 ３０年 2049/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2018年度 教務 学位 学位（修士）　平成30年度 文系教務課掛長（国際開発） 2019/4/1 常用 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2018年度 教務 学位 学位（博士・その他）　平成30年度 文系教務課掛長（国際開発） 2019/4/1 常用 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2018年度 教務 成績 成績表　平成30年度 文系教務課掛長（国際開発） 2019/4/1 無期限 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管

2018年度 教務 インターン 実習・他大学大学院等単位認定
文系教務課教務グループ（国際開
発）

2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管

2018年度 教務 教務 指導教員　2018～2020年度
文系教務課教務グループ（国際開
発）

2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管

2018年度 教務 入試 研究生科目等入学関係　2018～2020年度 文系教務課掛長（国際開発） 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄

2018年度 教務 進路 就職・進路関係　平成30年度
文系教務課教務グループ（国際開
発）

2019/4/1 １０年 2029/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄

2018年度 留学生 留学生 平成３０年度　国際開発研究科　特定活動申請のための推薦状交付申請 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄 統括Ｇ→教務Ｇ
2018年度 留学生 留学生 平成３０年度　国際開発研究科　外国人留学生・通知等 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄 統括Ｇ→教務Ｇ

2018年度 留学生 留学生
平成３０年度　国際開発研究科　国費外国人留学生（大使館推薦）申請書・入学許可・証明書・
受入回答

文系教務課長 2019/4/1 １０年 2029/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄 統括Ｇ→教務Ｇ

2018年度 留学生 留学生 平成３０年度　国際開発研究科　国費外国人留学生 文系教務課長 2019/4/1 １０年 2029/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄 統括Ｇ→教務Ｇ
2018年度 留学生 奨学金 平成３０年度　国際開発研究科　留学生奨学金　①地方公共団体等 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄 統括Ｇ→教務Ｇ
2018年度 留学生 奨学金 平成３０年度　国際開発研究科　留学生奨学金　②民間団体等 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄 統括Ｇ→教務Ｇ
2018年度 留学生 派遣 平成３０年度　国際開発研究科　海外留学派遣・受入 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄 統括Ｇ→教務Ｇ
2018年度 留学生 受入 平成３０年度　国際開発研究科　私費外国人研究生 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄 統括Ｇ→教務Ｇ
2018年度 留学生 留学生 平成３０年度～2020年度　国際開発研究科 文系教務課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄 統括Ｇ→教務Ｇ
2018年度 留学生 留学生 平成３０年度 終了・退学等 国際開発研究科　留学生パスポート・在留カード 文系教務課長 2019/4/1 ８年 2027/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄 統括Ｇ→教務Ｇ

2018年度 留学生 経費 2018～2020年度　国際開発研究科　留学生経費
文系教務課教務グループ（国際開
発）

2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄 統括Ｇ→教務Ｇ

2019年度 教務 入試 ADB選抜綴　2019
文系教務課教務グループ（国際開
発）

2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管

2019年度 教務 履修 他研究科履修・成績　2019年度
文系教務課教務グループ（国際開
発）

2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管

2019年度 教務 履修 履修登録　2019
文系教務課教務グループ（国際開
発）

2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管

2019年度 教務 教務 宿所届　2019年度修了・終了・退学・除籍者
文系教務課教務グループ（国際開
発）

2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 廃棄

2019年度 教務 教務 2019年度教務
文系教務課教務グループ（国際開
発）

2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄

2019年度 教務 入試 2020年度前期課程入試関係資料
文系教務課教務グループ（国際開
発）

2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄

2019年度 教務 学籍 学生異動　2019年度
文系教務課教務グループ（国際開
発）

2020/4/1 １０年 2030/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管

2019年度 教務 入試 中国政府国家公派研究生項目政府派遣事業　2019年度
文系教務課教務グループ（国際開
発）

2020/4/1 １０年 2030/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管

2019年度 教務 調査 調査関係　2019
文系教務課教務グループ（国際開
発）

2020/4/1 １０年 2030/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管

2019年度 教務 入試 2019年度　ABEイニシアチブ+D358
文系教務課教務グループ（国際開
発）

2020/4/1 １０年 2030/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管

2019年度 教務 入試 2019年度　アジアキャンパス
文系教務課教務グループ（国際開
発）

2020/4/1 １０年 2030/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管

2019年度 教務 入試 2019年度　入試問題
文系教務課教務グループ（国際開
発）

2020/4/1 ３０年 2050/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管

2019年度 教務 入試 2020年度 博士後期課程　入試関係（2019年10月入学・2020年4月入学）
文系教務課教務グループ（国際開
発）

2020/4/1 １０年 2030/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄

2019年度 教務 入試 2020年度博士課程後期課程入試　出願書類
文系教務課教務グループ（国際開
発）

2020/4/1 １０年 2030/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄

2019年度 教務 入試 2020年度入学者選抜博士課程（前期課程）入試関係
文系教務課教務グループ（国際開
発）

2020/4/1 １０年 2030/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
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2019年度 教務 プログラム 2019年度リーディング大学院　ウェルビーイング
文系教務課教務グループ（国際開
発）

2020/4/1
事業終了
後10年

2035/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管

2019年度 教務 会議 2019年度教務学生委員会
文系教務課教務グループ（国際開
発）

2020/4/1 ３０年 2050/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管

2019年度 教務 入試 2020年度博士課程前期課程（第1期）入試　出願書類
文系教務課教務グループ（国際開
発）

2020/4/1 １０年 2030/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄

2019年度 教務 入試 2020年度博士課程前期課程（第2期）入試　出願書類
文系教務課教務グループ（国際開
発）

2021/4/1 １０年 2031/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄

2019年度 教務 会議 平成30年度入試委員会
文系教務課教務グループ（国際開
発）

2020/4/1 ３０年 2050/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管

2019年度 教務 学位 学位（修士）　2019年度
文系教務課教務グループ（国際開
発）

2020/4/1 無期限 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管

2019年度 教務 学位 学位（博士・その他）　平成30年度
文系教務課教務グループ（国際開
発）

2020/4/1 常用 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管

2019年度 教務 成績 成績表　2019年度
文系教務課教務グループ（国際開
発）

2020/4/1 無期限 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管

2019年度 教務 インターン 外部実地研修単位認定
文系教務課教務グループ（国際開
発）

2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管

2019年度 教務 学位 学位（博士）　2019年度
文系教務課教務グループ（国際開
発）

2020/4/1 無期限 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管

2019年度 教務 成績 2019年度　研究科履修・成績
文系教務課教務グループ（国際開
発）

2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管

2019年度 留学生 留学生 2019年度　国際開発研究科　特定活動申請のための推薦状交付申請
文系教務課教務グループ（国際開
発）

2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄 統括Ｇ→教務Ｇ

2019年度 留学生 留学生 2019年度　国際開発研究科　外国人留学生・通知等
文系教務課教務グループ（国際開
発）

2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄 統括Ｇ→教務Ｇ

2019年度 留学生 留学生 平成３１年度　国際開発研究科　国費外国人留学生
文系教務課教務グループ（国際開
発）

2020/4/1 １０年 2030/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄 統括Ｇ→教務Ｇ

2019年度 留学生 派遣 2019年度　国際開発研究科　海外留学派遣・受入
文系教務課教務グループ（国際開
発）

2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄 統括Ｇ→教務Ｇ

2019年度 留学生 受入 2019年度　国際開発研究科　私費外国人研究生
文系教務課教務グループ（国際開
発）

2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄 統括Ｇ→教務Ｇ

2019年度 留学生 留学生 2019年度 終了・退学等 国際開発研究科　留学生パスポート・在留カード
文系教務課教務グループ（国際開
発）

2020/4/1 ８年 2028/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄 統括Ｇ→教務Ｇ

2019年度 教務 教職 2019年度　教員免許一括申請
文系教務課教務グループ（国際開
発）

2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄

2019年度 留学生 留学生 国費外国人留学生
文系教務課教務グループ（国際開
発）

2020/4/1 １０年 2030/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄 統括Ｇ→教務Ｇ

2020年度 教務G（人文学） 就職 進路状況報告書 （名大）文系教務課長 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務G（人文学） 入試 推薦入試関係 （名大）文系教務課長 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 移管
2020年度 教務G（人文学） 入試 入試関係 （名大）文系教務課長 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務G（人文学） 入試 入試委員会 （名大）文系教務課長 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 移管
2020年度 教務G（人文学） 入試 第３年次編入学関係 （名大）文系教務課長 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 移管
2020年度 教務G（人文学） 入試 私費外国人留学生選抜 （名大）文系教務課長 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 移管
2020年度 教務G（人文学） 入試 大学入試センター試験関係 （名大）文系教務課長 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務G（人文学） 学生 学生数報告 （名大）文系教務課長 2021/4/1 常用 2026/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務G（人文学） 教務 ガイダンス関係 （名大）文系教務課長 2021/4/1 ３年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務G（人文学） 教務 専攻分属・転専攻関係 （名大）文系教務課長 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務G（人文学） 教務 授業評価アンケート （名大）文系教務課長 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務G（人文学） 就職 インターンシップ関係 （名大）文系教務課長 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務G（人文学） 就職 オープンキャンパス関係 （名大）文系教務課長 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務G（人文学） 教務 調査関係 （名大）文系教務課長 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務G（人文学） 学生 学校基本調査 （名大）文系教務課長 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務G（人文学） 学位 課程博士申請関係 （名大）文系教務課長 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 移管
2020年度 教務G（人文学） 学位 卒業・進級判定資料 （名大）文系教務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務G（人文学） 学位 卒業・修了関係 （名大）文系教務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務G（人文学） 教職 教育実習関係 （名大）文系教務課長 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務G（人文学） 教務 雑件 （名大）文系教務課長 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務G（人文学） 入試 個別学力検査関係 （名大）文系教務課長 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 移管
2020年度 教務G（人文学） 教務 教養教育院関係 （名大）文系教務課長 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務G（人文学） 学生 学生異動関係 （名大）文系教務課長 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務G（人文学） 教務 学部授業関係 （名大）文系教務課長 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務G（人文学） 教務 大学院関係 （名大）文系教務課長 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務G（人文学） 教職 介護等体験関係 （名大）文系教務課長 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務G（人文学） 教職 教員免許状申請関係 （名大）文系教務課長 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務G（人文学） 教職 履修カルテ関係 （名大）文系教務課長 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務G（人文学） 国際 G30 プログラム関係 （名大）文系教務課長 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 移管
2020年度 教務G（人文学） 教務 他研究科聴講関係 （名大）文系教務課長 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務G（人文学） 教務 非常勤講師関係 （名大）文系教務課長 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務G（人文学） 教職 学外実習実施届 （名大）文系教務課長 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務G（人文学） 教務 講義室使用願 （名大）文系教務課長 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務G（人文学） 教務 単位互換関係 （名大）文系教務課長 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務G（人文学） 学生 非正規生学籍簿・成績 （名大）文系教務課長 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 移管
2020年度 教務G（人文学） 教務 大学院履修届 （名大）文系教務課長 2021/4/1 ３年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務G（人文学） 教務 大学院成績 （名大）文系教務課長 2021/4/1 無期限 無期限 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 移管
2020年度 教務G（人文学） 教務 認定論文関係 （名大）文系教務課長 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務G（人文学） 学生 転学部関係 （名大）文系教務課長 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務G（人文学） 入試 人文学研究科入試関係 （名大）文系教務課長 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 移管
2020年度 教務G（人文学） 教務 学部成績修正関係 （名大）文系教務課長 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務G（人文学） 教務 教務システム関係 （名大）文系教務課長 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務G（人文学） 教務 他研究科聴講成績表 （名大）文系教務課長 2021/4/1 無期限 無期限 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
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2020年度 教務G（人文学） 教務 非常勤講師個票 （名大）文系教務課長 2021/4/1 １０年 2031/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務G（人文学） 教務 高等学校への講師派遣関係 （名大）文系教務課長 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務G（人文学） 教務 学生の事件・事故について （名大）文系教務課長 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 移管
2020年度 教務G（人文学） 教務 卒業・修了関係 （名大）文系教務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務G（人文学） 厚生 2019年度　就職関係 （名大）文系教務課長 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務G（人文学） 会議 2019年度　教務委員会 （名大）文系教務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 移管
2020年度 教務G（人文学） 学位 2019年度　修士修了関係綴 （名大）文系教務課長 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務G（人文学） 学位 2019年度　博士学位関係 （名大）文系教務課長 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務G（人文学） 教職 2019年度　教職関係綴 （名大）文系教務課長 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務G（人文学） 事業 2019年度 　中国政府「国家公派研究生項目派遣事業」関係綴 （名大）文系教務課長 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務G（人文学） 受入 2019年度　非正規生関係 （名大）文系教務課長 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務G（人文学） 受入 2019年度　交換留学大学関係 （名大）文系教務課長 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務G（人文学） 受入 平成３０年度　研究生１０月入学 （名大）文系教務課長 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務G（人文学） 受入 2019年度　研究生４月入学 （名大）文系教務課長 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務G（人文学） 授業 2019年度　他研究科履修関係綴 （名大）文系教務課長 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務G（人文学） 授業 2019年度　全学教育科目関係 （名大）文系教務課長 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務G（人文学） 授業 2019年度　大学院関係綴 （名大）文系教務課長 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務G（人文学） 証明 2019年度　各種証明書発行台帳 （名大）文系教務課長 2021/4/1 ３年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務G（人文学） 申請 2019年度　ＴＡ関係綴 （名大）文系教務課長 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務G（人文学） 成績 2019年度　大学院授業成績表 （名大）文系教務課長 2021/4/1 無期限 無期限 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務G（人文学） 台帳 2019年度　大学院指導要録 （名大）文系教務課長 2021/4/1 無期限 無期限 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 移管
2020年度 教務G（人文学） 入試 2019年度　Ｇ３０関係綴 （名大）文系教務課長 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 移管
2020年度 教務G（人文学） 入試 2019年度　Ｇ３０出願者資料 （名大）文系教務課長 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 移管
2020年度 教務G（人文学） 入試 2019年度　大学院入試後期課程　各種証明書類 （名大）文系教務課長 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務G（人文学） 入試 2019年度　大学院入試前期課程　各種証明書類 （名大）文系教務課長 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務G（人文学） 入試 2019年度　大学院入試関係綴　その１ （名大）文系教務課長 2021/4/1 １０年 2031/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 移管
2020年度 教務G（人文学） 入試 2019年度　大学院入試関係綴　その２ （名大）文系教務課長 2021/4/1 １０年 2031/3/31 紙 文系教務課事務室内 （名大）文系教務課長 移管
2020年度 教務 教務 令和2(2020)年度ガイダンス関係 （名大）文系教務課長 2021/4/1 3 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄

2020年度 教務 非正規生
令和2(2020)年度研究生・聴講生・科目等履修生綴（春学期）（留学生（合格者）の出願書類を含
む）

（名大）文系教務課長 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄

2020年度 教務 非正規生 令和2(2020)年度 春学期入学研究生・大学院研究生（留学生・不合格者）出願書類 （名大）文系教務課長 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務 入試 令和2(2020)年度　入試委員会 （名大）文系教務課長 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務 学部 令和2(2020)年度　授業関係 （名大）文系教務課長 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務 就職 令和2(2020)年度　就職関係 （名大）文系教務課長 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務 学部 令和2(2020)年度　電算関係 （名大）文系教務課長 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務 大学院 令和2(2020)年度　他研究科履修関係 （名大）文系教務課長 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務 教務 令和2(2020)年度　雑件 （名大）文系教務課長 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務 教務 令和2(2020)年度　卒業論文関係 （名大）文系教務課長 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務 学籍 令和2(2020)年度　学生異動綴 （名大）文系教務課長 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務 入試 令和3（2021）年度　前期Ⅰ期院入試（一般・高専人）後期（心理）海外学位取得者特別選抜 （名大）文系教務課長 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務 教務 令和2（2020）年度　インターンシップ関係 （名大）文系教務課長 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務 教務 令和2（2020）年度　授業評価アンケート （名大）文系教務課長 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務 資格 令和2(2020）年度　公認心理師試験修了証明書・科目履修証明書 （名大）文系教務課長 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務 大学院 令和2(2020)年度教育発達科学研究科入学者　宣誓書・情報ｾｷｭﾘﾃｨﾎﾟﾘｼｰ遵守誓約書 （名大）文系教務課長 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務 非正規生 令和2(2020)年度 秋学期入学研究生・大学院研究生（留学生・不合格者）出願書類 （名大）文系教務課長 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務 大学院 令和2(2020)年度大学院成績（教職聴講生・科目等履修生含む） （名大）文系教務課長 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務 教務 令和2(2020)年度～　講義室使用願綴 （名大）文系教務課長 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務 教職 令和2(2020)年度　教員免許状申請関係 （名大）文系教務課長 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務 学部 令和2(2020)年度　教養教育院関係 （名大）文系教務課長 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄

2020年度 教務 非正規生
令和2(2020)年度研究生・聴講生・科目等履修生綴（秋学期）（留学生（合格者）の出願書類を含
む）

（名大）文系教務課長 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄

2020年度 教務 入試 令和3（2021）年度　推薦入試関係 （名大）文系教務課長 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務 入試 令和3(2021)年度　第３年次編入学関係 （名大）文系教務課長 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務 学部 令和2(2020)年度　コース分属・転コース （名大）文系教務課長 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務 入試 令和3（2021）年度　前期Ⅱ期院入試（一般・高専人） （名大）文系教務課長 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄

2020年度 教務 入試
令和3（2021）年度　後期院入試（一般・社会人特別選抜・教育マネジメント・心理危機マネジメン
ト）

（名大）文系教務課長 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄

2020年度 教務 入試 令和3(2021)年度　大学院入試　志願票（不合格） （名大）文系教務課長 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務 入試 令和3(2021)年度　大学院入試　志願票（合格） （名大）文系教務課長 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務 教職 令和2(2020)年度　教育実習の成績評価 （名大）文系教務課長 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄

2020年度 教務 入試
令和3（2021）年度　アジア諸国の国家中枢人材養成プログラム　後期院入試（2018年10月入
学）

（名大）文系教務課長 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄

2020年度 教務 教務 令和2(2020)年度　卒業・修了関係 （名大）文系教務課長 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務 学位 令和2(2020)年度　課程博士申請関係 （名大）文系教務課長 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2020年度 教務 学位 令和2(2020)年度　課程外博士学位関係 （名大）文系教務課長 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2020年度 教務 教務 令和3(2021)年度　非常勤講師任用（教職を含む） （名大）文系教務課長 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務 入試 令和3(2021)年度　大学入試センター試験 （名大）文系教務課長 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務 調査 令和2(2020)年度　調査関係 （名大）文系教務課長 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務 入試 令和3(2021)年度　学部入試関係 （名大）文系教務課長 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務 平成28～令和2(2020)年度　奨学金関係 （名大）文系教務課長 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務 教務 令和2(2020)年度　進路状況報告書 （名大）文系教務課長 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務 入試 令和3(2021)年度　私費外国人留学生選抜 （名大）文系教務課長 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務 大学院 令和2（2020）年度　大学院関係 （名大）文系教務課長 2021/4/1 10 2031/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務 委員会 令和2（2020）年度　教務学生生活委員会 （名大）文系教務課長 2021/4/1 10 2031/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2020年度 教務G(法学研究科) 入試 2020大学院入試 （名大）文系教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務G(法学研究科) 入試 2020秋選抜出願書類 （名大）文系教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務G(法学研究科) 入試 2020春選抜出願書類 （名大）文系教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務G(法学研究科) 委員会 2020大学院学務委員会 （名大）文系教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管
2020年度 教務G(法学研究科) 入試 2019 推薦入試 （名大）文系教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務G(法学研究科) 学生 2020 調査関係 （名大）文系教務課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務G(法学研究科) 入試 2020 入試課関係 （名大）文系教務課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 廃棄
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2020年度 教務G(法学研究科) 入試 2020 3年次編入 （名大）文系教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務G(法学研究科) 入試 2020 私費外国人留学生入試 （名大）文系教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務G(法学研究科) 学生 2020 卒業認定 （名大）文系教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務G(法学研究科) 学生 2020履修登録 （名大）文系教務課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務G(法学研究科) 成績 2020 大学院成績記入表 （名大）文系教務課長 2021/4/1 永年 - 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管
2020年度 教務G(法学研究科) 成績 2020  履修申請表 （名大）文系教務課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務G(法学研究科) 学生 2020 大学院教務 （名大）文系教務課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務G(法学研究科) 学位 2020年度　法学研究科　博士学位関係綴 （名大）文系教務課長 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 文系教務課 （名大）文系教務課長 移管
2020年度 教務G（法科大学院） 成績 令和2年度　法科大学院成績記入表 （名大）文系教務課長 2021/4/1 無期限 - 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 移管
2020年度 教務G（法科大学院） 試験 令和2年度　法科大学院定期試験関係 （名大）文系教務課長 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 移管
2020年度 教務G（法科大学院） 会議 令和2年度　法科大学院学務委員会 （名大）文系教務課長 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 移管
2020年度 教務G（法科大学院） 教務 令和2年度　法科大学院履修登録表 （名大）文系教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務G（法科大学院） 入試 法科大学院入試関係　令和3年度入学者選抜関係 （名大）文系教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務G（法科大学院） 調査 令和2年度　各種調査 （名大）文系教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務G（法科大学院） 教務 令和2年度　法科大学院関係綴 （名大）文系教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系教務課倉庫 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 留学生 受入 法　私費　正規生 （名大）文系教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 留学生 受入 留学生全般 （名大）文系教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 留学生 受入 法　入学者資料 （名大）文系教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 留学生 受入 法　国費１／２ （名大）文系教務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 留学生 受入 法　国費２／２ （名大）文系教務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 留学生 受入 ＪＩＣＡ・ＪＤＳ （名大）文系教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 留学生 調査 法　調査（留学生） （名大）文系教務課長 2021/4/1 7年 2028/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 留学生 受入 法　奨学金 （名大）文系教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 留学生 受入 法　中国国家高派 （名大）文系教務課長 2021/4/1 7年 2028/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 留学生 経費 法　留学生経費 （名大）文系教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 留学生 受入 法　ＮＵＰＡＣＥ （名大）文系教務課長 2021/4/1 7年 2028/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 留学生 受入 国費　大学推薦願書 （名大）文系教務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 留学生 受入 法　在留カード （名大）文系教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 留学生 受入 法　私費　非正規生 （名大）文系教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務G(経済学研究科） 学籍 学生異動2020年度 （名大）文系教務課長 2021/4/1 無期限 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2020年度 教務G(経済学研究科） 成績 大学院成績 令和２年度 （名大）文系教務課長 2021/4/1 無期限 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2020年度 教務G(経済学研究科） 委員会 令和２年度教務委員会 （名大）文系教務課長 2021/4/1 １０年 2031/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2020年度 教務G(経済学研究科） 委員会 令和２年度教務委員会 （名大）文系教務課長 2021/4/1 １０年 2031/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
2020年度 教務G(経済学研究科） 教務 令和２年度大学院教務関係 （名大）文系教務課長 2021/4/1 １０年 2031/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務G(経済学研究科） 教職 2020年度教職関係 （名大）文系教務課長 2021/4/1 １０年 2031/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務G(経済学研究科） 学生 2020年度就職関係 （名大）文系教務課長 2021/4/1 １０年 2031/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務G(経済学研究科） 入試 令和３年度大学入学共通テスト （名大）文系教務課長 2021/4/1 １０年 2031/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務G(経済学研究科） 入試 令和３年度個別学力検査 （名大）文系教務課長 2021/4/1 １０年 2031/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務G(経済学研究科） 入試 令和３年度推薦入試関係 （名大）文系教務課長 2021/4/1 １０年 2031/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務G(経済学研究科） 入試 2021年度私費外国人留学生入学試験 （名大）文系教務課長 2021/4/1 １０年 2031/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務G(経済学研究科） 入試 2021年度３年次編入 （名大）文系教務課長 2021/4/1 １０年 2031/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務G(経済学研究科） 入試 2021年度大学院入試（9月実施） （名大）文系教務課長 2021/4/1 １０年 2031/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務G(経済学研究科） 入試 2021年度大学院入試（1月実施(高専人含)・入学手続き） （名大）文系教務課長 2021/4/1 １０年 2031/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務G(経済学研究科） 教務 令和２年度公開セミナー （名大）文系教務課長 2021/4/1 １０年 2031/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務G(経済学研究科） 調査 令和２年度調査関係 （名大）文系教務課長 2021/4/1 １０年 2031/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 教務G(経済学研究科） 学生 2020　インターンシップ （名大）文系教務課長 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 留学生 受入 経　研究生受入 2020 （名大）文系教務課長 2021/4/1 ７年 2028/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 留学生 受入 経　ＮＵＰＡＣＥ　2020 （名大）文系教務課長 2021/4/1 ７年 2028/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 留学生 受入 経　中国国家高派 2020 （名大）文系教務課長 2021/4/1 ７年 2028/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 留学生 受入 経　留学生宿舎入居願　2020 （名大）文系教務課長 2021/4/1 ３年 2024/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 留学生 奨学金 経　国費　2020 （名大）文系教務課長 2021/4/1 １０年 2031/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 留学生 経費 経　留学生経費　2020 （名大）文系教務課長 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 留学生 調査 経　調査　2020 （名大）文系教務課長 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄

2020年度 教務 学籍 学生異動　2020年度
（名大）文系教務課教務グル―プ
（国際開発）

2021/4/1 １０年 2031/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管

2020年度 教務 教務 宿所届　2020年度修了・終了・退学・除籍者
（名大）文系教務課教務グル―プ
（国際開発）

2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄

2020年度 教務 入試 入学手続書類（2020年4月入学・10月入学）
（名大）文系教務課教務グル―プ
（国際開発）

2021/4/1 １０年 2031/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄

2020年度 教務 入試 2021年度 博士後期課程　入試関係（2020年10月入学・2021年4月入学）
（名大）文系教務課教務グル―プ
（国際開発）

2021/4/1 １０年 2031/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄

2020年度 教務 入試 2021年度博士課程後期課程入試　出願書類
（名大）文系教務課教務グル―プ
（国際開発）

2021/4/1 １０年 2031/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄

2020年度 教務 入試 2021年度入学者選抜博士課程（前期課程）入試関係
（名大）文系教務課教務グル―プ
（国際開発）

2021/4/1 １０年 2031/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄

2020年度 教務 入試 2021年度博士課程前期課程（第1期）入試　出願書類
（名大）文系教務課教務グル―プ
（国際開発）

2021/4/1 １０年 2031/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄

2020年度 教務 入試 2021年度博士課程前期課程（第2期）入試　出願書類
（名大）文系教務課教務グル―プ
（国際開発）

2021/4/1 １０年 2031/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄

2020年度 教務 会議 2020年度教務学生委員会
（名大）文系教務課教務グル―プ
（国際開発）

2021/4/1 ３０年 2051/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管

2020年度 教務 学位 学位（博士）　2020年度
（名大）文系教務課教務グル―プ
（国際開発）

2021/4/1 無期限 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管

2020年度 教務 学位 学位（修士）　2020年度
（名大）文系教務課教務グル―プ
（国際開発）

2021/4/1 無期限 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管

2020年度 教務 成績 成績表　2020年度
（名大）文系教務課教務グル―プ
（国際開発）

2021/4/1 無期限 － 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管

2020年度 教務 成績 2020年度　研究科履修・成績
（名大）文系教務課教務グル―プ
（国際開発）

2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管

2020年度 教務 履修 2020年度　授業・履修
（名大）文系教務課教務グル―プ
（国際開発）

2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管
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2020年度 教務 履修 2020年度　学期末・学期始処理
（名大）文系教務課教務グル―プ
（国際開発）

2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管

2020年度 留学生 留学生 2020年度 国際開発研究科　外国人留学生パスポート・在留カード写し
（名大）文系教務課教務グル―プ
（国際開発）

2021/4/1 ８年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄

2020年度 留学生 留学生 国費外国人留学生
（名大）文系教務課教務グル―プ
（国際開発）

2021/4/1 １０年 2031/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄

2020年度 留学生 受入 私費外国人研究生
（名大）文系教務課教務グル―プ
（国際開発）

2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄

2021年度 教務 教務 指導教員
（名大）文系教務課教務グル―プ
（国際開発）

2022/4/1 ５年 2027/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 移管

2021年度 留学生 留学生 国費外国人留学生
（名大）文系教務課教務グル―プ
（国際開発）

2022/4/1 １０年 2032/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄

2020年度 統括･学生支援 奨学金 2020年度　私費留学生奨学金１ （名大）文系教務課長 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 統括･学生支援 奨学金 2020年度　私費留学生奨学金２ （名大）文系教務課長 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 統括･学生支援 奨学金 2020年度　私費留学生奨学金３ （名大）文系教務課長 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 統括･学生支援 奨学金 2020年度　JASSO海外留学支援制度１ （名大）文系教務課長 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 統括･学生支援 留学生 2020年度 在留資格認定証明書申請 （名大）文系教務課長 2021/4/1 ７年 2028/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 統括･学生支援 留学生 2020年度 留学生用宿舎（レジデンス等） （名大）文系教務課長 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 統括･学生支援 奨学金 2020年度　学習奨励費 （名大）文系教務課長 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 統括･学生支援 留学生 2020年度　特定活動在留資格申請 （名大）文系教務課長 2021/4/1 ７年 2028/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 統括･学生支援 留学生 2020年度　インターンシップ （名大）文系教務課長 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 統括･学生支援 奨学金 2020年度　日本人向け奨学金 （名大）文系教務課長 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 統括･学生支援 奨学金 2020年度　輸出管理 （名大）文系教務課長 2021/4/1 ７年 2028/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 統括･学生支援 統括・学生支援 令和２年度文書管理マニュアル （名大）文系教務課長 2021/4/1 ３年 2024/3/31 紙 文系教務課会議室 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 学生支援 奨学金 名古屋大学学術奨励賞奨学金　日本学術振興会育志賞【2020年度】 （名大）文系教務課長 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 学生支援 奨学金 名古屋大学下駄の鼻緒奨学金【２０20年度】 （名大）文系教務課長 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 学生支援 奨学金 民間奨学金【2020年度】No.1 （名大）文系教務課長 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 学生支援 奨学金 民間奨学金【2020年度】No.2 （名大）文系教務課長 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 学生支援 保険 ２０２０年度学研災・賠加入報告　保険金請求書等 （名大）文系教務課長 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 学生支援 保険 ２０２０年度学研災・賠加入申込書 （名大）文系教務課長 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 学生支援 奨学金 ２０２０年度日本学生支援機構通知 （名大）文系教務課長 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 学生支援 奨学金 ２０２０年度日本学生支援機構採用（貸与） （名大）文系教務課長 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 学生支援 奨学金 ２０２０年度日本学生支援機構給付型奨学金採用 （名大）文系教務課長 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 学生支援 奨学金 ２０２０年度日本学生支援機構奨学金　大学院在学採用 （名大）文系教務課長 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 学生支援 奨学金 ２０２０年度日本学生支援機構奨学金予約採用 （名大）文系教務課長 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 学生支援 奨学金 ２０２０年度日本学生支援機構奨学金異動 （名大）文系教務課長 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 学生支援 奨学金 ２０２０年度日本学生支援機構奨学金業績優秀者返還免除 （名大）文系教務課長 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 学生支援 免除 ２０２０年度入学料・授業料免除 （名大）文系教務課長 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄
2020年度 学生支援 免除 ２０２０年度入学料・授業料免除（法科大学院） （名大）文系教務課長 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 文系教務課事務室 （名大）文系教務課長 廃棄




