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学務 調査 総括 卒業生アンケ-トWG(平成19年度） 学生部教務課課長代理 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄

当初の保存期間満了日：
2018/3/31
延長期間：５年
延長の理由：Ｈ３０年に卒
業生アンケートを実施する
ため

庶務 総括 自己点検・評価 第2期中期目標・中期計画プロジェクトシ-ト(中期計画 学生部教務課課長代理 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 総括 自己点検・評価 第2期中期目標・中期計画プロジェクトシ-ト(中期計画 学生部教務課課長代理 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 総括 自己点検・評価 第2期中期目標・中期計画プロジェクトシ-ト(中期計画 学生部教務課課長代理 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 総括 自己点検・評価 第2期中期目標・中期計画プロジェクトシ-ト(中期計画 学生部教務課課長代理 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 総括 自己点検・評価 第2期中期目標・中期計画プロジェクトシ-ト(中期計画 学生部教務課課長代理 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 総括 自己点検・評価 第2期中期目標・中期計画プロジェクトシ-ト(中期計画 学生部教務課課長代理 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 総括 自己点検・評価 第2期中期目標・中期計画プロジェクトシ-ト(中期計画 学生部教務課課長代理 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 総括 自己点検・評価 第2期中期目標・中期計画プロジェクトシ-ト(中期計画 学生部教務課課長代理 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄

庶務 総括 自己点検・評価
平成22年度第2期中期目標期間における「大学教育の
改善に関する取組状況の確認について」

学生部教務課課長代理 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄

庶務 総括 自己点検・評価 第2期中期目標・中期計画実績報告書平成22年度～ 学生部教務課課長代理 2010年度 未完 10年 未完 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 総括 自己点検・評価 第2期中期目標・中期計画平成22年度年度計画進捗状 学生部教務課課長代理 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 総括 自己点検・評価 第2期中期目標・中期計画平成23年度年度計画進捗状 学生部教務課課長代理 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 総括 自己点検・評価 第2期中期目標・中期計画平成24年度年度計画進捗状 学生部教務課課長代理 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄

庶務 総括 自己点検・評価
第2期中期目標・中期計画中期計画推進管理システム
プロジェクトシ-ト管理簿(平成22年度～27年度）

学生部教務課課長代理 2010年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄

庶務 総括 自己点検・評価 平成21年度中期計画根拠資料綴 学生部教務課課長代理 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄

学務 総括 総括
5平成21年度周産期医療環境整備事業6平成21年度看
護職キャリアシステム構築プラン7平成21年度大学病院
連携型高度医療人養成推進事業

学生部教務課課長代理 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄

学務 総括 総括

7平成22年度がんプロフェッショナル養成プラン8平成22
年度周産期対策のための医療現場の整備9平成22年
度大学病院における医師等の勤務環境改善のための
雇用⑩平成22年度医師不足解消のための大学病院を
活用した専門医療人材養成

学生部教務課課長代理 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄

学務 総括 総括
1平成20年度大学病院連携型高度医療人養成推進事
業プログラム

学生部教務課課長代理 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄

学務 総括 総括
2平成20年度質の高い大学教育推進プログラム3平成
20年度専門職大学院等における高度専門職業人養成
教育推進プログラム

学生部教務課課長代理 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄

学務 総括 総括
1平成21年度大学教育充実のための戦略的大学推進
支援事業プログラム

学生部教務課課長代理 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄

学務 総括 教育課程 主要授業科目の設定及び担当状況の確認関係 学生部教務課課長代理 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄

学務 総括 教育課程
平成21年度大学院改組に係る将来構想案関係綴［各
種デ-タ関係を含む］

学生部教務課課長代理 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄

学務 総括 教育課程 平成21年度大学院改組に係る将来構想案関係綴 学生部教務課課長代理 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄

学務 調査 教育課程
平成22年度大学院委員会大学院教育実質化等の状況
調査関係綴(毎年実施の調査）

学生部教務課課長代理 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄

学務 総括 文書管理
平成24年度採択 大学間連携共同教育推進事業 教学
評価体制（IRネットワーク）による学士課程教育の質保
証（平成24年度）

学生部教務課長代理 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄

学務 総括 文書管理
平成24年度採択 大学間連携共同教育推進事業 教学
評価体制（IRネットワーク）による学士課程教育の質保
証（平成25年度）

学生部教務課長代理 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄

学務 総括 文書管理
平成24年度採択 大学間連携共同教育推進事業 教学
評価体制（IRネットワーク）による学士課程教育の質保
証（平成26年度）

学生部教務課長代理 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄

学務 総括 文書管理
平成24年度採択 大学間連携共同教育推進事業 教学
評価体制（IRネットワーク）による学士課程教育の質保
証（平成27年度）

学生部教務課長代理 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄

庶務 年度計画 年度計画 年度計画・実績評価（平成23年度～平成24年度） 学生部学生課企画係 2011年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 学生部（旧）学生課会議室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 年度計画 年度計画 年度計画・実績評価（平成25年度～） 学生部学生課企画係 2013年度 未完 10年 未完 紙 学生部（旧）学生課会議室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 年度計画 年度計画 年度計画・実績評価（平成25年度） 学生部学生課企画係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 学生部（旧）学生課会議室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 年度計画 年度計画 年度計画・実績評価（平成26年度） 学生部学生課企画係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 学生部（旧）学生課会議室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 年度計画 年度計画 年度計画・実績評価（平成27年度） 学生部学生課企画係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 学生部教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 年度計画 年度計画 年度計画・実績評価（平成28年度） 学生部学生課企画係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 学生部教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 年度計画 年度計画 年度計画・実績評価（平成29年度） 学生部教育支援課教育企画係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 学生部教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 会議 学内会議・委員会 平成22年度受審認証評価関係①（平成20年度～平成22年度）学生部学生課企画係 2008年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 学生部学生課会議室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 会議 学内会議・委員会 大学機関別認証評価関係（平成29年度） 学生部教育支援課教育企画係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 学生部教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄

庶務 総括 中期計画
中期目標・中期計画２１事業年度報告特記事項等（平
成２１年度）

学生部学生課企画係 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 学生部教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
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学務 会議 学内会議・委員会 自己点検・評価委員会(平成20年度） 学生部学生課企画係 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 学生部（旧）学生課倉庫 学生部教育支援課長 廃棄
学務 会議 学内会議・委員会 自己点検・評価委員会(平成21年度） 学生部学生課企画係 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 学生部教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄

学務 会議 学内会議・委員会 自己点検・評価委員会(平成22年度） 学生部学生課企画係 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 学生部教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
平成23年度は実績ない
為、更新なし。

学務 会議 学内会議・委員会 教育・学生支援に関する自己点検・評価委員会(平成21～22年度）学生部学生課企画係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 学生部教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 会議 学内会議・委員会 教育・学生支援に関する自己点検・評価委員会(平成24年度）学生部学生課企画係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 学生部教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 会議 学内会議・委員会 教育・学生支援に関する自己点検・評価委員会(平成25年度）学生部学生課企画係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 学生部教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 会議 学内会議・委員会 教育・学生支援に関する自己点検・評価委員会(平成26年度）学生部学生課企画係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 学生部教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 会議 学内会議・委員会 教育・学生支援に関する自己点検・評価委員会(平成27年度）学生部学生課企画係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 学生部教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 会議 学内会議・委員会 教育・学生支援に関する自己点検・評価委員会(平成28年度）学生部学生課企画係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 学生部教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄

学務 会議 学内会議・委員会 教育・学生支援に関する自己点検・評価委員会(平成29年度）学生部教育支援課教育企画係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 学生部教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄

学務 会議 学内会議・委員会 グローバル教育支援機構会議関係綴(平成29年度） 学生部教育支援課教育企画係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生部教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄

学務 会議 学内会議・委員会 グローバル教育支援機構企画調整会議（平成29年度） 学生部教育支援課教育企画係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生部教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄

庶務 会議 学外会議 スタッフミーティング（平成27年度） 学生部教務課教務第一係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生部教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 会議 学外会議 スタッフミーティング（平成28年度） 学生部教務課教務第一係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生部教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 会議 学外会議 スタッフミーティング（平成29年度） 学生部教育支援課教育企画係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生部教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 会議 学外会議 学外会議関係綴(平成28年度） 学生部学生課学生係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生部教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 会議 学外会議 学外会議関係綴(平成29年度） 学生部教育支援課教育企画係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生部教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 会議 学外会議 定例会議等開催通知関係(平成28年度） 学生部学生課学生係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生部教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 学生 懲戒・表彰 懲戒処分関係綴(平成16年度） 学生部学生課総務係 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 学生部（旧）学生課倉庫 学生部教育支援課長 廃棄
学務 学生 懲戒・表彰 懲戒処分関係綴(平成17年度） 学生部学生課学生係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 学生部（旧）学生課倉庫 学生部教育支援課長 廃棄
学務 学生 懲戒・表彰 懲戒処分関係綴(平成18年度） 学生部学生課学生係 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 学生部（旧）学生課倉庫 学生部教育支援課長 廃棄
学務 学生 懲戒・表彰 懲戒処分関係綴(平成19年度） 学生部学生課学生係 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 学生部（旧）学生課倉庫 学生部教育支援課長 廃棄
学務 学生 懲戒・表彰 懲戒処分関係綴(平成20年度） 学生部学生課学生係 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 学生部（旧）学生課倉庫 学生部教育支援課長 廃棄
学務 学生 懲戒・表彰 懲戒処分関係綴(平成21年度） 学生部学生課学生係 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 学生部（旧）学生課倉庫 学生部教育支援課長 廃棄
学務 学生 懲戒・表彰 懲戒処分関係綴(平成22年度） 学生部学生課学生係 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 学生部（旧）学生課倉庫 学生部教育支援課長 廃棄
学務 学生 懲戒・表彰 懲戒処分関係綴(平成23年度） 学生部学生課学生係 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 学生部教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 学生 懲戒・表彰 懲戒処分関係綴(平成24年度） 学生部学生課学生係 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 学生部教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 学生 懲戒・表彰 懲戒処分関係綴(平成25年度） 学生部学生課学生係 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 学生部教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 学生 懲戒・表彰 懲戒処分関係綴(平成26年度） 学生部学生課学生係 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 学生部教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 学生 懲戒・表彰 懲戒処分関係綴(平成27年度） 学生部学生課学生係 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 学生部教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 学生 懲戒・表彰 懲戒処分関係綴(平成28年度） 学生部学生課学生係 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 学生部教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 学生 懲戒・表彰 学生懲戒処分関係綴(平成29年度） 学生部教育支援課教育企画係 2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 学生部教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 学生 懲戒・表彰 学生表彰関係綴(平成27年度） 学生部学生課学生係 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 学生部教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 学生 懲戒・表彰 学生表彰関係綴(平成28年度） 学生部学生課学生係 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 学生部教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 学生 懲戒・表彰 学生表彰関係綴(平成29年度） 学生部教育支援課教育企画係 2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 学生部教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 文書 文書管理 学内文書No.１(平成29年度） 学生部教育支援課教育企画係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生部教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 文書 文書管理 学内文書No.２(平成29年度） 学生部教育支援課教育企画係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生部教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 調査 総括 調査・アンケ-ト等(平成28年度） 学生部学生課学生係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生部教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 調査 総括 調査・アンケ-ト等(平成29年度） 学生部教育支援課教育企画係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生部教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 文書 文書管理 施設運営部関係綴り(平成28～29年度） 学生部教育支援課教育企画係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生部教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 大学教育センタ-会議(平成23年度） 学生部教務課教務第一係長 2011年度 2012/4/1 10年 2020/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 大学教育センタ-会議(平成24年度） 学生部教務課教務第一係長 2012年度 2013/4/1 10年 2021/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 大学教育センタ-会議(平成25年度） 学生部教務課教務第一係長 2013年度 2014/4/1 10年 2022/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 大学教育センタ-会議(平成26年度） 学生部教務課教務第一係長 2014年度 2015/4/1 10年 2024/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 大学教育センタ-会議(平成27年度） 学生部教務課教務第一係長 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 会議 学外会議 学外会議関係綴(平成25年度） 学生部教務課教務第一係長 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 会議 学外会議 学外会議関係綴(平成26年度） 学生部教務課教務第一係長 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 会議 学外会議 学外会議関係綴(平成27～28年度） 学生部教務課教務第一係長 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 会議 学外会議 学外会議関係綴(平成29年度） 学生部教育支援課教育支援係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 調査 指定統計調査 毎月勤労統計関係綴(平成23～年度） 学生部教務課教務第一係長 2011年度 未完 5年 未完 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 勤務時間報告書綴(平成23年度） 学生部教務課教務第一係長 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 勤務時間報告書綴(平成25年度） 学生部教務課教務第一係長 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 勤務時間報告書綴(平成26年度） 学生部教務課教務第一係長 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 勤務時間報告書綴(平成26年度） 学生部教務課教務第一係長 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 勤務時間報告書綴(平成27年度） 学生部教務課教務第一係長 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 勤務時間報告書綴(平成28年度） 学生部教務課教務第一係長 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 勤務時間報告書綴(平成29年度） 学生部教育支援課教育支援係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 出勤簿(非常勤講師）(平成25年度） 学生部教務課教務第一係長 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 出勤簿(非常勤講師）(平成26年度） 学生部教務課教務第一係長 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 出勤簿(非常勤講師）(平成27年度） 学生部教務課教務第一係長 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 出勤簿(非常勤講師）(平成28年度） 学生部教務課教務第一係長 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 出勤簿(非常勤講師）(平成29年度） 学生部教育支援課教育支援係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 出勤簿(職員・非常勤職員）(平成25～26年度） 学生部教務課教務第一係長 2013年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 出勤簿(職員・非常勤職員）(平成27～年度） 学生部教務課教務第一係長 2015年度 未完 5年 未完 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄

庶務 任用 常勤職員
教官人事(採用・昇任・併任等）(平成13年度～平成28
年度）

学生部教務課専門職員(大学
教育企画担当）

2001年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄

庶務 任用 常勤職員 教官人事(採用・昇任・併任等）(平成29年度～） 学生部教育支援課教育支援係 2017年度 未完 5年 未完 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 任用 その他 非常勤講師採用計画書綴(平成25年度） 学生部教務課教務第一係長 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 任用 その他 非常勤講師採用計画書綴(平成26年度） 学生部教務課教務第一係長 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
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庶務 任用 その他 非常勤講師人事関係(平成27年度） 学生部教務課教務第一係長 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 任用 その他 非常勤講師人事関係(平成28年度） 学生部教務課教務第一係長 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 任用 その他 非常勤講師人事関係(平成29年度） 学生部教育支援課教育支援係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 任用 その他 非常勤職員採用計画書綴(平成25年度） 学生部教務課教務第一係長 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 任用 その他 非常勤職員採用計画書綴(平成26年度） 学生部教務課教務第一係長 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 任用 その他 非常勤職員採用計画書綴(平成27年度） 学生部教務課教務第一係長 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 任用 その他 非常勤職員人事関係(平成27～28年度） 学生部教務課教務第一係長 2015年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 任用 その他 非常勤職員人事関係(平成29年度） 学生部教育支援課教育支援係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 任用 その他 非常勤職員採用計画書綴(平成28年度） 学生部教務課教務第一係長 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 給与 俸給 給与・昇給・昇格・異動関係綴(平成25～26年度） 学生部教務課教務第一係長 2013年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 給与 俸給 給与・昇給・昇格・異動関係綴(平成27～28年度） 学生部教務課教務第一係長 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 給与 俸給 給与・昇給・昇格・異動関係綴(平成29年度～） 学生部教育支援課教育支援係 2017年度 未完 5年 未完 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 旅行 旅行命令 出張申請書綴(平成25年度） 学生部教務課教務第一係長 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 旅行 旅行命令 出張申請書綴(平成26年度） 学生部教務課教務第一係長 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 旅行 旅行命令 出張申請書綴(平成27年度） 学生部教務課教務第一係長 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 旅行 旅行命令 出張申請書綴(平成28年度） 学生部教務課教務第一係長 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 旅行 旅行命令 出張申請書綴(平成29年度） 学生部教育支援課教育支援係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
会計 文書 文書管理 会計関係綴(平成24～25年度） 学生部教務課教務第一係長 2012年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
会計 文書 文書管理 会計関係綴(平成26～27年度） 学生部教務課教務第一係長 2014年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
会計 文書 文書管理 会計関係綴(平成28～29年度） 学生部教務課教務第一係長 2016年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
会計 予算 各種経費要求関係 予算関係綴(平成20年度） 学生部教務課教務第一係長 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
会計 予算 各種経費要求関係 予算関係綴(平成21年度） 学生部教務課教務第一係長 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
会計 予算 各種経費要求関係 予算関係綴(平成22年度） 学生部教務課教務第一係長 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
会計 予算 各種経費要求関係 予算関係綴(平成23年度） 学生部教務課教務第一係長 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
会計 予算 各種経費要求関係 予算関係綴(平成24年度） 学生部教務課教務第一係長 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
会計 予算 各種経費要求関係 予算関係綴(平成25年度） 学生部教務課教務第一係長 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
会計 予算 各種経費要求関係 予算関係綴(平成26年度） 学生部教務課教務第一係長 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
会計 予算 各種経費要求関係 予算関係綴(平成27年度） 学生部教務課教務第一係長 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
会計 予算 各種経費要求関係 予算関係綴(平成28～29年度） 学生部教務課教務第一係長 2016年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
会計 予算 各種経費要求関係 修繕依頼書綴り(平成25年度） 学生部教務課教務第一係長 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
会計 予算 各種経費要求関係 修繕依頼書綴り(平成26年度） 学生部教務課教務第一係長 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
会計 予算 各種経費要求関係 修繕依頼書綴り(平成27年度） 学生部教務課教務第一係長 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
会計 予算 各種経費要求関係 修繕依頼書綴り(平成28年度） 学生部教務課教務第一係長 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
会計 予算 各種経費要求関係 修繕依頼書綴り(平成29年度） 学生部教育支援課教育支援係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
会計 予算 各種経費要求関係 工事執行依頼書綴り(平成25年度） 学生部教務課教務第一係長 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
会計 予算 各種経費要求関係 工事執行依頼書綴り(平成26年度） 学生部教務課教務第一係長 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
会計 予算 各種経費要求関係 工事執行依頼書綴り(平成27年度） 学生部教務課教務第一係長 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
会計 予算 各種経費要求関係 工事執行依頼書綴り(平成28年度） 学生部教務課教務第一係長 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
会計 予算 各種経費要求関係 工事執行依頼書綴り(平成29年度） 学生部教育支援課教育支援係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
会計 管財 国有財産 共通教育棟使用願綴(平成25年度） 学生部教務課教務第一係長 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
会計 管財 国有財産 共通教育棟使用願綴(平成26年度） 学生部教務課教務第一係長 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
会計 管財 国有財産 共通教育棟使用願綴(平成27年度） 学生部教務課教務第一係長 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
会計 管財 国有財産 共通教育棟使用願綴(平成28年度） 学生部教務課教務第一係長 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
会計 管財 国有財産 共通教育棟使用願綴(平成29年度） 学生部教育支援課教育支援係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
会計 管財 国有財産 建物貸与許可申請綴(平成25年度） 学生部教務課教務第一係長 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
会計 管財 国有財産 建物貸与許可申請綴(平成26年度） 学生部教務課教務第一係長 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
会計 管財 国有財産 建物貸与許可申請綴(平成27年度） 学生部教務課教務第一係長 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
会計 管財 国有財産 建物貸与許可申請綴(平成28年度） 学生部教務課教務第一係長 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
会計 管財 国有財産 建物貸与許可申請綴(平成29年度） 学生部教育支援課教育支援係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
会計 物品 物品管理 購入依頼書綴(平成25年度） 学生部教務課教務第一係長 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 廃棄
会計 物品 物品管理 購入依頼書綴(平成26年度） 学生部教務課教務第一係長 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 廃棄
会計 物品 物品管理 購入依頼書綴(平成27年度） 学生部教務課教務第一係長 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 廃棄
会計 物品 物品管理 購入依頼書綴(平成28年度） 学生部教務課教務第一係長 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
会計 物品 物品管理 購入依頼書綴(平成29年度） 学生部教育支援課教育支援係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 会議 学内会議・委員会 全学教育委員会綴(平成20年度） 学生部教務課教務第一係長 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 会議 学内会議・委員会 全学教育委員会綴(平成21年度） 学生部教務課教務第一係長 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 会議 学内会議・委員会 全学教育委員会綴(平成22年度） 学生部教務課教務第一係長 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 会議 学内会議・委員会 全学教育委員会綴(平成23年度） 学生部教務課教務第一係長 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 会議 学内会議・委員会 全学教育委員会綴(平成24年度） 学生部教務課教務第一係長 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 会議 学内会議・委員会 全学教育委員会綴(平成25年度） 学生部教務課教務第一係長 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 会議 学内会議・委員会 全学教育委員会綴(平成26年度） 学生部教務課教務第一係長 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 会議 学内会議・委員会 全学教育委員会綴(平成27年度） 学生部教務課教務第一係長 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄

学務 会議 学内会議・委員会
全学教育委員会・グローバル教育支援機構会議関係
綴(平成28年度）

学生部教務課教務第一係長 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄

庶務 文書 その他 大学英語学習支援業務関係綴り（平成24～26年度） 学生部教務課教務第一係長 2012年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 文書 その他 大学英語学習支援業務関係綴り（平成27～年度） 学生部教務課教務第一係長 2015年度 未完 5年 未完 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 文書 その他 業務報告書（清掃関係）（平成24～25年度） 学生部教務課教務第一係長 2012年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 文書 その他 業務報告書（清掃関係）（平成26～27年度） 学生部教務課教務第一係長 2014年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 文書 その他 業務報告書（清掃関係）（平成28～年度） 学生部教務課教務第一係長 2016年度 未完 5年 未完 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
会計 文書 その他 立替払請求書綴り（平成25年度） 学生部教務課教務第一係長 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
会計 文書 その他 立替払請求書綴り（平成26年度） 学生部教務課教務第一係長 2013年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
会計 文書 その他 立替払請求書綴り（平成27年度） 学生部教務課教務第一係長 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
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会計 文書 その他 立替払請求書綴り（平成28年度） 学生部教務課教務第一係長 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
会計 文書 その他 立替払請求書綴り（平成29年度） 学生部教育支援課教育支援係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 文書 その他 入構許可証関係綴り（平成24年度～） 学生部教務課教務第一係長 2012年度 未完 5年 未完 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 文書 その他 サポートルーム関係綴り（平成24～26年度） 学生部教務課教務第一係長 2012年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 文書 その他 サポートルーム関係綴り（平成27～年度） 学生部教務課教務第一係長 2015年度 未完 5年 未完 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 文書 文書管理 通知文書綴り（平成25年度） 学生部教務課教務第一係長 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 文書 文書管理 通知文書綴り（平成26年度） 学生部教務課教務第一係長 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 文書 文書管理 通知文書綴り（平成27年度） 学生部教務課教務第一係長 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 文書 文書管理 通知文書綴り（平成28年度） 学生部教務課教務第一係長 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 文書 文書管理 依頼・照会文書綴り（平成25年度） 学生部教務課教務第一係長 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 文書 文書管理 依頼・照会文書綴り（平成26年度） 学生部教務課教務第一係長 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 文書 文書管理 依頼・照会文書綴り（平成27年度） 学生部教務課教務第一係長 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 文書 文書管理 依頼・照会文書綴り（平成28年度） 学生部教務課教務第一係長 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
会計 文書 その他 臨時雇用綴り（平成25年度） 学生部教務課教務第一係長 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
会計 文書 その他 臨時雇用綴り（平成26年度） 学生部教務課教務第一係長 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
会計 文書 その他 臨時雇用綴り（平成27年度） 学生部教務課教務第一係長 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
会計 文書 その他 臨時雇用綴り（平成28年度） 学生部教務課教務第一係長 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
会計 文書 その他 臨時雇用綴り（平成29年度） 学生部教育支援課教育支援係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 学内会議関係綴り（平成24年度～） 学生部教務課教務第一係長 2012年度 未完 5年 未完 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
会計 文書 その他 講演会等実施並びに支出伺綴り（平成25年度） 学生部教務課教務第一係長 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
会計 文書 その他 講演会等実施並びに支出伺綴り（平成26年度） 学生部教務課教務第一係長 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
会計 文書 その他 講演会等実施並びに支出伺綴り（平成27年度） 学生部教務課教務第一係長 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
会計 文書 その他 講演会等実施並びに支出伺綴り（平成28年度） 学生部教務課教務第一係長 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
会計 文書 その他 講演会等実施並びに支出伺綴り（平成29年度） 学生部教育支援課教育支援係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 文書 文書管理 職員研修関係（平成24～25年度） 学生部教務課教務第一係長 2012年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 文書 文書管理 職員研修関係（平成26～年度） 学生部教務課教務第一係長 2014年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 文書 文書管理 規則関係綴り（平成24～25年度） 学生部教務課教務第一係長 2012年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 文書 文書管理 規則関係綴り（平成26～27年度） 学生部教務課教務第一係長 2014年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 文書 文書管理 規則関係綴り（平成27～28年度） 学生部教務課教務第一係長 2016年度 未完 5年 未完 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 文書 文書管理 福利厚生（共済）関係綴り（平成24～26年度） 学生部教務課教務第一係長 2012年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 文書 文書管理 福利厚生（共済）関係綴り（平成27～28年度） 学生部教務課教務第一係長 2015年度 未完 5年 未完 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
会計 文書 その他 出張申請等綴り（平成25年度） 学生部教務課教務第一係長 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
会計 文書 その他 出張申請等綴り（平成26年度） 学生部教務課教務第一係長 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
会計 文書 その他 出張申請等綴り（平成27年度） 学生部教務課教務第一係長 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
会計 文書 その他 出張申請等綴り（平成28年度） 学生部教務課教務第一係長 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
会計 文書 その他 出張申請等綴り（平成29年度） 学生部教育支援課教育支援係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 給与 その他 出納員別合計表関係綴り（平成25年度） 学生部教務課教務第一係長 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 給与 その他 出納員別合計表関係綴り（平成26年度～） 学生部教務課教務第一係長 2014年度 未完 5年 未完 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 総括 総括 プロフェッサー・オブ・ザ・イヤー（～平成25年度） 学生部教務課教務第一係長 － 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 総括 総括 プロフェッサー・オブ・ザ・イヤー（平成26～27年度） 学生部教務課教務第一係長 2014年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 総括 総括 プロフェッサー・オブ・ザ・イヤー（平成28年度） 学生部教務課教務第一係長 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 総括 総括 プロフェッサー・オブ・ザ・イヤー（平成29年度） 学生部教育支援課教育支援係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
会計 予算 各種経費要求関係 大学教育改善等経費関係綴り（～平成25年度） 学生部教務課教務第一係長 － 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
会計 予算 各種経費要求関係 大学教育改善等経費関係綴り（平成26年度） 学生部教務課教務第一係長 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
会計 予算 各種経費要求関係 大学教育改善等経費関係綴り（平成27～28年度） 学生部教務課教務第一係長 2015年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
会計 予算 各種経費要求関係 大学教育改善等経費関係綴り（平成29年度） 学生部教育支援課教育支援係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 総括 総括 Q-Links関係綴り（平成24～26年度） 学生部教務課教務第一係長 2012年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 総括 総括 Q-Links関係綴り（平成27～年度） 学生部教務課教務第一係長 2015年度 未完 5年 未完 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 文書 その他 駐車場規制関係綴り（平成25年度～） 学生部教務課教務第一係長 2013年度 未完 5年 未完 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄

庶務 任用 その他
センター長・副センター長上申関係綴り（大セ・外セ）（平
成24年度～）

学生部教務課教務第一係長 2012年度 未完 5年 未完 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄

庶務 文書 その他 科研費等文書綴り（平成24～26年度） 学生部教務課教務第一係長 2012年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 文書 その他 科研費等文書綴り（平成27～28年度） 学生部教務課教務第一係長 2015年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 文書 その他 科研費等文書綴り（平成29年度） 学生部教育支援課教育支援係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 文書 その他 ジュニアドクター育成塾（平成29年度） 学生部教育支援課教育支援係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 物品 物品管理 ジュニアドクター育成塾・購入依頼等（平成29年度） 学生部教育支援課教育支援係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 任用 その他 TA（ティーチングアシスタント）関係綴り（平成24～28年 学生部教務課教務第一係長 2012年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 任用 その他 TA（ティーチングアシスタント）関係綴り（平成29年度 学生部教育支援課教育支援係 2017年度 未完 5年 未完 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 任用 その他 出講届綴り（非常勤講師）（平成25年度） 学生部教務課教務第一係長 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 任用 その他 出講届綴り（非常勤講師）（平成26年度） 学生部教務課教務第一係長 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 任用 その他 出講届綴り（非常勤講師）（平成27年度） 学生部教務課教務第一係長 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 任用 その他 出講届綴り（非常勤講師）（平成27～28年度） 学生部教務課教務第一係長 2015年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 任用 その他 出講届綴り（非常勤講師）（平成29年度） 学生部教育支援課教育支援係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 文書 その他 情報関連書類綴り（平成24～25年度） 学生部教務課教務第一係長 2012年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 文書 その他 情報関連書類綴り（平成26～28年度） 学生部教務課教務第一係長 2014年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 文書 その他 情報関連書類綴り（平成29～） 学生部教育支援課教育支援係 2017年度 未完 5年 未完 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄

庶務 文書 その他
他部局印刷物関係（概要・案内・入学手続案内）（平成
24～26年度）

学生部教務課教務第一係長 2012年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄

庶務 文書 その他
他部局印刷物関係（概要・案内・入学手続案内）（平成
27～年度）

学生部教務課教務第一係長 2015年度 未完 5年 未完 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄

庶務 文書 その他
大学教育センターニュース関係綴り（平成24年度～平
成26年度）

学生部教務課教務第一係長 2012年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄



大分類 中分類 小分類 法人文書ファイル名 作成・取得者
作成（取得）
時期

保存期間の
起算日

保存期間
保存期間満了
日

媒体の
種別

保存場所 文書管理者
保存期間
満了時の
措置

備考

庶務 文書 その他 グローバル支援機構ニュース関係綴り（平成27～年度） 学生部教務課教務第一係長 2015年度 未完 5年 未完 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 課外教育 研修会 1・3年次合宿研修(平成20年度～平成26年度） 学生部学生課学生係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 学生部教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 課外教育 研修会 1・3年次合宿研修(平成27年度） 学生部学生課学生係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 学生部教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 課外教育 研修会 1・3年次合宿研修(平成28年度） 学生部学生課学生係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 学生部教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 課外教育 研修会 1・3年次合宿研修(平成29年度） 学生部教育支援課教育支援係長2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 学生部教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
会計 物品 物品管理 1・3年次合宿研修購入依頼綴(平成25年度） 学生部学生課学生係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 学生部教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
会計 物品 物品管理 1・3年次合宿研修購入依頼綴(平成26年度） 学生部学生課学生係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生部教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
会計 物品 物品管理 1・3年次合宿研修購入依頼綴(平成27年度） 学生部学生課学生係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生部教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
会計 物品 物品管理 1・3年次合宿研修購入依頼綴(平成28年度） 学生部学生課学生係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生部教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 総括 行事 新入生オリエンテ-ション関係綴(平成20年度） 学生部学生課学生係 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 学生部教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 総括 行事 新入生オリエンテ-ション関係綴(平成21年度） 学生部学生課学生係 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 学生部教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 総括 行事 新入生オリエンテ-ション関係綴(平成22年度） 学生部学生課学生係 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 学生部教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 総括 行事 新入生オリエンテ-ション関係綴(平成23年度） 学生部学生課学生係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 学生部教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 総括 行事 新入生オリエンテ-ション関係綴(平成24年度） 学生部学生課学生係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 学生部教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 総括 行事 新入生オリエンテ-ション関係綴(平成25年度） 学生部学生課学生係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 学生部教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 総括 行事 卒業式・入学式・新入生オリエンテーション関係綴(平成26年度）学生部学生課学生係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 学生部教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 総括 行事 卒業式・入学式・新入生オリエンテーション関係綴(平成27年度）学生部学生課学生係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 学生部教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 総括 行事 卒業式・入学式・新入生オリエンテーション関係綴(平成28年度）学生部学生課学生係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 学生部教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 総括 行事 オリエンテーション関係(平成29年度） 学生部教育支援課教育支援係長2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 学生部教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 学生 学生生活指導 学科別・年次別懇談会関係綴(平成20年度） 学生部学生課厚生・寮務係 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 学生部（旧）学生課倉庫 学生部教育支援課長 廃棄
学務 学生 学生生活指導 学科別・年次別懇談会関係綴(平成21年度） 学生部学生課厚生・寮務係 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 学生部（旧）学生課倉庫 学生部教育支援課長 廃棄
学務 学生 学生生活指導 学科別・年次別懇談会関係綴(平成22年度） 学生部学生課厚生・寮務係 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 学生部（旧）学生課倉庫 学生部教育支援課長 廃棄
学務 学生 学生生活指導 学科別・年次別懇談会関係綴(平成23年度） 学生部学生課企画係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 学生部（旧）学生課倉庫 学生部教育支援課長 廃棄
学務 学生 学生生活指導 学科別・年次別懇談会(平成24年度） 学生部学生課企画係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 学生部教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 学生 学生生活指導 学科別・年次別懇談会(平成25年度） 学生部学生課企画係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 学生部教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 学生 学生生活指導 学科別・年次別懇談会(平成26年度） 学生部学生課企画係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 学生部教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 学生 学生生活指導 学科別・年次別懇談会(平成27年度） 学生部学生課企画係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 学生部教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 学生 学生生活指導 学科別・年次別懇談会(平成28年度） 学生部学生課企画係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 学生部教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 学生 学生生活指導 学科別・年次別懇談会(平成29年度） 学生部教育支援課教育支援係長2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 学生部教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 会議 学内会議・委員会 教務事務電算化委員会関係綴(平成23年度～） 学生部教務課教務第二係長 2011年度 未完 10年 未完 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄

学務 会議 学内会議・委員会
教務事務電算化委員会・教務情報専門委員会関係綴
(平成16年度～平成22年度）

学生部教務課教務第二係長 2004年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄

学務 会議 学内会議・委員会
大学教育改善等委員会関係綴(平成18年度～平成25
年度）

学生部教務課教務第二係長 2006年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄

学務 会議 学内会議・委員会 教務情報システム関係(平成20年度～） 学生部教務課教務第二係長 2008年度 未完 5年 未完 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄

学務 会議 学内会議・委員会
教員養成運営協議会・教員養成運営委員会関係綴（平
成24年度）

学生部教務課教務第二係長 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄

学務 会議 学内会議・委員会
教員養成運営協議会・教員養成運営委員会関係綴（平
成25～年度）

学生部教務課教務第二係長 2013年度 未完 10年 未完 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄

学務 会議 学内会議・委員会 教職課程企画調整ＷＧ関係綴（平成24年度） 学生部教務課教務第二係長 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄

学務 教務(1） 教職履修カルテシステム
教職履修カルテシステムユーザＩＤ登録申請書（平成25
年度）

学生部教務課教務第二係長 2013年度 2014/4/1 10年 2023/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄

学務 教務(1） 教職履修カルテシステム
教職履修カルテパスワード再発行申請書等綴（平成25
年度）

学生部教務課教務第二係長 2013年度 2014/4/1 10年 2023/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄

学務 調査 総括 教務関係調査・アンケ-ト等(平成25年度） 学生部教務課教務第二係長 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄

学務 調査 総括 教務関係調査・アンケ-ト等(平成26年度） 学生部教務課教務第二係長 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄

学務 調査 総括 教務関係調査・アンケ-ト等(平成27年度） 学生部教務課教務第二係長 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄

学務 調査 総括 教務関係調査・アンケ-ト等(平成28年度） 学生部教育支援課教務係長 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄

学務 調査 総括 教務関係調査・アンケ-ト等(平成29年度） 学生部教育支援課教務係長 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄

学務 教務(1） 総括 教務関係基礎資料(平成18年度） 学生部教務課教務第二係長 2006年度 2007/4/1 13年 2020/3/31 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 廃棄
当初の保存期間満了日：
2017年3月31日
延長期間：3年

学務 教務(1） 総括 教務関係基礎資料(平成20年度） 学生部教務課教務第二係長 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 廃棄

学務 教務(1） 総括 教務関係基礎資料(平成21年度） 学生部教務課教務第二係長 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 廃棄

学務 教務(1） 総括 教務関係基礎資料(平成22年度） 学生部教務課教務第二係長 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 廃棄

学務 教務(1） 総括 教務関係基礎資料(平成23年度） 学生部教務課教務第二係長 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄

学務 教務(1） 総括 教務関係基礎資料(平成24年度） 学生部教務課教務第二係長 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄

学務 教務(1） 総括 教務関係基礎資料(平成25年度） 学生部教務課教務第二係長 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄

学務 教務(1） 総括 教務関係基礎資料(平成26年度） 学生部教務課教務第二係長 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄

学務 教務(1） 総括 教務関係基礎資料(平成27年度） 学生部教務課教務第二係長 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄

学務 教務(1） 総括 教務関係基礎資料(平成28年度） 学生部教育支援課教務係長 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄

学務 教務(1） 総括 教務関係基礎資料(平成29年度） 学生部教育支援課教務係長 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄

学務 教務(1） 総括 在籍調(平成23年度） 学生部教務課教務第二係長 2011年度 2012/4/1 8年 2020/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄

当初の保存期間満了日：
2017年3月31日
延長期間：3年
延長の理由：教務用務に
必要とするため

学務 教務(1） 総括 在籍調(平成25年度） 学生部教務課教務第二係長 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
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学務 教務(1） 総括 在籍調(平成26年度） 学生部教務課教務第二係長 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄

学務 教務(1） 総括 在籍調(平成27年度） 学生部教務課教務第二係長 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄

学務 教務(1） 総括 在籍調(平成28年度） 学生部教育支援課教務係長 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄

学務 教務(1） 総括 在籍調(平成29年度） 学生部教育支援課教務係長 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄

学務 教務(1） 教育課程 高大連携関係(平成25年度） 学生部教務課教務第二係長 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄

学務 教務(1） 教育課程 高大連携関係(平成26年度） 学生部教務課教務第二係長 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄

学務 教務(1） 教育課程 高大連携関係(平成27年度） 学生部教務課教務第二係長 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄

学務 教務(1） 教育課程 高大連携関係(平成28年度） 学生部教育支援課教務係長 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄

学務 教務(1） 教育課程 高大連携関係(平成29年度） 学生部教育支援課教務係長 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 教務(1） 単位互換 放送大学との単位互換(平成20年度～平成21年度） 学生部教務課教務第二係長 2008年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 教務(1） 単位互換 放送大学との単位互換(平成22年度） 学生部教務課教務第二係長 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 教務(1） 単位互換 放送大学との単位互換(平成23年度） 学生部教務課教務第二係長 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 教務(1） 単位互換 放送大学との単位互換(平成24年度～平成25年度） 学生部教務課教務第二係長 2012年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 教務(1） 単位互換 放送大学との単位互換(平成26年度～平成27年度） 学生部教務課教務第二係長 2014年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 教務(1） 単位互換 放送大学との単位互換(平成28年度～） 学生部教育支援課教務係長 2016年度 未完 10年 未完 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄

学務 教務(1） 単位互換
放送大学教育協力型単位互換(平成20年度～平成21
年度）

学生部教務課教務第二係長 2008年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 廃棄

学務 教務(1） 単位互換 放送大学教育協力型単位互換(平成22年度） 学生部教務課教務第二係長 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 教務(1） 単位互換 放送大学教育協力型単位互換(平成23年度） 学生部教務課教務第二係長 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 教務(1） 単位互換 放送大学教育協力型単位互換(平成24年度） 学生部教務課教務第二係長 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 教務(1） 単位互換 放送大学教育協力型単位互換(平成25年度） 学生部教務課教務第二係長 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 教務(1） 単位互換 放送大学教育協力型単位互換(平成26年度） 学生部教務課教務第二係長 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 教務(1） 単位互換 放送大学教育協力型単位互換(平成27年度） 学生部教務課教務第二係長 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 教務(1） 単位互換 放送大学教育協力型単位互換(平成28年度） 学生部教育支援課教務係長 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄

学務 教務(1） 単位互換 放送大学教育協力型単位互換(平成29年度） 学生部教育支援課教務係長 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄

学務 教務(1） 単位互換
東京農工大学単位互換協定関係(平成18年度～平成
20年度）

学生部教務課教務第二係長 2006年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 廃棄

学務 教務(1） 単位互換
東京農工大学単位互換協定関係(平成21年度～平成
24年度）

学生部教務課教務第二係長 2009年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄

学務 教務(1） 単位互換
東京農工大学単位互換協定関係(平成25年度～平成
27年度）

学生部教務課教務第二係長 2013年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄

学務 教務(1） 単位互換 東京農工大学単位互換協定関係(平成28年度） 学生部教育支援課教務係長 2016年度 未完 10年 未完 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄

学務 教務(1） 単位互換 東京農工大学単位互換協定関係(平成29年度） 学生部教育支援課教務係長 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄

学務 教務(1） 学生便覧(学年暦） 学生便覧(平成22年度） 学生部教務課教務第二係長 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 教務(1） 学生便覧(学年暦） 学生便覧(平成23年度） 学生部教務課教務第二係長 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 教務(1） 学生便覧(学年暦） 学生便覧(平成24年度） 学生部教務課教務第二係長 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 教務(1） 学生便覧(学年暦） 学生便覧(平成25年度） 学生部教務課教務第二係長 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 教務(1） 学生便覧(学年暦） 学生便覧(平成26年度） 学生部教務課教務第二係長 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 教務(1） 学生便覧(学年暦） 学生便覧(平成27年度） 学生部教務課教務第二係長 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 教務(1） 学生便覧(学年暦） 学生便覧(平成28年度） 学生部教務課教務第二係長 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 教務(1） 学生便覧(学年暦） 学生便覧(平成29年度） 学生部教育支援課教務係長 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 教務(1） 卒業 卒業関係(平成18年度） 学生部教務課教務第二係長 2006年度 2007/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限
学務 教務(1） 卒業 卒業関係(平成19年度） 学生部教務課教務第二係長 2007年度 2008/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限
学務 教務(1） 卒業 卒業関係(平成20年度） 学生部教務課教務第二係長 2008年度 2009/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限
学務 教務(1） 卒業 卒業関係(平成21年度） 学生部教務課教務第二係長 2009年度 2010/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限
学務 教務(1） 卒業 卒業関係(平成22年度） 学生部教務課教務第二係長 2010年度 2011/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限
学務 教務(1） 卒業 卒業関係(平成23年度） 学生部教務課教務第二係長 2011年度 2012/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 無期限
学務 教務(1） 卒業 卒業関係(平成24年度） 学生部教務課教務第二係長 2012年度 2013/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 無期限
学務 教務(1） 卒業 卒業関係(平成25年度） 学生部教務課教務第二係長 2013年度 2014/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 無期限
学務 教務(1） 卒業 卒業関係(平成26年度） 学生部教務課教務第二係長 2014年度 2015/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 無期限
学務 教務(1） 卒業 卒業関係(平成27年度） 学生部教務課教務第二係長 2015年度 2016/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 無期限
学務 教務(1） 卒業 卒業関係(平成28年度） 学生部教育支援課教務係長 2016年度 2017/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 無期限
学務 教務(1） 卒業 卒業関係(平成29年度） 学生部教育支援課教務係長 2017年度 2018/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 無期限
学務 教務(1） 除籍・休学・退学・復学 除籍(平成8年度～平成12年度） 学生部教務課教務第二係長 1996年度 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 廃棄
学務 教務(1） 除籍・休学・退学・復学 除籍(平成13年度～平成15年度） 学生部教務課教務第二係長 2001年度 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 廃棄
学務 教務(1） 除籍・休学・退学・復学 除籍(平成16年度～平成17年度） 学生部教務課教務第二係長 2004年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 廃棄
学務 教務(1） 除籍・休学・退学・復学 除籍(平成18年度～平成19年度） 学生部教務課教務第二係長 2006年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 廃棄
学務 教務(1） 除籍・休学・退学・復学 除籍(平成20年度～平成23年度） 学生部教務課教務第二係長 2008年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 教務(1） 除籍・休学・退学・復学 除籍(平成24年度～平成25年度） 学生部教務課教務第二係長 2012年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 教務(1） 除籍・休学・退学・復学 除籍(平成26年度～） 学生部教務課教務第二係長 2014年度 未完 30年 未完 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 教務(1） 除籍・休学・退学・復学 除籍(平成28年度～） 学生部教育支援課教務係長 2016年度 未完 30年 未完 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 教務(2） 授業評価 授業評価関係綴(平成7年度～平成21年度） 学生部教務課教務第二係長 1995年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 廃棄
学務 教務(2） 授業評価 授業評価関係綴(平成22年度～） 学生部教務課教務第二係長 2010年度 未完 10年 未完 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 教務(2） 教務事務電算 電算関係(平成25年度） 学生部教務課教務第二係長 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 廃棄
学務 教務(2） 教務事務電算 電算関係(平成26年度） 学生部教務課教務第二係長 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 廃棄
学務 教務(2） 教務事務電算 電算関係(平成27年度） 学生部教務課教務第二係長 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 廃棄
学務 教務(2） 教務事務電算 電算関係(平成28年度） 学生部教育支援課教務係長 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 廃棄
学務 教務(2） 教務事務電算 電算関係(平成29年度） 学生部教育支援課教務係長 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 廃棄
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学務 教務(2） 学校図書館司書教諭講習 学校図書館司書教諭講習(平成19年度～平成24年度） 学生部教務課教務第二係長 2007年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 教務(2） 学校図書館司書教諭講習 学校図書館司書教諭講習(平成25年度～） 学生部教務課教務第二係長 2013年度 未完 10年 未完 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 教務(2） 副専攻 副専攻関係(平成19年度～平成23年度） 学生部教務課教務第二係長 2007年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 教務(2） 副専攻 副専攻関係(平成24年度～平成２８年度） 学生部教務課教務第二係長 2012年度 未完 10年 未完 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 教務(2） 副専攻 副専攻関係(平成29年度～） 学生部教務課教務第二係長 2017年度 未完 10年 未完 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 教務(2） 副専攻 副専攻認定申請(平成19年度～） 学生部教務課教務第二係長 2007年度 未完 10年 未完 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 法規 規則 学則・規程等改正(平成11年度～平成17年度） 学生部教務課教務第二係長 1999年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 法規 規則 学則・規程等改正(平成18年度～平成21年度） 学生部教務課教務第二係長 2006年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 法規 規則 学則・規程等改正(平成22年度～平成25年度） 学生部教務課教務第二係長 2009年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 法規 規則 学則・規程等改正(平成27年度～） 学生部教務課教務第二係長 2015年度 未完 30年 未完 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 学位 学位記 学位簿1(昭和53年度～） 学生部教務課共通教育係 1978年度 未完 無期限 無期限 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 無期限
庶務 学位 学位記 学位簿2(修士）(昭和62年度～） 学生部教務課共通教育係 1987年度 未完 無期限 無期限 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 無期限
庶務 学位 学位記 学位簿3(博士）(平成3年度～） 学生部教務課共通教育係 1991年度 未完 無期限 無期限 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 無期限
庶務 学位 学位記 学位簿4(修士）2(平成23年度～） 学生部教務課教務第三係長 2011年度 未完 無期限 無期限 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 無期限
庶務 学位 学位記 学位授与関係綴・修士(平成16年度） 学生部教務課共通教育係 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 学位 学位記 学位授与関係綴・修士(平成17年度） 学生部教務課共通教育係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 学位 学位記 学位授与関係綴・修士(平成18年度） 学生部教務課共通教育係 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 学位 学位記 学位授与関係綴・修士(平成19年度） 学生部教務課共通教育係 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 学位 学位記 学位授与関係綴・修士(平成20年度） 学生部教務課大学院係長 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 学位 学位記 学位授与関係綴・修士(平成21年度） 学生部教務課大学院係長 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 学位 学位記 学位授与関係綴・修士(平成22年度） 学生部教務課大学院係長 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 学位 学位記 学位授与関係綴・修士(平成23年度） 学生部教務課大学院係長 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 学位 学位記 学位授与関係綴・修士(平成24年度） 学生部教務課教務第三係長 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 学位 学位記 学位授与関係綴・修士(平成25年度） 学生部教務課教務第三係長 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 学位 学位記 学位授与関係綴・修士(平成26年度） 学生部教務課教務第三係長 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 学位 学位記 学位授与関係綴・博士(平成16年度） 学生部教務課共通教育係 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 学位 学位記 学位授与関係綴・博士(平成17年度） 学生部教務課共通教育係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 学位 学位記 学位授与関係綴・博士(平成18年度） 学生部教務課共通教育係 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 学位 学位記 学位授与関係綴・博士(平成19年度） 学生部教務課共通教育係 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 学位 学位記 学位授与関係綴・博士(平成20年度） 学生部教務課大学院係長 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 学位 学位記 学位授与関係綴・博士(平成21年度） 学生部教務課大学院係長 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 学位 学位記 学位授与関係綴・博士(平成22年度） 学生部教務課大学院係長 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 学位 学位記 学位授与関係綴・博士(平成23年度） 学生部教務課大学院係長 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 学位 学位記 学位授与関係綴・博士(平成24年度） 学生部教務課教務第三係長 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 学位 学位記 学位授与関係綴・博士(平成25年度） 学生部教務課教務第三係長 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 学位 学位記 学位授与関係綴・博士(平成26年度） 学生部教務課教務第三係長 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 学位 学位記 学位授与関係綴・博士(平成27年度） 学生部教務課教務第三係長 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 学位 学位記 学位授与関係綴・博士(平成28年度） 学生部教務課教務第三係長 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄

庶務 学位 学位記 学位授与関係綴・博士(平成29年度）
学生部教育支援課共通教育・
大学院係

2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄

庶務 学位 学位記 英文学位記交付関係(平15～17） 学生部教務課共通教育係 2003年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 学位 学位記 英文学位記交付関係(平18～19） 学生部教務課共通教育係 2006年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 学位 学位記 英文学位記交付関係(平成21年度） 学生部教務課大学院係長 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 学位 学位記 英文学位記交付関係(平成22年度～24年度） 学生部教務課大学院係長 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 学位 学位記 英文学位記交付関係(平成25年度～） 学生部教務課教務第三係長 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 学位 学位記 学位授与関係・報告・文科省ほか(平20～22） 学生部教務課大学院係長 2008年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 学位 学位記 学位授与関係・報告・文科省ほか(平23～25） 学生部教務課大学院係長 2011年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
庶務 学位 学位記 学位授与状況報告(平17～20） 学生部教務課共通教育係 2005年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄 大学院活動状況調査含む
庶務 学位 学位記 学位授与状況調査報告(平成21年度） 学生部教務課大学院係長 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄 大学院活動状況調査含む
庶務 学位 学位記 学位授与状況調査報告(平成22年度） 学生部教務課大学院係長 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄 大学院活動状況調査含む
庶務 学位 学位記 学位授与状況調査報告(平成23年度～） 学生部教務課大学院係長 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄 大学院活動状況調査含む
庶務 学位 学位記 学位授与状況調査報告(平成26年度～） 学生部教務課大学院係長 2014年度 未完 10年 未完 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄 大学院活動状況調査含む
学務 会議 学内会議・委員会 大学院委員会関係綴(平成25年度） 学生部教務課教務第三係長 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 会議 学内会議・委員会 大学院委員会関係綴(平成26年度） 学生部教務課教務第三係長 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 会議 学内会議・委員会 大学院委員会関係綴(平成27年度） 学生部教務課教務第三係長 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 会議 学内会議・委員会 大学院委員会関係綴(平成28年度） 学生部教務課教務第三係長 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄

学務 会議 学内会議・委員会 大学院委員会関係綴(平成29年度）
学生部教育支援課共通教育・
大学院係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄

学務 会議 学内会議・委員会 各科目企画委員会綴(平成25年度） 学生部教務課教務第三係長 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 会議 学内会議・委員会 各科目企画委員会綴(平成26年度） 学生部教務課教務第三係長 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 会議 学内会議・委員会 各科目企画委員会綴(平成27年度） 学生部教務課教務第三係長 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 会議 学内会議・委員会 各科目企画委員会綴(平成28年度） 学生部教務課教務第三係長 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄

学務 会議 学内会議・委員会 各科目企画委員会綴(平成29年度）
学生部教育支援課共通教育・
大学院係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄

学務 教務(2） 授業評価 共通教育等科目授業評価アンケ-ト(平成25年度） 学生部教務課教務第三係長 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 教務(2） 授業評価 共通教育等科目授業評価アンケ-ト(平成26年度） 学生部教務課教務第三係長 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 教務(2） 授業評価 共通教育等科目授業評価アンケ-ト(平成27年度） 学生部教務課教務第三係長 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 教務(2） 授業評価 共通教育等科目授業評価アンケ-ト(平成28年度） 学生部教務課教務第三係長 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄

学務 教務(2） 授業評価 共通教育等科目授業評価アンケ-ト(平成29年度）
学生部教育支援課共通教育・
大学院係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄

学務 教務(2） 登録・単位認定 登録カ-ド綴(昭和47年度）
学生部教務課専門職員(共通
教育担当）

1972年度 1973/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限

学務 教務(2） 登録・単位認定 登録カ-ド綴(昭和48年度）
学生部教務課専門職員(共通
教育担当）

1973年度 1974/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限
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学務 教務(2） 登録・単位認定 登録カ-ド綴(昭和49年度）
学生部教務課専門職員(共通
教育担当）

1974年度 1975/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限

学務 教務(2） 登録・単位認定 登録カ-ド綴(昭和50年度）
学生部教務課専門職員(共通
教育担当）

1975年度 1976/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限

学務 教務(2） 登録・単位認定 登録カ-ド綴(昭和51年度）
学生部教務課専門職員(共通
教育担当）

1976年度 1977/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限

学務 教務(2） 登録・単位認定 登録カ-ド綴(昭和52年度）
学生部教務課専門職員(共通
教育担当）

1977年度 1978/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限

学務 教務(2） 登録・単位認定 登録カ-ド綴(昭和53年度）
学生部教務課専門職員(共通
教育担当）

1978年度 1979/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限

学務 教務(2） 登録・単位認定 登録カ-ド綴(昭和54年度）
学生部教務課専門職員(共通
教育担当）

1979年度 1980/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限

学務 教務(2） 登録・単位認定 登録カ-ド綴(昭和55年度）
学生部教務課専門職員(共通
教育担当）

1980年度 1981/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限

学務 教務(2） 登録・単位認定 登録カ-ド綴(昭和56年度）
学生部教務課専門職員(共通
教育担当）

1981年度 1982/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限

学務 教務(2） 登録・単位認定 登録カ-ド綴(昭和57年度）
学生部教務課専門職員(共通
教育担当）

1982年度 1983/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限

学務 教務(2） 登録・単位認定 登録カ-ド綴(昭和58年度）
学生部教務課専門職員(共通
教育担当）

1983年度 1984/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限

学務 教務(2） 登録・単位認定 登録カ-ド綴(昭和59年度）
学生部教務課専門職員(共通
教育担当）

1984年度 1985/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限

学務 教務(2） 登録・単位認定 登録カ-ド綴(昭和60年度）
学生部教務課専門職員(共通
教育担当）

1985年度 1986/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限

学務 教務(2） 登録・単位認定 登録カ-ド綴(昭和61年度）
学生部教務課専門職員(共通
教育担当）

1986年度 1987/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限

学務 教務(2） 登録・単位認定 登録カ-ド綴(昭和62年度）
学生部教務課専門職員(共通
教育担当）

1987年度 1988/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限

学務 教務(2） 登録・単位認定 登録カ-ド綴(昭和63年度）
学生部教務課専門職員(共通
教育担当）

1988年度 1989/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限

学務 教務(2） 登録・単位認定 登録カ-ド綴(平成元年度）
学生部教務課専門職員(共通
教育担当）

1989年度 1990/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限

学務 教務(2） 登録・単位認定 登録カ-ド綴(平成2年度）
学生部教務課専門職員(共通
教育担当）

1990年度 1991/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限

学務 教務(2） 登録・単位認定 登録カ-ド綴(平成3年度）
学生部教務課専門職員(共通
教育担当）

1991年度 1992/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限

学務 教務(2） 登録・単位認定 登録カ-ド綴(平成4年度）
学生部教務課専門職員(共通
教育担当）

1992年度 1993/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限

学務 教務(2） 登録・単位認定 登録カ-ド綴(平成5年度）
学生部教務課専門職員(共通
教育担当）

1993年度 1994/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限

学務 教務(2） 登録・単位認定 登録カ-ド綴(平成6年度）
学生部教務課専門職員(共通
教育担当）

1994年度 1995/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限

学務 教務(2） 登録・単位認定 登録カ-ド綴(平成7年度）
学生部教務課専門職員(共通
教育担当）

1995年度 1996/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限

学務 教務(2） 登録・単位認定 登録カ-ド綴(平成8年度）
学生部教務課専門職員(共通
教育担当）

1996年度 1997/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限

学務 教務(2） 登録・単位認定 登録カ-ド綴(平成9年度）
学生部教務課専門職員(共通
教育担当）

1997年度 1998/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限

学務 教務(2） 登録・単位認定 登録カ-ド綴(平成10年度）
学生部教務課専門職員(共通
教育担当）

1998年度 1999/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限

学務 教務(2） 登録・単位認定 登録カ-ド綴(平成11年度）
学生部教務課専門職員(共通
教育担当）

1999年度 2000/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限

学務 教務(2） 登録・単位認定 登録カ-ド綴(平成12年度）
学生部教務課専門職員(共通
教育担当）

2000年度 2001/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限

学務 教務(2） 登録・単位認定 登録カ-ド綴(平成13年度）
学生部教務課専門職員(共通
教育担当）

2001年度 2002/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限

学務 教務(2） 登録・単位認定 登録カ-ド綴(平成14年度）
学生部教務課専門職員(共通
教育担当）

2002年度 2003/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限

学務 教務(2） 登録・単位認定 登録カ-ド綴(平成15年度）
学生部教務課専門職員(共通
教育担当）

2003年度 2004/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限

学務 教務(2） 登録・単位認定 登録カ-ド綴(平成16年度）
学生部教務課専門職員(共通
教育担当）

2004年度 2005/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限

学務 教務(2） 登録・単位認定 履修登録確認表綴(平成17年度）
学生部教務課専門職員(共通
教育担当）

2005年度 2006/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限

学務 教務(2） 登録・単位認定 履修登録確認表綴(平成18年度）
学生部教務課専門職員(共通
教育担当）

2006年度 2007/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限

学務 教務(2） 登録・単位認定 履修登録確認表綴(平成19年度）
学生部教務課専門職員(共通
教育担当）

2007年度 2008/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限

学務 教務(2） 登録・単位認定 履修登録確認表綴(平成20年度） 学生部教務課大学院係長 2008年度 2009/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限
学務 教務(2） 登録・単位認定 履修登録確認表綴(平成21年度） 学生部教務課大学院係長 2009年度 2010/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限
学務 教務(2） 登録・単位認定 履修登録確認表綴(平成22年度） 学生部教務課大学院係長 2010年度 2011/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限
学務 教務(2） 登録・単位認定 履修登録確認表綴(平成23年度） 学生部教務課大学院係長 2011年度 2012/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 無期限
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学務 教務(2） 登録・単位認定 履修登録確認表綴(平成24年度） 学生部教務課教務第三係長 2012年度 2013/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 無期限
学務 教務(2） 登録・単位認定 履修登録確認表綴(平成25年度） 学生部教務課教務第三係長 2013年度 2014/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 無期限
学務 教務(2） 登録・単位認定 履修登録確認表綴(平成26年度） 学生部教務課教務第三係長 2014年度 2015/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 無期限
学務 教務(2） 登録・単位認定 履修登録確認表綴(平成27年度） 学生部教務課教務第三係長 2015年度 2016/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 無期限
学務 教務(2） 登録・単位認定 履修登録確認表綴(平成28年度） 学生部教務課教務第三係長 2016年度 2017/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 無期限

学務 教務(2） 登録・単位認定 履修登録確認表綴(平成29年度）
学生部教育支援課共通教育・
大学院係

2017年度 2018/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 無期限

学務 教務(2） 登録・単位認定 科目等履修生登録確認表(平成16年度） 学生部教務課共通教育係 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 教務(2） 登録・単位認定 科目等履修生登録確認表(平成17年度） 学生部教務課共通教育係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 教務(2） 登録・単位認定 科目等履修生登録確認表(平成18年度） 学生部教務課共通教育係 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 教務(2） 登録・単位認定 科目等履修生登録確認表(平成19年度） 学生部教務課共通教育係 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 教務(2） 登録・単位認定 科目等履修生登録確認表(平成20年度） 学生部教務課共通教育係 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 教務(2） 登録・単位認定 科目等履修生登録確認表(平成21年度） 学生部教務課共通教育係 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 教務(2） 登録・単位認定 科目等履修生登録確認表(平成22年度） 学生部教務課共通教育係 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 教務(2） 登録・単位認定 科目等履修生登録確認表(平成23年度） 学生部教務課共通教育係 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 教務(2） 登録・単位認定 科目等履修生登録確認表(平成24年度） 学生部教務課教務第三係長 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 教務(2） 登録・単位認定 科目等履修生登録確認表(平成25年度） 学生部教務課教務第三係長 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 教務(2） 登録・単位認定 科目等履修生登録確認表(平成26年度） 学生部教務課教務第三係長 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 教務(2） 登録・単位認定 科目等履修生登録確認表(平成27年度） 学生部教務課教務第三係長 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 教務(2） 登録・単位認定 科目等履修生登録確認表(平成28年度） 学生部教務課教務第三係長 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄

学務 教務(2） 登録・単位認定 科目等履修生登録確認表(平成29年度）
学生部教育支援課共通教育・
大学院係

2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄

学務 教務(3） 授業実施 合宿共同授業関係綴(平成24年度～25年度） 学生部教務課教務第三係長 2012年度 2014/4/1 5年 2019/4/1 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄

学務 教務(3） 授業実施
合宿共同授業の企画運営等綴（当番校資料含）(平成
25年度）

学生部教務課教務第三係長 2013年度 2014/4/1 5年 2019/4/1 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄

学務 教務(3） 授業実施 集中講義関係綴り(平成24年度～25年度） 学生部教務課教務第三係長 2012年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄

学務 教務(3） 授業実施 集中講義関係綴り(平成26年度～28年度） 学生部教務課教務第三係長 2014年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄

学務 教務(3） 授業実施 集中講義関係綴り(平成26年度～29年度）
学生部教育支援課共通教育・
大学院係

2014年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄

学務 教務(3） 学業成績 科目等履修生成績伝票綴(昭和47年度）
学生部教務課専門職員(共通
教育担当）

1972年度 1973/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限

学務 教務(3） 学業成績 科目等履修生成績伝票綴(昭和48年度）
学生部教務課専門職員(共通
教育担当）

1973年度 1974/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限

学務 教務(3） 学業成績 科目等履修生成績伝票綴(昭和49年度）
学生部教務課専門職員(共通
教育担当）

1974年度 1975/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限

学務 教務(3） 学業成績 科目等履修生成績伝票綴(昭和50年度）
学生部教務課専門職員(共通
教育担当）

1975年度 1976/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限

学務 教務(3） 学業成績 科目等履修生成績伝票綴(昭和51年度）
学生部教務課専門職員(共通
教育担当）

1976年度 1977/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限

学務 教務(3） 学業成績 科目等履修生成績伝票綴(昭和52年度）
学生部教務課専門職員(共通
教育担当）

1977年度 1978/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限

学務 教務(3） 学業成績 科目等履修生成績伝票綴(昭和53年度）
学生部教務課専門職員(共通
教育担当）

1978年度 1979/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限

学務 教務(3） 学業成績 科目等履修生成績伝票綴(昭和54年度）
学生部教務課専門職員(共通
教育担当）

1979年度 1980/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限

学務 教務(3） 学業成績 科目等履修生成績伝票綴(昭和55年度）
学生部教務課専門職員(共通
教育担当）

1980年度 1981/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限

学務 教務(3） 学業成績 科目等履修生成績伝票綴(昭和56年度）
学生部教務課専門職員(共通
教育担当）

1981年度 1982/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限

学務 教務(3） 学業成績 科目等履修生成績伝票綴(昭和57年度）
学生部教務課専門職員(共通
教育担当）

1982年度 1983/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限

学務 教務(3） 学業成績 科目等履修生成績伝票綴(昭和58年度）
学生部教務課専門職員(共通
教育担当）

1983年度 1984/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限

学務 教務(3） 学業成績 科目等履修生成績伝票綴(昭和59年度）
学生部教務課専門職員(共通
教育担当）

1984年度 1985/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限

学務 教務(3） 学業成績 科目等履修生成績伝票綴(昭和60年度）
学生部教務課専門職員(共通
教育担当）

1985年度 1986/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限

学務 教務(3） 学業成績 科目等履修生成績伝票綴(昭和61年度）
学生部教務課専門職員(共通
教育担当）

1986年度 1987/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限

学務 教務(3） 学業成績 科目等履修生成績伝票綴(昭和62年度）
学生部教務課専門職員(共通
教育担当）

1987年度 1988/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限

学務 教務(3） 学業成績 科目等履修生成績伝票綴(昭和63年度）
学生部教務課専門職員(共通
教育担当）

1988年度 1989/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限

学務 教務(3） 学業成績 科目等履修生成績伝票綴(平成元年度）
学生部教務課専門職員(共通
教育担当）

1989年度 1990/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限

学務 教務(3） 学業成績 科目等履修生成績伝票綴(平成2年度）
学生部教務課専門職員(共通
教育担当）

1990年度 1991/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限

学務 教務(3） 学業成績 科目等履修生成績伝票綴(平成3年度）
学生部教務課専門職員(共通
教育担当）

1991年度 1992/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限
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学務 教務(3） 学業成績 科目等履修生成績伝票綴(平成4年度）
学生部教務課専門職員(共通
教育担当）

1992年度 1993/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限

学務 教務(3） 学業成績 科目等履修生成績伝票綴(平成5年度）
学生部教務課専門職員(共通
教育担当）

1993年度 1994/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限

学務 教務(3） 学業成績 科目等履修生成績伝票綴(平成6年度）
学生部教務課専門職員(共通
教育担当）

1994年度 1995/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限

学務 教務(3） 学業成績 科目等履修生成績伝票綴(平成7年度）
学生部教務課専門職員(共通
教育担当）

1995年度 1996/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限

学務 教務(3） 学業成績 科目等履修生成績伝票綴(平成8年度）
学生部教務課専門職員(共通
教育担当）

1996年度 1997/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限

学務 教務(3） 学業成績 科目等履修生成績伝票綴(平成9年度）
学生部教務課専門職員(共通
教育担当）

1997年度 1998/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限

学務 教務(3） 学業成績 科目等履修生成績伝票綴(平成10年度）
学生部教務課専門職員(共通
教育担当）

1998年度 1999/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限

学務 教務(3） 学業成績 科目等履修生成績伝票綴(平成11年度）
学生部教務課専門職員(共通
教育担当）

1999年度 2000/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限

学務 教務(3） 学業成績 科目等履修生成績伝票綴(平成12年度）
学生部教務課専門職員(共通
教育担当）

2000年度 2001/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限

学務 教務(3） 学業成績 科目等履修生成績伝票綴(平成13年度）
学生部教務課専門職員(共通
教育担当）

2001年度 2002/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限

学務 教務(3） 学業成績 科目等履修生成績伝票綴(平成14年度）
学生部教務課専門職員(共通
教育担当）

2002年度 2003/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限

学務 教務(3） 学業成績 科目等履修生成績伝票綴(平成15年度）
学生部教務課専門職員(共通
教育担当）

2003年度 2004/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限

学務 教務(3） 学業成績 科目等履修生成績伝票綴(平成16年度）
学生部教務課専門職員(共通
教育担当）

2004年度 2005/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限

学務 教務(3） 学業成績 科目等履修生成績伝票綴(平成17年度）
学生部教務課専門職員(共通
教育担当）

2005年度 2006/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限

学務 教務(3） 学業成績 科目等履修生成績伝票綴(平成18年度）
学生部教務課専門職員(共通
教育担当）

2006年度 2007/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限

学務 教務(3） 学業成績 科目等履修生成績伝票綴(平成19年度）
学生部教務課専門職員(共通
教育担当）

2007年度 2008/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限

学務 教務(3） 学業成績 科目等履修生成績伝票綴(平成20年度） 学生部教務課大学院係長 2008年度 2009/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限
学務 教務(3） 学業成績 科目等履修生成績伝票綴(平成21年度） 学生部教務課大学院係長 2009年度 2010/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 無期限

学務 教務(3） 学業成績 成績伝票綴(平成元年度）
学生部教務課専門職員(共通
教育担当）

1989年度 1990/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限

学務 教務(3） 学業成績 成績伝票綴(平成2年度） 学生部教務課大学院係長 1990年度 1991/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限
学務 教務(3） 学業成績 成績伝票綴(平成3年度） 学生部教務課大学院係長 1991年度 1992/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限
学務 教務(3） 学業成績 成績伝票綴(平成4年度） 学生部教務課大学院係長 1992年度 1993/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限
学務 教務(3） 学業成績 成績伝票綴(平成5年度） 学生部教務課大学院係長 1993年度 1994/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限
学務 教務(3） 学業成績 成績伝票綴(平成6年度） 学生部教務課大学院係長 1994年度 1995/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限
学務 教務(3） 学業成績 成績伝票綴(平成7年度） 学生部教務課大学院係長 1995年度 1996/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限
学務 教務(3） 学業成績 成績伝票綴(平成8年度） 学生部教務課大学院係長 1996年度 1997/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限

学務 教務(3） 学業成績 成績伝票綴(平成9年度）
学生部教務課専門職員(共通
教育担当）

1997年度 1998/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限

学務 教務(3） 学業成績 成績伝票綴(平成10年度） 学生部教務課大学院係長 1998年度 1999/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限
学務 教務(3） 学業成績 成績伝票綴(平成11年度） 学生部教務課大学院係長 1999年度 2000/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限
学務 教務(3） 学業成績 成績伝票綴(平成12年度） 学生部教務課大学院係長 2000年度 2001/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限
学務 教務(3） 学業成績 成績伝票綴(平成13年度） 学生部教務課大学院係長 2001年度 2002/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限
学務 教務(3） 学業成績 成績伝票綴(平成14年度） 学生部教務課大学院係長 2002年度 2003/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限
学務 教務(3） 学業成績 成績伝票綴(平成15年度） 学生部教務課大学院係長 2003年度 2004/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限
学務 教務(3） 学業成績 成績伝票綴(平成16年度） 学生部教務課大学院係長 2004年度 2005/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限
学務 教務(3） 学業成績 成績伝票綴(平成17年度） 学生部教務課大学院係長 2005年度 2006/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限
学務 教務(3） 学業成績 成績伝票綴(平成18年度） 学生部教務課大学院係長 2006年度 2007/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限
学務 教務(3） 学業成績 成績評価一覧(平成19年度） 学生部教務課大学院係長 2007年度 2008/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限
学務 教務(3） 学業成績 成績評価一覧(平成20年度） 学生部教務課大学院係長 2008年度 2009/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課倉庫 学生部教育支援課長 無期限
学務 教務(3） 学業成績 成績評価一覧(平成21年度） 学生部教務課大学院係長 2009年度 2010/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 無期限
学務 教務(3） 学業成績 成績評価一覧(平成22年度） 学生部教務課大学院係長 2010年度 2011/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 無期限 科目等履修生成績含む
学務 教務(3） 学業成績 成績評価一覧(平成23年度） 学生部教務課大学院係長 2011年度 2012/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 無期限 科目等履修生成績含む
学務 教務(3） 学業成績 成績評価一覧(平成24年度） 学生部教務課教務第三係長 2012年度 2013/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 無期限 科目等履修生成績含む
学務 教務(3） 学業成績 成績評価一覧(平成25年度） 学生部教務課教務第三係長 2013年度 2014/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 無期限 科目等履修生成績含む
学務 教務(3） 学業成績 成績評価一覧(平成26年度） 学生部教務課教務第三係長 2014年度 2015/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 無期限 科目等履修生成績含む
学務 教務(3） 学業成績 成績評価一覧(平成27年度） 学生部教務課教務第三係長 2015年度 2016/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 無期限 科目等履修生成績含む
学務 教務(3） 学業成績 成績評価一覧(平成28年度） 学生部教務課教務第三係長 2016年度 2017/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 無期限 科目等履修生成績含む

学務 教務(3） 学業成績 成績評価一覧(平成29年度）
学生部教育支援課共通教育・
大学院係

2017年度 2018/4/1 無期限 無期限 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 無期限 科目等履修生成績含む

学務 教務(3） 学業成績 成績不服申立関係(平成20年度～23年度） 学生部教務課大学院係長 2008年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 教務(3） 学業成績 成績不服申立関係(平成24年度～） 学生部教務課教務第三係長 2012年度 未完 10年 未完 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 教務(3） 科目等履修 科目等履修生写真台帳(平成15年度～） 学生部教務課共通教育係 2003年度 未完 30年 未完 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 教務(3） 科目等履修 科目等履修生願書綴(平成20年度） 学生部教務課大学院係長 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 教務(3） 科目等履修 科目等履修生願書綴(平成21年度） 学生部教務課大学院係長 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 教務(3） 科目等履修 科目等履修生願書綴(平成22年度） 学生部教務課大学院係長 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
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学務 教務(3） 科目等履修 科目等履修生願書綴(平成23年度） 学生部教務課大学院係長 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 教務(3） 科目等履修 科目等履修生願書綴(平成24年度） 学生部教務課教務第三係長 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 教務(3） 科目等履修 科目等履修生願書綴(平成25年度） 学生部教務課教務第三係長 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 教務(3） 科目等履修 科目等履修生願書綴(平成26年度） 学生部教務課教務第三係長 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
学務 教務(3） 科目等履修 科目等履修生願書綴(平成27年度） 学生部教務課教務第三係長 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄

学務 教務(3） 科目等履修 科目等履修生願書綴(平成28年度） 学生部教務課教務第三係長 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄

学務 総括 その他 購入依頼(平成25年度）
大学教育センタ-URGCC推進
支援室

2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 グローバル教育支援機構開発室学生部教育支援課長 廃棄 URGCC推進支援室

学務 総括 その他 購入依頼(平成26年度）
大学教育センタ-URGCC推進
支援室

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 グローバル教育支援機構開発室学生部教育支援課長 廃棄 URGCC推進支援室

学務 総括 その他 購入依頼(平成27年度）
大学教育センタ-URGCC推進
支援室

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 グローバル教育支援機構開発室学生部教育支援課長 廃棄 URGCC推進支援室

学務 総括 その他 購入依頼(平成28年度）
大学教育センタ-URGCC推進
支援室

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 グローバル教育支援機構開発室学生部教育支援課長 廃棄 URGCC推進支援室

学務 会議 学内会議・委員会 全学学士教育プログラム委員会綴(平成24年度）
大学教育センタ-URGCC推進
支援室

2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 グローバル教育支援機構開発室学生部教育支援課長 廃棄 URGCC推進支援室

学務 会議 学内会議・委員会 全学学士教育プログラム委員会綴(平成25年度）
大学教育センタ-URGCC推進
支援室

2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 グローバル教育支援機構開発室学生部教育支援課長 廃棄 URGCC推進支援室

学務 会議 学内会議・委員会 全学学士教育プログラム委員会綴(平成26年度）
大学教育センタ-URGCC推進
支援室

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 グローバル教育支援機構開発室学生部教育支援課長 廃棄 URGCC推進支援室

学務 会議 学内会議・委員会 全学学士教育プログラム委員会綴(平成27年度）
大学教育センタ-URGCC推進
支援室

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 グローバル教育支援機構開発室学生部教育支援課長 廃棄 URGCC推進支援室

学務 会議 学内会議・委員会 全学学士教育プログラム委員会綴(平成29年度）
グローバル教育支援機構開発
室

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 グローバル教育支援機構開発室学生部教育支援課長 廃棄 グローバル教育支援機構開発室

学務 会議 学内会議・委員会 全学大学院教育プログラム委員会綴(平成29年度）
グローバル教育支援機構開発
室

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 グローバル教育支援機構開発室学生部教育支援課長 廃棄 グローバル教育支援機構開発室

学務 会議 学内会議・委員会 全学学士教育プログラム委員会綴(平成28年度）
大学教育センタ-URGCC推進
支援室

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 グローバル教育支援機構開発室学生部教育支援課長 廃棄 URGCC推進支援室

学務 文書 文書管理
URGCC実施項目に関連する取組について(平成25年
度）

大学教育センタ-URGCC推進
支援室

2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙・電子 グローバル教育支援機構開発室学生部教育支援課長 廃棄 URGCC推進支援室

学務 文書 文書管理
URGCC実施項目に関連する取組について(平成26年
度）

大学教育センタ-URGCC推進
支援室

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙・電子 グローバル教育支援機構開発室学生部教育支援課長 廃棄 URGCC推進支援室

学務 文書 文書管理
URGCC実施項目に関連する取組について(平成27年
度）

大学教育センタ-URGCC推進
支援室

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙・電子 グローバル教育支援機構開発室学生部教育支援課長 廃棄 URGCC推進支援室

学務 文書 文書管理
URGCC実施項目に関連する取組について(平成28年
度）

大学教育センタ-URGCC推進
支援室

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙・電子 グローバル教育支援機構開発室学生部教育支援課長 廃棄 URGCC推進支援室

学務 文書 文書管理
URGCC実施項目に関連する取組について(平成29年
度）

クローバ留教育支援機構開発
室

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙・電子 グローバル教育支援機構開発室学生部教育支援課長 廃棄 グローバル教育支援機構開発室

学務 調査 その他 IRシステム・データ登録関係（平成25年度）
大学教育センタ-URGCC推進
支援室

2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 グローバル教育支援機構開発室学生部教育支援課長 廃棄 URGCC推進支援室

学務 調査 その他 IRシステム・データ登録関係（平成26年度）
大学教育センタ-URGCC推進
支援室

2014年度 2015/4/1 5年 2019/3/31 紙 グローバル教育支援機構開発室学生部教育支援課長 廃棄 URGCC推進支援室

学務 調査 その他 IRシステム・データ登録関係（平成27年度）
大学教育センタ-URGCC推進
支援室

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 グローバル教育支援機構開発室学生部教育支援課長 廃棄 URGCC推進支援室

学務 調査 その他 IRシステム・データ登録関係（平成28年度）
大学教育センタ-URGCC推進
支援室

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 グローバル教育支援機構開発室学生部教育支援課長 廃棄 URGCC推進支援室

学務 調査 その他 IRシステム・データ登録関係（平成29年度）
グローバル教育支援機構開発
室

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 グローバル教育支援機構開発室学生部教育支援課長 廃棄 グローバル教育支援機構開発室

学務 教務(3） 科目等履修 科目等履修生願書綴(平成29年度）
学生部教育支援課共通教育・
大学院係

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教育支援課事務室 学生部教育支援課長 廃棄
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庶務 服務 勤務時間 休暇簿(平成25年） 学生部学生課学生係 2012年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 休暇簿(平成26年） 学生部学生課学生係 2013年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 休暇簿(平成27年） 学生部学生課学生係 2014年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 休暇簿(平成28年） 学生部学生課学生係 2015年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 休暇簿(平成29年） 学生部学生支援課学生係 2016年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 出勤簿(平成25年） 学生部学生課学生係 2012年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 出勤簿(平成26年） 学生部学生課学生係 2013年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 出勤簿(平成27年） 学生部学生課学生係 2014年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 出勤簿(平成28年） 学生部学生課学生係 2015年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 出勤簿(平成29年） 学生部学生支援課学生係 2016年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 勤務時間報告書(平成25年度） 学生部学生課学生係 2012年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 勤務時間報告書(平成26年度） 学生部学生課学生係 2013年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 勤務時間報告書(平成27年度） 学生部学生課学生係 2014年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 勤務時間報告書(平成28年度） 学生部学生課学生係 2015年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 勤務時間報告書(平成29年度） 学生部学生支援課学生係 2016年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 超過勤務命令簿(平成25年度） 学生部学生課学生係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 超過勤務命令簿(平成26年度） 学生部学生課学生係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 超過勤務命令簿(平成27年度） 学生部学生課学生係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 超過勤務命令簿(平成28年度） 学生部学生課学生係 2015年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 超過勤務命令簿(平成29年度） 学生部学生支援課学生係 2016年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
庶務 服務 兼業 兼業・派遣・研修関係(平成25年度～平成28年度） 学生部学生課企画係 2013年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
庶務 服務 兼業 兼業・派遣・研修関係(平成29年度～） 学生部学生支援課学生係 2017年度 未完 5年 未完 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
庶務 服務 服務 学校医・カウンセラー関係（平成17年度～平成22年度） 学生部学生課企画係 2005年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
庶務 服務 服務 学校医・カウンセラー関係（平成23年度～平成26年度） 学生部学生課企画係 2011年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
庶務 服務 服務 学校医・カウンセラー関係（平成27年度～） 学生部学生課企画係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
庶務 任用 非常勤職員 非常勤職員関係綴(平成16年度） 学生部学生課総務係 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
庶務 任用 非常勤職員 非常勤職員関係綴(平成17年度） 学生部学生課学生係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
庶務 任用 非常勤職員 非常勤職員関係綴(平成18年度） 学生部学生課学生係 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
庶務 任用 非常勤職員 非常勤職員関係綴(平成19年度） 学生部学生課学生係 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
庶務 任用 非常勤職員 非常勤職員関係綴(平成20年度） 学生部学生課学生係 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
庶務 任用 非常勤職員 非常勤職員関係綴(平成21年度～平成25年度） 学生部学生課学生係 2009年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
庶務 任用 非常勤職員 非常勤職員関係綴(平成26年度～平成29年度） 学生部学生課学生係 2014年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
庶務 旅行 旅行命令 旅行命令書受付台帳(平成25年度） 学生部学生課学生係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
庶務 旅行 旅行命令 旅行命令書受付台帳(平成26年度） 学生部学生課学生係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
庶務 旅行 旅行命令 旅行命令書受付台帳(平成27年度） 学生部学生課学生係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
庶務 旅行 旅行命令 旅行命令書受付台帳(平成28年度） 学生部学生課学生係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
庶務 旅行 旅行命令 旅行命令書受付台帳(平成29年度） 学生部学生支援課学生係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
庶務 旅行 旅行命令 旅行命令書綴(平成25年度） 学生部学生課学生係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
庶務 旅行 旅行命令 旅行命令書綴(平成26年度） 学生部学生課学生係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
庶務 旅行 旅行命令 旅行命令書綴(平成27年度） 学生部学生課学生係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
庶務 旅行 旅行命令 旅行命令書綴(平成28年度） 学生部学生課学生係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
庶務 旅行 旅行命令 旅行命令書綴(平成29年度） 学生部学生支援課学生係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
庶務 旅行 旅行命令 復命書綴(平成25年度） 学生部学生課学生係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
庶務 旅行 旅行命令 復命書綴(平成26年度） 学生部学生課学生係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
庶務 旅行 旅行命令 復命書綴(平成27年度） 学生部学生課学生係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
庶務 旅行 旅行命令 復命書綴(平成28年度） 学生部学生課学生係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
庶務 旅行 旅行命令 復命書綴(平成29年度） 学生部学生支援課学生係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
会計 予算 総括 予算関係綴(平成20年度） 学生部学生課学生係 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
会計 予算 総括 予算関係綴(平成21年度） 学生部学生課学生係 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
会計 予算 総括 予算関係綴(平成22年度） 学生部学生課学生係 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
会計 予算 総括 予算関係綴(平成23年度） 学生部学生課学生係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
会計 予算 総括 予算関係綴(平成24年度） 学生部学生課学生係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
会計 予算 総括 予算関係綴(平成25年度） 学生部学生課学生係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
会計 予算 総括 予算関係綴(平成26年度） 学生部学生課学生係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
会計 予算 総括 予算関係綴(平成27年度） 学生部学生課学生係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
会計 予算 総括 予算関係綴(平成28年度） 学生部学生課学生係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
会計 予算 総括 予算関係綴(平成29年度） 学生部学生支援課学生係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
会計 予算 総括 財務関係綴(平成20年度） 学生部学生課学生係 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
会計 予算 総括 財務関係綴(平成21年度） 学生部学生課学生係 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
会計 予算 総括 財務関係綴(平成22年度） 学生部学生課学生係 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
会計 予算 総括 財務関係綴(平成23年度） 学生部学生課学生係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
会計 予算 総括 財務関係綴(平成24年度） 学生部学生課学生係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
会計 予算 総括 財務関係綴(平成25年度） 学生部学生課学生係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
会計 予算 総括 財務関係綴(平成26年度） 学生部学生課学生係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
会計 予算 総括 財務関係綴(平成27年度） 学生部学生課学生係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
会計 予算 総括 財務関係綴(平成28年度） 学生部学生課学生係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
会計 予算 総括 財務関係綴(平成29年度） 学生部学生支援課学生係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
会計 予算 総括 予算関係綴(平成19年度～平成22年度） 学生部学生課企画係 2007年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
会計 予算 総括 予算関係綴(平成23年度～平成24年度） 学生部学生課企画係 2011年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
会計 予算 総括 予算関係(平成25年度） 学生部学生課企画係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
会計 予算 総括 予算関係(平成26年度） 学生部学生課企画係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
会計 予算 総括 予算関係(平成27年度） 学生部学生課企画係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
会計 予算 総括 予算関係(平成28年度） 学生部学生課学生係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
会計 予算 総括 予算関係(平成29年度） 学生部学生支援課学生係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
会計 物品 総括 役務請求書綴(平成20年度） 学生部学生課学生係 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
会計 物品 総括 役務請求書綴(平成21年度） 学生部学生課学生係 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
会計 物品 総括 役務請求書綴(平成22年度） 学生部学生課学生係 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
会計 物品 総括 役務請求書綴(平成23年度） 学生部学生課学生係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
会計 物品 総括 役務請求書綴(平成24年度） 学生部学生課学生係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
会計 物品 総括 役務請求書綴(平成25年度） 学生部学生課学生係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
会計 物品 物品管理 物品請求書綴(平成25年度） 学生部学生課学生係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
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会計 物品 物品管理 購入依頼綴①(平成26年度） 学生部学生課学生係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
会計 物品 物品管理 購入依頼綴②(平成26年度） 学生部学生課学生係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
会計 物品 物品管理 購入依頼綴①(平成27年度） 学生部学生課学生係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
会計 物品 物品管理 購入依頼綴②(平成27年度） 学生部学生課学生係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
会計 物品 物品管理 購入依頼綴①(平成28年度） 学生部学生課学生係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
会計 物品 物品管理 購入依頼綴②(平成28年度） 学生部学生課学生係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
会計 物品 物品管理 購入依頼綴①(平成29年度） 学生部学生支援課学生係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
会計 物品 物品管理 購入依頼綴②(平成29年度） 学生部学生支援課学生係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
会計 物品 物品管理 購入依頼綴(平成25年度） 学生部学生課企画係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
会計 物品 物品管理 購入依頼綴(平成26年度） 学生部学生課企画係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
会計 物品 物品管理 購入依頼綴(平成27年度） 学生部学生課企画係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
会計 物品 物品管理 購入依頼綴(平成28年度） 学生部学生課企画係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
会計 物品 物品管理 購入依頼綴(平成29年度） 学生部学生支援課学生係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
会計 物品 物品管理 資産関係綴（平成20年度～） 学生部学生課企画係 2008年度 未完 5年 未完 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄 （保健管理センター分）
会計 物品 物品管理 清掃作業日誌等綴(平成24年度～） 学生部学生課企画係 2012年度 未完 5年 未完 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
会計 物品 物品管理 清掃作業日誌等綴(平成25年度） 学生部学生課学生係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
会計 物品 物品管理 清掃作業日誌等綴(平成26年度） 学生部学生課学生係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
会計 物品 物品管理 清掃作業日誌等綴(平成27年度） 学生部学生課学生係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
会計 物品 物品管理 清掃作業日誌等綴(平成28年度） 学生部学生課学生係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
会計 物品 物品管理 清掃作業日誌等綴(平成29年度） 学生部学生支援課学生係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
会計 物品 物品管理 課外活動施設・体育施設等管理業務日誌綴(平成26年度） 学生部学生課学生係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
会計 物品 物品管理 課外活動施設・体育施設等管理業務日誌綴(平成27年度） 学生部学生課学生係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
会計 物品 物品管理 課外活動施設・体育施設等管理業務日誌綴(平成28年度） 学生部学生課学生係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
会計 物品 物品管理 課外活動施設・体育施設等管理業務日誌綴(平成29年度） 学生部学生支援課学生係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
会計 物品 物品管理 大学会館・奥の山荘管理業務日誌綴(平成26年度） 学生部学生課学生係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
会計 物品 物品管理 大学会館・奥の山荘管理業務日誌綴(平成27年度） 学生部学生課学生係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
会計 物品 物品管理 大学会館・奥の山荘管理業務日誌綴(平成28年度） 学生部学生課学生係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
会計 物品 物品管理 大学会館・奥の山荘管理業務日誌綴(平成29年度） 学生部学生支援課学生係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 総括 行事 体育祭関係綴(平成20年度） 学生部学生課学生係 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 総括 行事 体育祭関係綴(平成21年度） 学生部学生課学生係 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 総括 行事 体育祭関係綴(平成22年度～平成26年度） 学生部学生課学生係 2010年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 総括 行事 体育祭関係綴(平成27年度） 学生部学生課学生係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 総括 行事 体育祭関係綴(平成28年度） 学生部学生課学生係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 総括 行事 体育祭関係綴(平成29年度） 学生部学生支援課学生係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 総括 行事 琉大祭関係綴(平成20年度） 学生部学生課学生係 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 総括 行事 琉大祭関係綴(平成21年度） 学生部学生課学生係 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 総括 行事 琉大祭関係綴(平成22年度） 学生部学生課学生係 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 総括 行事 琉大祭関係綴(平成23年度） 学生部学生課学生係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 総括 行事 琉大祭関係綴(平成24年度） 学生部学生課学生係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 総括 行事 琉大祭関係綴(平成25年度） 学生部学生課学生係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 総括 行事 琉大祭関係綴(平成26年度） 学生部学生課学生係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 総括 行事 琉大祭関係綴(平成27年度） 学生部学生課学生係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 総括 行事 琉大祭関係綴(平成28年度） 学生部学生課学生係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 総括 行事 琉大祭関係綴(平成29年度） 学生部学生支援課学生係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 総括 行事 卒業式・入学式関係綴(平成20年度） 学生部学生課学生係 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 総括 行事 卒業式・入学式関係綴(平成21年度） 学生部学生課学生係 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 総括 行事 卒業式・入学式関係綴(平成22年度） 学生部学生課学生係 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 総括 行事 卒業式・入学式関係綴(平成23年度） 学生部学生課学生係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 総括 行事 卒業式・入学式関係綴(平成24年度） 学生部学生課学生係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 総括 行事 卒業式・入学式関係綴(平成25年度） 学生部学生課学生係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 総括 行事 卒業式・入学式関係綴(平成26年度） 学生部学生課学生係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 総括 行事 卒業式・入学式関係綴(平成27年度） 学生部学生課学生係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 総括 行事 卒業式・入学式・新入生オリエンテーション関係綴(平成26年度） 学生部学生課学生係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 総括 行事 卒業式・入学式・新入生オリエンテーション関係綴(平成27年度） 学生部学生課学生係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 総括 行事 卒業式・入学式・新入生オリエンテーション関係綴(平成28年度） 学生部学生課学生係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 会議 学内会議・委員会 保健委員会関係綴(平成20年度） 学生部学生課企画係 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 会議 学内会議・委員会 保健委員会関係綴(平成21年度） 学生部学生課企画係 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄 平成23年度は実績ない為、更新なし。
学務 会議 学内会議・委員会 保健委員会関係綴(平成22年度） 学生部学生課企画係 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 会議 学内会議・委員会 学生生活委員会(平成20年度） 学生部学生課学生係 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 会議 学内会議・委員会 学生生活委員会(平成21年度） 学生部学生課学生係 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 会議 学内会議・委員会 学生生活委員会(平成22年度） 学生部学生課学生係 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 会議 学内会議・委員会 学生生活委員会(平成23年度） 学生部学生課学生係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 会議 学内会議・委員会 学生生活委員会(平成24年度） 学生部学生課学生係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 会議 学内会議・委員会 学生生活委員会(平成25年度） 学生部学生課学生係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 会議 学内会議・委員会 学生生活委員会(平成26年度） 学生部学生課学生係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 会議 学内会議・委員会 学生生活委員会(平成27年度） 学生部学生課学生係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 会議 学内会議・委員会 学生生活委員会(平成28年度） 学生部学生課学生係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 会議 学内会議・委員会 学生生活委員会(平成29年度） 学生部学生支援課学生係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 会議 学内会議・委員会 学生援護会関係（平成20年度～平成22年度） 学生部学生課企画係 2008年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 学生部学生支援課会議室学生部学生支援課長 廃棄 担当係変更
学務 会議 学内会議・委員会 学生援護会関係（平成23年度） 学生部学生課企画係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 学生部学生支援課会議室学生部学生支援課長 廃棄 担当係変更
学務 会議 学内会議・委員会 学生援護会関係（平成24年度） 学生部学生課企画係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 学生部学生支援課会議室学生部学生支援課長 廃棄 担当係変更
学務 会議 学内会議・委員会 学生援護会関係（平成25年度） 学生部学生課企画係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 学生部学生支援課会議室学生部学生支援課長 廃棄 担当係変更
学務 会議 学内会議・委員会 学生援護会関係（平成26年度） 学生部学生課企画係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 学生部学生支援課会議室学生部学生支援課長 廃棄 担当係変更
学務 会議 学内会議・委員会 学生援護会関係（平成27年度） 学生部学生課企画係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 学生部学生支援課会議室学生部学生支援課長 廃棄 担当係変更
学務 会議 学内会議・委員会 学生援護会関係（平成28年度） 学生部学生支援課学生援護係2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 会議 学内会議・委員会 保健管理センター会議（平成24年度～） 学生部学生課企画係 2012年度 未完 10年 未完 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 会議 学内会議・委員会 保健管理センター教員選考　名誉教授（平成19年度～平成20年度） 学生部学生課企画係 2007年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
庶務学務 会議 学内会議 学生相談フォーラム（平成23年度～平成24年度） 学生部学生課企画係 2011年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 障がい学生支援室 学生部学生支援課長 廃棄 障がい学生支援室へ異動。
庶務学務 会議 学内会議 学生相談フォーラム（平成25年度～平成27年度） 学生部学生課企画係 2013年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 障がい学生支援室 学生部学生支援課長 廃棄 障がい学生支援室へ異動。
庶務 会議 学内会議 学生相談フォーラム（平成28年度） 障がい学生支援室 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 障がい学生支援室 学生部学生支援課長 廃棄
庶務学務 会議 学内会議 障害学生支援体制の整備・検討関連（障がい学生に関する専門委員会）学生部学生課企画係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/4/1 紙 障がい学生支援室 学生部学生支援課長 廃棄 障がい学生支援室へ異動。
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庶務 能率 職員研修 障がい学生支援室　研修・出張資料等（平成28年度） 障がい学生支援室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 障がい学生支援室 学生部学生支援課長 廃棄
庶務 文書 文書管理 障がい学生支援室　雑件等（平成28年度） 障がい学生支援室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 障がい学生支援室 学生部学生支援課長 廃棄
庶務 広報 ホームページ 障がい学生支援室　ホームページ 障がい学生支援室 2016年度 未完 5年 未完 紙 障がい学生支援室 学生部学生支援課長 廃棄
庶務 文書 総括 障がい学生支援室　運営に関する資料等（平成29年度） 障がい学生支援室 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 障がい学生支援室 学生部学生支援課長 廃棄
庶務 能率 職員研修 障がい学生支援室　研修・出張資料等（平成29年度） 障がい学生支援室 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 障がい学生支援室 学生部学生支援課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会、学外会議障がい学生支援室　会議等資料（平成29年度） 障がい学生支援室 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 障がい学生支援室 学生部学生支援課長 廃棄
会計 支出 支出関係事務 障がい学生支援室　予算・購入依頼関係（平成29年度） 障がい学生支援室 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 障がい学生支援室 学生部学生支援課長 廃棄
庶務 文書 文書管理 障がい学生支援室　入試関係（平成29年度） 障がい学生支援室 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 障がい学生支援室 学生部学生支援課長 廃棄
庶務 文書 文書管理 障がい学生支援室　供覧・他大学資料等（平成29年度） 障がい学生支援室 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 障がい学生支援室 学生部学生支援課長 廃棄
庶務 文書 文書管理 「インクルーシブ教育フォーラム」報告書等 障がい学生支援室 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 障がい学生支援室 学生部学生支援課長 廃棄
学務 就職 就職案内 障がい学生支援室　就職関連資料（平成29年度～） 障がい学生支援室 2017年度 未完 5年 未完 紙 障がい学生支援室 学生部学生支援課長 廃棄
庶務 文書 文書管理 アクセシビリティ・リーダー育成協議会 障がい学生支援室 2017年度 未完 5年 未完 紙 障がい学生支援室 学生部学生支援課長 廃棄
庶務 文書 文書管理 学生支援課　課内連絡会資料（平成29年度～） 障がい学生支援室 2017年度 未完 5年 未完 紙 障がい学生支援室 学生部学生支援課長 廃棄
庶務 文書 総括 障がい学生支援室　運営に関する資料等（平成30年度） 障がい学生支援室 2018年度 未完 5年 未完 紙 障がい学生支援室 学生部学生支援課長 廃棄
庶務 能率 職員研修 障がい学生支援室　研修・出張資料等（平成30年度） 障がい学生支援室 2018年度 未完 5年 未完 紙 障がい学生支援室 学生部学生支援課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会、学外会議障がい学生支援室　会議等資料（平成30年度） 障がい学生支援室 2018年度 未完 10年 未完 紙 障がい学生支援室 学生部学生支援課長 廃棄
会計 支出 支出関係事務 障がい学生支援室　予算・購入依頼関係（平成30年度） 障がい学生支援室 2018年度 未完 10年 未完 紙 障がい学生支援室 学生部学生支援課長 廃棄
庶務 文書 文書管理 障がい学生支援室　入試関係（平成30年度） 障がい学生支援室 2018年度 未完 5年 未完 紙 障がい学生支援室 学生部学生支援課長 廃棄
庶務 文書 文書管理 障がい学生支援室　供覧・他大学資料等（平成30年度） 障がい学生支援室 2018年度 未完 5年 未完 紙 障がい学生支援室 学生部学生支援課長 廃棄
学務 会議 学外会議 諸会議(学外）関係綴(平成20年度） 学生部学生課学生係 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 会議 学外会議 諸会議(学外）関係綴(平成21年度） 学生部学生課学生係 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 会議 学外会議 諸会議(学外）関係綴(平成22年度） 学生部学生課学生係 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 会議 学外会議 諸会議(学外）関係綴(平成23年度） 学生部学生課学生係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 会議 学外会議 諸会議(学外）関係綴(平成24年度） 学生部学生課学生係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 会議 学外会議 諸会議(学外）関係綴(平成25年度） 学生部学生課学生係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 会議 学外会議 諸会議(学外）関係綴(平成26年度） 学生部学生課学生係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 会議 学外会議 諸会議(学外）関係綴(平成27年度） 学生部学生課学生係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 会議 学外会議 諸会議(学外）関係綴(平成28年度） 学生部学生課学生係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 会議 学外会議 諸会議(学外）関係綴(平成29年度） 学生部学生支援課学生係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 文書 文書管理 学内・学外文書処理簿関係綴(平成25年度） 学生部学生課学生係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 文書 文書管理 学内・学外文書処理簿関係綴(平成26年度） 学生部学生課学生係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 文書 文書管理 学内・学外文書処理簿関係綴(平成27年度） 学生部学生課学生係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 文書 文書管理 学内・学外文書関係綴(平成28年度） 学生部学生課学生係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 文書 文書管理 学内・学外文書関係綴(平成29年度） 学生部学生支援課学生係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 文書 文書管理 学内文書(平成25年度） 学生部学生課企画係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 文書 文書管理 学内文書(平成26年度） 学生部学生課企画係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 文書 文書管理 学内文書(平成27年度） 学生部学生課企画係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 文書 文書管理 医療法上の手続き（診療所）（平成元年度～平成16年度） 学生部学生課企画係 1989年度 2005/4/1 無期限 無期限 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 無期限
学務 文書 文書管理 医療法上の診療所開設に関する申請書等綴（平成25年度～） 学生部学生課企画係 2013年度 未完 無期限 無期限 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 無期限
学務 調査 その他 学生生活実態調査関係綴(平成21年度） 学生部学生課学生係 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 調査 その他 学生生活実態調査関係綴(平成24年度） 学生部学生課学生係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 調査 その他 学生生活実態調査関係綴(平成27年度） 学生部学生課学生係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 調査 その他 休・退・留年学生に関する調査綴（平成24年度～） 学生部学生課企画係 2012年度 未完 5年 未完 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 調査 その他 医療関係調査綴（平成11年度～平成22年度） 学生部学生課企画係 1999年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 無期限
学務 学生 総括 学生カ-ド関係綴(昭和47年度） 学生部学生課学生係 1972年度 1973/4/1 無期限 無期限 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 無期限
学務 学生 総括 学生カ-ド関係綴(昭和48年度） 学生部学生課学生係 1973年度 1974/4/1 無期限 無期限 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 無期限
学務 学生 総括 学生カ-ド関係綴(昭和49年度） 学生部学生課学生係 1974年度 1975/4/1 無期限 無期限 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 無期限
学務 学生 総括 学生カ-ド関係綴(昭和50年度） 学生部学生課学生係 1975年度 1976/4/1 無期限 無期限 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 無期限
学務 学生 総括 学生カ-ド関係綴(昭和51年度） 学生部学生課学生係 1976年度 1977/4/1 無期限 無期限 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 無期限
学務 学生 総括 学生カ-ド関係綴(昭和52年度） 学生部学生課学生係 1977年度 1978/4/1 無期限 無期限 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 無期限
学務 学生 総括 学生カ-ド関係綴(昭和53年度） 学生部学生課学生係 1978年度 1979/4/1 無期限 無期限 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 無期限
学務 学生 総括 学生カ-ド関係綴(昭和54年度） 学生部学生課学生係 1979年度 1980/4/1 無期限 無期限 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 無期限
学務 学生 総括 学生カ-ド関係綴(昭和55年度） 学生部学生課学生係 1980年度 1981/4/1 無期限 無期限 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 無期限
学務 学生 総括 学生カ-ド関係綴(昭和56年度） 学生部学生課学生係 1981年度 1982/4/1 無期限 無期限 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 無期限
学務 学生 総括 学生カ-ド関係綴(昭和57年度） 学生部学生課学生係 1982年度 1983/4/1 無期限 無期限 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 無期限
学務 学生 総括 学生カ-ド関係綴(昭和58年度） 学生部学生課学生係 1983年度 1984/4/1 無期限 無期限 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 無期限
学務 学生 総括 学生カ-ド関係綴(昭和59年度） 学生部学生課学生係 1984年度 1985/4/1 無期限 無期限 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 無期限
学務 学生 総括 学生カ-ド関係綴(昭和60年度） 学生部学生課学生係 1985年度 1986/4/1 無期限 無期限 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 無期限
学務 学生 総括 学生カ-ド関係綴(昭和61年度） 学生部学生課学生係 1986年度 1987/4/1 無期限 無期限 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 無期限
学務 学生 総括 学生カ-ド関係綴(昭和62年度） 学生部学生課学生係 1987年度 1988/4/1 無期限 無期限 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 無期限
学務 学生 総括 学生カ-ド関係綴(昭和63年度） 学生部学生課学生係 1988年度 1989/4/1 無期限 無期限 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 無期限
学務 学生 総括 学生カ-ド関係綴(平成元年度） 学生部学生課総務係 1989年度 1990/4/1 無期限 無期限 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 無期限
学務 学生 総括 学生カ-ド関係綴(平成2年度） 学生部学生課総務係 1990年度 1991/4/1 無期限 無期限 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 無期限
学務 学生 総括 学生カ-ド関係綴(平成3年度） 学生部学生課総務係 1991年度 1992/4/1 無期限 無期限 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 無期限
学務 学生 総括 学生カ-ド関係綴(平成4年度） 学生部学生課総務係 1992年度 1993/4/1 無期限 無期限 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 無期限
学務 学生 総括 学生カ-ド関係綴(平成5年度） 学生部学生課総務係 1993年度 1994/4/1 無期限 無期限 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 無期限
学務 学生 総括 学生カ-ド関係綴(平成6年度） 学生部学生課総務係 1994年度 1995/4/1 無期限 無期限 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 無期限
学務 学生 総括 学生カ-ド関係綴(平成7年度） 学生部学生課総務係 1995年度 1996/4/1 無期限 無期限 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 無期限
学務 学生 総括 学生カ-ド関係綴(平成8年度） 学生部学生課総務係 1996年度 1997/4/1 無期限 無期限 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 無期限
学務 学生 総括 学生カ-ド関係綴(平成9年度） 学生部学生課総務係 1997年度 1998/4/1 無期限 無期限 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 無期限
学務 学生 総括 学生カ-ド関係綴(平成10年度） 学生部学生課総務係 1998年度 1999/4/1 無期限 無期限 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 無期限
学務 学生 総括 学生カ-ド関係綴(平成11年度） 学生部学生課総務係 1999年度 2000/4/1 無期限 無期限 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 無期限
学務 学生 総括 学生カ-ド関係綴(平成12年度） 学生部学生課総務係 2000年度 2001/4/1 無期限 無期限 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 無期限
学務 学生 総括 学生カ-ド関係綴(平成13年度） 学生部学生課総務係 2001年度 2002/4/1 無期限 無期限 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 無期限
学務 学生 総括 学生カ-ド関係綴(平成14年度） 学生部学生課総務係 2002年度 2003/4/1 無期限 無期限 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 無期限
学務 学生 総括 学生カ-ド関係綴(平成15年度） 学生部学生課総務係 2003年度 2004/4/1 無期限 無期限 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 無期限
学務 学生 総括 学生カ-ド関係綴(平成16年度） 学生部学生課総務係 2004年度 2005/4/1 無期限 無期限 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 無期限
学務 学生 総括 学生カ-ド関係綴(平成17年度） 学生部学生課学生係 2005年度 2006/4/1 無期限 無期限 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 無期限
学務 学生 総括 学生カ-ド関係綴(平成18年度） 学生部学生課学生係 2006年度 2007/4/1 無期限 無期限 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 無期限
学務 学生 総括 学生カ-ド関係綴(平成19年度） 学生部学生課学生係 2007年度 2008/4/1 無期限 無期限 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 無期限
学務 学生 総括 学生カ-ド関係綴(平成20年度） 学生部学生課学生係 2008年度 2009/4/1 無期限 無期限 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 無期限
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学務 学生 総括 学生カ-ド関係綴(平成21年度） 学生部学生課学生係 2009年度 2010/4/1 無期限 無期限 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 無期限
学務 学生 総括 学生カ-ド関係綴(平成22年度） 学生部学生課学生係 2010年度 2011/4/1 無期限 無期限 紙 学生部学生支援課会議室学生部学生支援課長 無期限
学務 学生 総括 学生カ-ド関係綴(平成23年度） 学生部学生課学生係 2011年度 2012/4/1 無期限 無期限 紙 学生部学生支援課会議室学生部学生支援課長 無期限
学務 学生 総括 学生カ-ド関係綴(平成24年度） 学生部学生課学生係 2012年度 2013/4/1 無期限 無期限 紙 学生部学生支援課会議室学生部学生支援課長 無期限
学務 学生 総括 学生カ-ド関係綴(平成25年度） 学生部学生課学生係 2013年度 2014/4/1 無期限 無期限 紙 学生部学生支援課会議室学生部学生支援課長 無期限
学務 学生 総括 学生カ-ド関係綴(平成26年度） 学生部学生課学生係 2014年度 2015/4/1 無期限 無期限 紙 学生部学生支援課会議室学生部学生支援課長 無期限
学務 学生 総括 学生カ-ド関係綴(平成27年度） 学生部学生課学生係 2015年度 2016/4/1 無期限 無期限 紙 学生部学生支援課会議室学生部学生支援課長 無期限
学務 学生 総括 学生カ-ド関係綴(平成28年度） 学生部学生課学生係 2016年度 2017/4/1 無期限 無期限 紙 学生部学生支援課会議室学生部学生支援課長 無期限
学務 学生 総括 学生カ-ド関係綴(平成29年度） 学生部学生支援課学生係 2017年度 2018/4/1 無期限 無期限 紙 学生部学生支援課会議室学生部学生支援課長 無期限
学務 学生 学生生活指導 学生と学長との懇談会(平成25年度～平成26年度） 学生部学生課学生係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 学生部学生支援課会議室学生部学生支援課長 廃棄
学務 学生 学生生活指導 学生と学長との懇談会(平成27年度） 学生部学生課学生係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 学生部学生支援課会議室学生部学生支援課長 廃棄
学務 学生 学生生活指導 学生と学長との懇談会(平成28年度） 学生部学生課学生係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 学生部学生支援課会議室学生部学生支援課長 廃棄
学務 学生 学生生活指導 学生と学長との懇談会(平成29年度） 学生部学生支援課学生係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 学生部学生支援課会議室学生部学生支援課長 廃棄
学務 学生 学生生活指導 リーダーシップセミナー関係（平成23年度～平成25年度） 学生部学生課企画係 2011年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 学生部学生課事務室 学生部学生支援課長 廃棄
学務 学生 学生生活指導 リーダーシップセミナー関係（平成26年度） 学生部学生課企画係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生部学生課事務室 学生部学生支援課長 廃棄
学務 学生 学生生活指導 リーダーシップセミナー関係（平成27年度） 学生部学生課企画係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生部学生課事務室 学生部学生支援課長 廃棄
学務 学生 学生生活指導 学生生活の手引関係綴(平成20年度） 学生部学生課学生係 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 学生 学生生活指導 学生生活の手引関係綴(平成21年度） 学生部学生課学生係 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 学生 学生生活指導 学生生活の手引関係綴(平成22年度） 学生部学生課学生係 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 学生 学生生活指導 学生生活の手引関係綴(平成23年度） 学生部学生課学生係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 学生 学生生活指導 学生生活の手引関係綴(平成24年度） 学生部学生課学生係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 学生 学生生活指導 学生生活の手引関係綴(平成25年度～平成26年度） 学生部学生課学生係 2013年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 学生 学生生活指導 学生生活の手引関係綴(平成27年度） 学生部学生課学生係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 学生 学生生活指導 学生生活の手引関係綴(平成28年度） 学生部学生課学生係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 学生 学生生活指導 学生生活の手引関係綴(平成29年度） 学生部学生支援課学生係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 学生 学生の組織 学生会関係綴(平成20年度） 学生部学生課学生係 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 学生 学生の組織 学生会関係綴(平成21年度） 学生部学生課学生係 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 学生 学生の組織 学生会関係綴(平成22年度） 学生部学生課学生係 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 学生 学生の組織 学生会関係綴(平成23年度） 学生部学生課学生係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 学生 学生の組織 学生会関係綴(平成24年度） 学生部学生課学生係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 学生 学生の組織 学生会関係綴(平成25年度） 学生部学生課学生係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 学生 学生の組織 学生会関係綴(平成26年度） 学生部学生課学生係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 学生 学生の組織 学生会関係綴(平成27年度） 学生部学生課学生係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 学生 事件・事故 事件・事故関係綴(平成16年度） 学生部学生課総務係 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 学生 事件・事故 事件・事故関係綴(平成17年度） 学生部学生課学生係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 学生 事件・事故 事件・事故関係綴(平成18年度） 学生部学生課学生係 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 学生 事件・事故 事件・事故関係綴(平成19年度） 学生部学生課学生係 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 学生 事件・事故 事件・事故関係綴(平成20年度） 学生部学生課学生係 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 学生 事件・事故 事件・事故関係綴(平成21年度） 学生部学生課学生係 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 学生 事件・事故 事件・事故関係綴(平成22年度） 学生部学生課学生係 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 学生 事件・事故 事件・事故関係綴(平成23年度） 学生部学生課学生係 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 学生 事件・事故 事件・事故関係綴(平成24年度） 学生部学生課学生係 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 学生 事件・事故 事件・事故関係綴(平成25年度） 学生部学生課学生係 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 学生 事件・事故 事件・事故関係綴(平成26年度） 学生部学生課学生係 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 学生 事件・事故 事件・事故関係綴(平成27年度～） 学生部学生支援課学生係 2015年度 未完 30年 未完 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 課外教育 サ-クル団体 合宿・遠征届(平成20年度） 学生部学生課学生係 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 課外教育 サ-クル団体 合宿・遠征届(平成21年度） 学生部学生課学生係 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 課外教育 サ-クル団体 合宿・遠征届(平成22年度） 学生部学生課学生係 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 課外教育 サ-クル団体 合宿・遠征届(平成23年度） 学生部学生課学生係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 課外教育 サ-クル団体 合宿・遠征届(平成24年度） 学生部学生課学生係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 課外教育 サ-クル団体 合宿・遠征届(平成25年度） 学生部学生課学生係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 課外教育 サ-クル団体 合宿・遠征届(平成26年度） 学生部学生課学生係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 課外教育 サ-クル団体 合宿・遠征届(平成27年度） 学生部学生課学生係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 課外教育 サ-クル団体 合宿・遠征届(平成28年度） 学生部学生課学生係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 課外教育 サ-クル団体 合宿・遠征届(平成29年度） 学生部学生支援課学生係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 課外教育 サ-クル団体 事故関係(平成20年度） 学生部学生課学生係 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 課外教育 サ-クル団体 事故関係(平成21年度） 学生部学生課学生係 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 課外教育 サ-クル団体 事故関係(平成22年度） 学生部学生課学生係 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 課外教育 サ-クル団体 事故関係(平成23年度） 学生部学生課学生係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 課外教育 サ-クル団体 事故関係(平成24年度） 学生部学生課学生係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 課外教育 サ-クル団体 事故関係(平成25年度） 学生部学生課学生係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 課外教育 サ-クル団体 事故関係(平成26年度） 学生部学生課学生係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 課外教育 サ-クル団体 事故関係(平成27年度） 学生部学生課学生係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 課外教育 サ-クル団体 事故関係(平成28年度） 学生部学生課学生係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 課外教育 サ-クル団体 事故関係(平成29年度） 学生部学生支援課学生係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 課外教育 サ-クル団体 学生団体設立届(平成25年度） 学生部学生課学生係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 課外教育 サ-クル団体 学生団体設立届(平成26年度） 学生部学生課学生係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 課外教育 サ-クル団体 学生団体設立届(平成27年度） 学生部学生課学生係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 課外教育 サ-クル団体 学生団体設立届(平成28年度） 学生部学生課学生係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 課外教育 サ-クル団体 学生団体設立届(平成29年度） 学生部学生支援課学生係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 課外教育 研修会 来談者合宿研修(平成20年度） 学生部学生課学生係 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 学寮事務室 学生部学生支援課長 廃棄
学務 課外教育 研修会 来談者合宿研修(平成21年度） 学生部学生課学生係 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 学寮事務室 学生部学生支援課長 廃棄
学務 課外教育 研修会 来談者合宿研修(平成22年度） 学生部学生課学生係 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 学寮事務室 学生部学生支援課長 廃棄
学務 課外教育 研修会 来談者合宿研修(平成23年度） 学生部学生課学生係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 学寮事務室 学生部学生支援課長 廃棄
学務 課外教育 研修会 来談者合宿研修(平成24年度） 学生部学生課学生係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 学寮事務室 学生部学生支援課長 廃棄
学務 課外教育 研修会 来談者合宿研修(平成25年度） 学生部学生課学生係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 学寮事務室 学生部学生支援課長 廃棄
学務 厚生 学寮 退寮者名簿(平成20年度） 学生部学生課厚生・寮務係2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 学寮事務室 学生部学生支援課長 廃棄
学務 厚生 学寮 退寮者名簿(平成21年度） 学生部学生課厚生・寮務係2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 学寮事務室 学生部学生支援課長 廃棄
学務 厚生 学寮 退寮者名簿(平成22年度） 学生部学生課厚生・寮務係2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 学寮事務室 学生部学生支援課長 廃棄
学務 厚生 学寮 退寮者名簿(平成23年度） 学生部学生課厚生・寮務係2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 学寮事務室 学生部学生支援課長 廃棄
学務 厚生 学寮 退寮者名簿(平成24年度） 学生部学生課厚生・寮務係2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 学寮事務室 学生部学生支援課長 廃棄
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学務 厚生 学寮 退寮者名簿(平成25年度） 学生部学生課厚生・寮務係2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 学寮事務室 学生部学生支援課長 廃棄
学務 厚生 学寮 退寮者名簿(平成26年度） 学生部学生課厚生・寮務係2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 学寮事務室 学生部学生支援課長 廃棄
学務 厚生 学寮 退寮者名簿(平成27年度） 学生部学生課厚生・寮務係2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 学寮事務室 学生部学生支援課長 廃棄
学務 厚生 学寮 退寮者名簿(平成28年度） 学生部学生課厚生・寮務係2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 学寮事務室 学生部学生支援課長 廃棄
学務 厚生 学寮 退寮者名簿(平成29年度） 学生部学生支援課寮務係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 学寮事務室 学生部学生支援課長 廃棄
学務 厚生 学寮 入寮願書(平成20年度） 学生部学生課厚生・寮務係2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 学寮事務室 学生部学生支援課長 廃棄
学務 厚生 学寮 入寮願書(平成21年度） 学生部学生課厚生・寮務係2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 学寮事務室 学生部学生支援課長 廃棄
学務 厚生 学寮 入寮願書(平成22年度） 学生部学生課厚生・寮務係2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 学寮事務室 学生部学生支援課長 廃棄
学務 厚生 学寮 入寮願書(平成23年度） 学生部学生課厚生・寮務係2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 学寮事務室 学生部学生支援課長 廃棄
学務 厚生 学寮 入寮願書(平成24年度） 学生部学生課厚生・寮務係2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 学寮事務室 学生部学生支援課長 廃棄
学務 厚生 学寮 入寮願書(平成25年度） 学生部学生課厚生・寮務係2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 学寮事務室 学生部学生支援課長 廃棄
学務 厚生 学寮 入寮願書(平成26年度） 学生部学生課厚生・寮務係2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 学寮事務室 学生部学生支援課長 廃棄
学務 厚生 学寮 入寮願書(平成27年度） 学生部学生課厚生・寮務係2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 学寮事務室 学生部学生支援課長 廃棄
学務 厚生 学寮 入寮願書(平成28年度） 学生部学生課厚生・寮務係2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 学寮事務室 学生部学生支援課長 廃棄
学務 厚生 学寮 入寮願書(平成29年度） 学生部学生支援課寮務係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 学寮事務室 学生部学生支援課長 廃棄
学務 厚生 学寮 入寮名簿(平成20年度） 学生部学生課厚生・寮務係2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 学寮事務室 学生部学生支援課長 廃棄
学務 厚生 学寮 入寮名簿(平成21年度） 学生部学生課厚生・寮務係2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 学寮事務室 学生部学生支援課長 廃棄
学務 厚生 学寮 入寮名簿(平成22年度） 学生部学生課厚生・寮務係2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 学寮事務室 学生部学生支援課長 廃棄
学務 厚生 学寮 入寮名簿(平成23年度） 学生部学生課厚生・寮務係2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 学寮事務室 学生部学生支援課長 廃棄
学務 厚生 学寮 入寮名簿(平成24年度） 学生部学生課厚生・寮務係2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 学寮事務室 学生部学生支援課長 廃棄
学務 厚生 学寮 入寮名簿(平成25年度） 学生部学生課厚生・寮務係2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 学寮事務室 学生部学生支援課長 廃棄
学務 厚生 学寮 入寮名簿(平成26年度） 学生部学生課厚生・寮務係2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 学寮事務室 学生部学生支援課長 廃棄
学務 厚生 学寮 入寮名簿(平成27年度） 学生部学生課厚生・寮務係2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 学寮事務室 学生部学生支援課長 廃棄
学務 厚生 学寮 入寮名簿(平成28年度） 学生部学生課厚生・寮務係2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 学寮事務室 学生部学生支援課長 廃棄
学務 厚生 学寮 入寮名簿(平成29年度） 学生部学生支援課寮務係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 学寮事務室 学生部学生支援課長 廃棄
会計 厚生 学寮 債権管理簿・寮費(平成20年度） 学生部学生課厚生・寮務係2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 学寮事務室 学生部学生支援課長 廃棄
会計 厚生 学寮 債権管理簿・寮費(平成21年度） 学生部学生課厚生・寮務係2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 学寮事務室 学生部学生支援課長 廃棄
会計 厚生 学寮 債権管理簿・寮費(平成22年度） 学生部学生課厚生・寮務係2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 学寮事務室 学生部学生支援課長 廃棄
会計 厚生 学寮 債権管理簿・寮費(平成23年度） 学生部学生課厚生・寮務係2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 学寮事務室 学生部学生支援課長 廃棄
会計 厚生 学寮 債権管理簿・寮費(平成24年度） 学生部学生課厚生・寮務係2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 学寮事務室 学生部学生支援課長 廃棄
会計 厚生 学寮 債権管理簿・寮費(平成25年度） 学生部学生課厚生・寮務係2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 学寮事務室 学生部学生支援課長 廃棄
会計 厚生 学寮 債権管理簿・寮費(平成26年度） 学生部学生課厚生・寮務係2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 学寮事務室 学生部学生支援課長 廃棄
会計 厚生 学寮 債権管理簿・寮費(平成27年度） 学生部学生課厚生・寮務係2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 学寮事務室 学生部学生支援課長 廃棄
会計 厚生 学寮 債権管理簿・寮費(平成28年度） 学生部学生課厚生・寮務係2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 学寮事務室 学生部学生支援課長 廃棄
会計 厚生 学寮 債権管理簿・寮費(平成29年度） 学生部学生支援課寮務係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 学寮事務室 学生部学生支援課長 廃棄
会計 厚生 学寮 債権管理簿・維持費(平成20年度） 学生部学生課厚生・寮務係2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 学寮事務室 学生部学生支援課長 廃棄
会計 厚生 学寮 債権管理簿・維持費(平成21年度） 学生部学生課厚生・寮務係2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 学寮事務室 学生部学生支援課長 廃棄
会計 厚生 学寮 債権管理簿・維持費(平成22年度） 学生部学生課厚生・寮務係2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 学寮事務室 学生部学生支援課長 廃棄
会計 厚生 学寮 債権管理簿・維持費(平成23年度） 学生部学生課厚生・寮務係2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 学寮事務室 学生部学生支援課長 廃棄
会計 厚生 学寮 債権管理簿・維持費(平成24年度） 学生部学生課厚生・寮務係2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 学寮事務室 学生部学生支援課長 廃棄
会計 厚生 学寮 債権管理簿・維持費(平成25年度） 学生部学生課厚生・寮務係2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 学寮事務室 学生部学生支援課長 廃棄
会計 厚生 学寮 債権管理簿・維持費(平成26年度） 学生部学生課厚生・寮務係2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 学寮事務室 学生部学生支援課長 廃棄
会計 厚生 学寮 債権管理簿・維持費(平成27年度） 学生部学生課厚生・寮務係2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 学寮事務室 学生部学生支援課長 廃棄
会計 厚生 学寮 債権管理簿・維持費(平成28年度） 学生部学生課厚生・寮務係2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 学寮事務室 学生部学生支援課長 廃棄
会計 厚生 学寮 債権管理簿・維持費(平成29年度） 学生部学生支援課寮務係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 学寮事務室 学生部学生支援課長 廃棄
会計 厚生 学寮 預り金月次収支報告書（平成20年度） 学生部学生課厚生・寮務係2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 学寮事務室 学生部学生支援課長 廃棄
会計 厚生 学寮 預り金月次収支報告書（平成21年度） 学生部学生課厚生・寮務係2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 学寮事務室 学生部学生支援課長 廃棄
会計 厚生 学寮 預り金月次収支報告書（平成22年度） 学生部学生課厚生・寮務係2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 学寮事務室 学生部学生支援課長 廃棄
会計 厚生 学寮 預り金月次収支報告書（平成23年度） 学生部学生課厚生・寮務係2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 学寮事務室 学生部学生支援課長 廃棄
会計 厚生 学寮 預り金月次収支報告書（平成24年度） 学生部学生課厚生・寮務係2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 学寮事務室 学生部学生支援課長 廃棄
会計 厚生 学寮 預り金月次収支報告書（平成25年度） 学生部学生課厚生・寮務係2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 学寮事務室 学生部学生支援課長 廃棄
会計 厚生 学寮 預り金月次収支報告書（平成26年度） 学生部学生課厚生・寮務係2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 学寮事務室 学生部学生支援課長 廃棄
会計 厚生 学寮 預り金月次収支報告書（平成27年度） 学生部学生課厚生・寮務係2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 学寮事務室 学生部学生支援課長 廃棄
会計 厚生 学寮 預り金月次収支報告書（平成28年度） 学生部学生課厚生・寮務係2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 学寮事務室 学生部学生支援課長 廃棄
会計 厚生 学寮 預り金月次収支報告書（平成29年度） 学生部学生支援課寮務係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 学寮事務室 学生部学生支援課長 廃棄
会計 厚生 学寮 在籍者数（平成20年度） 学生部学生課厚生・寮務係2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 学寮事務室 学生部学生支援課長 廃棄
会計 厚生 学寮 在籍者数（平成21年度） 学生部学生課厚生・寮務係2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 学寮事務室 学生部学生支援課長 廃棄
会計 厚生 学寮 在籍者数（平成22年度） 学生部学生課厚生・寮務係2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 学寮事務室 学生部学生支援課長 廃棄
会計 厚生 学寮 在籍者数（平成23年度） 学生部学生課厚生・寮務係2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 学寮事務室 学生部学生支援課長 廃棄
会計 厚生 学寮 在籍者数（平成24年度） 学生部学生課厚生・寮務係2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 学寮事務室 学生部学生支援課長 廃棄
会計 厚生 学寮 在籍者数（平成25年度） 学生部学生課厚生・寮務係2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 学寮事務室 学生部学生支援課長 廃棄
会計 厚生 学寮 在籍者数（平成26年度） 学生部学生課厚生・寮務係2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 学寮事務室 学生部学生支援課長 廃棄
会計 厚生 学寮 在籍者数（平成27年度） 学生部学生課厚生・寮務係2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 学寮事務室 学生部学生支援課長 廃棄
会計 厚生 学寮 在籍者数（平成28年度） 学生部学生課厚生・寮務係2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 学寮事務室 学生部学生支援課長 廃棄
会計 厚生 学寮 在籍者数（平成29年度） 学生部学生支援課寮務係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 学寮事務室 学生部学生支援課長 廃棄
学務 厚生 その他 健康診断関係（平成25年度～平成26年度） 学生部学生課企画係 2013年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 厚生 その他 健康診断関係（平成27年度） 学生部学生課企画係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 厚生 その他 健康診断関係（平成28年度） 学生部学生課企画係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 厚生 その他 健康診断関係（平成29年度） 学生部学生支援課学生係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 厚生 その他 感染対策関係①（平成25年度） 学生部学生課企画係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 厚生 その他 感染対策関係②（平成25年度） 学生部学生課企画係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 厚生 その他 感染対策関係（平成26年度） 学生部学生課企画係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 厚生 その他 感染対策関係（平成27年度） 学生部学生課企画係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 厚生 その他 感染対策関係（平成28年度） 学生部学生課企画係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 厚生 その他 感染対策関係（平成29年度） 学生部学生支援課学生係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学援護 授業料免除 後期授業料免除申請書(平成25年度） 学生部学生支援課学生援護係2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学援護 授業料免除 後期授業料免除申請書(平成26年度） 学生部学生支援課学生援護係2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学援護 授業料免除 後期授業料免除申請書(平成27年度） 学生部学生支援課学生援護係2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学援護 授業料免除 後期授業料免除申請書(平成28年度） 学生部学生支援課学生援護係2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生部学生支援課会議室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学援護 授業料免除 後期授業料免除申請書(平成29年度） 学生部学生支援課学生援護係2017年度 2018/4/1 5年 2023/4/1 紙 学生部学生支援課会議室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学援護 授業料免除 授業料免除関係(平成23年度） 学生部学生支援課学生援護係2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 学生部学生支援課会議 学生部学生支援課長 廃棄 作成時期を2011/4/1に変更。
学務 奨学援護 授業料免除 授業料免除関係(平成24年度） 学生部学生支援課学生援護係2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 学生部学生支援課会議 学生部学生支援課長 廃棄
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学務 奨学援護 授業料免除 授業料免除関係(平成25年度） 学生部学生支援課学生援護係2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 学生部学生支援課会議 学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学援護 授業料免除 授業料免除関係(平成26年度） 学生部学生支援課学生援護係2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 学生部学生支援課会議 学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学援護 授業料免除 授業料免除関係(平成27年度） 学生部学生支援課学生援護係2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 学生部学生支援課会議 学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学援護 授業料免除 授業料免除関係(平成28年度） 学生部学生支援課学生援護係2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学援護 授業料免除 授業料免除関係(平成29年度） 学生部学生支援課学生援護係2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学援護 授業料免除 前期授業料免除申請書(平成25年度） 学生部学生支援課学生援護係2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学援護 授業料免除 前期授業料免除申請書(平成26年度） 学生部学生支援課学生援護係2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学援護 授業料免除 前期授業料免除申請書(平成27年度） 学生部学生支援課学生援護係2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学援護 授業料免除 前期授業料免除申請書(平成28年度） 学生部学生支援課学生援護係2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学援護 授業料免除 前期授業料免除申請書(平成29年度） 学生部学生支援課学生援護係2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生部学生支援課会議室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学援護 授業料免除 学業成績優秀者・学術研究優秀者関係（平成24年度） 学生部学生支援課学生援護係2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 学生部学生支援課会議室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学援護 授業料免除 学業成績優秀者・学術研究優秀者関係（平成25年度） 学生部学生支援課学生援護係2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 学生部学生支援課会議室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学援護 授業料免除 学業成績優秀者・学術研究優秀者関係（平成26年度） 学生部学生支援課学生援護係2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 学生部学生支援課会議室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学援護 授業料免除 学業成績優秀者・学術研究優秀者関係（平成27年度） 学生部学生支援課学生援護係2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 学生部学生支援課会議 学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学援護 授業料免除 学業成績優秀者・学術研究優秀者関係（平成28年度） 学生部学生支援課学生援護係2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学援護 授業料免除 学業成績優秀者・学術研究優秀者関係（平成29年度） 学生部学生支援課学生援護係2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学援護 入学料免除 入学料免除及び徴収猶予関係(平成23年度） 学生部学生支援課学生援護係2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄 ファイル名を「入学料免除及び徴収猶予関係（○年度）」に変
学務 奨学援護 入学料免除 入学料免除及び徴収猶予関係(平成24年度） 学生部学生支援課学生援護係2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 学生部学生支援課会議室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学援護 入学料免除 入学料免除及び徴収猶予関係(平成25年度） 学生部学生支援課学生援護係2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 学生部学生支援課会議室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学援護 入学料免除 入学料免除及び徴収猶予関係(平成26年度） 学生部学生支援課学生援護係2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 学生部学生支援課会議室学生部学生支援課長 廃棄

学務 奨学援護 入学料免除 入学料免除及び徴収猶予関係(平成27年度） 学生部学生支援課学生援護係2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
学生部学生支援課会議
室

学生部学生支援課長 廃棄

学務 奨学援護 入学料免除 入学料免除及び徴収猶予関係(平成28年度） 学生部学生支援課学生援護係2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学援護 入学料免除 入学料免除及び徴収猶予関係(平成29年度） 学生部学生支援課学生援護係2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学援護 入学料免除 入学料免除申請書(平成25年度） 学生部学生支援課学生援護係2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学援護 入学料免除 入学料免除申請書(平成26年度） 学生部学生支援課学生援護係2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学援護 入学料免除 入学料免除申請書(平成27年度） 学生部学生支援課学生援護係2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学援護 入学料免除 入学料免除申請書(平成28年度） 学生部学生支援課学生援護係2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学援護 入学料免除 入学料免除申請書(平成29年度） 学生部学生支援課学生援護係2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生部学生支援課会議室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学援護 授業料免除 （株）オリコ学費サポートローン（平成27年度） 学生部学生支援課学生援護係2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学援護 アルバイト アルバイト求人票綴り(平成29年度） 学生部学生支援課学生援護係2017年度 2018/4/1 1年 2019/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学援護 アルバイト 家庭教師求人票(平成29年度） 学生部学生支援課学生援護係2017年度 2018/4/1 1年 2019/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学援護 傷害保険 保険業務関係（後援会関係・問合せ・依頼関係・加入証明書関係・日本国際教育支援協会関係）（平成25年度）学生部学生支援課学生援護係2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 学生部学生支援課事務 学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学援護 傷害保険 保険業務関係（後援会関係・問合せ・依頼関係・加入証明書関係・日本国際教育支援協会関係）（平成26年度）学生部学生支援課学生援護係2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生部学生支援課事務 学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学援護 傷害保険 保険業務関係（後援会関係・問合せ・依頼関係・加入証明書関係・日本国際教育支援協会関係）（平成27年度）学生部学生支援課学生援護係2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学援護 傷害保険 保険業務関係（後援会関係・問合せ・依頼関係・加入証明書関係・日本国際教育支援協会関係）（平成28年度）学生部学生支援課学生援護係2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学援護 傷害保険 保険業務関係（後援会関係・問合せ・依頼関係・加入証明書関係・日本国際教育支援協会関係）（平成29年度）学生部学生支援課学生援護係2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学援護 傷害保険 学生教育研究災害傷害保険・学研災付帯賠償責任保険集計報告書/加入者名簿(平成25年度）学生部学生支援課学生援護係2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学援護 傷害保険 学生教育研究災害傷害保険・学研災付帯賠償責任保険集計報告書/加入者名簿(平成26年度）学生部学生支援課学生援護係2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学援護 傷害保険 学生教育研究災害傷害保険・学研災付帯賠償責任保険集計報告書/加入者名簿(平成27年度）学生部学生支援課学生援護係2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学援護 傷害保険 学生教育研究災害傷害保険・学研災付帯賠償責任保険集計報告書/加入者名簿(平成28年度）学生部学生支援課学生援護係2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学援護 傷害保険 学生教育研究災害傷害保険・学研災付帯賠償責任保険集計報告書/加入者名簿(平成29年度）学生部学生支援課学生援護係2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学援護 傷害保険 加入者名簿(平成25年度） 学生部学生支援課学生援護係2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学援護 傷害保険 加入者名簿(平成26年度） 学生部学生支援課学生援護係2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学援護 傷害保険 加入者名簿(平成27年度） 学生部学生支援課学生援護係2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学援護 傷害保険 加入者名簿(平成28年度） 学生部学生支援課学生援護係2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学援護 傷害保険 加入者名簿(平成29年度） 学生部学生支援課学生援護係2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学援護 傷害保険 学生教育研究災害傷害保険関連(預り金）(平成25年度） 学生部学生支援課学生援護係2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学援護 傷害保険 学生教育研究災害傷害保険関連(預り金）(平成26年度） 学生部学生支援課学生援護係2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学援護 傷害保険 学生教育研究災害傷害保険関連(預り金）(平成27年度） 学生部学生支援課学生援護係2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学援護 傷害保険 学生教育研究災害傷害保険関連(預り金）(平成28年度） 学生部学生支援課学生援護係2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学援護 傷害保険 学生教育研究災害傷害保険関連(預り金）(平成29年度） 学生部学生支援課学生援護係2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学援護 傷害保険 払込取扱票綴(平成23年度） 学生部学生支援課学生援護係2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学援護 傷害保険 払込取扱票綴(平成24年度） 学生部学生支援課学生援護係2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学援護 傷害保険 払込取扱票綴(平成25年度） 学生部学生支援課学生援護係2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学援護 傷害保険 払込取扱票綴(平成26年度） 学生部学生支援課学生援護係2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学援護 傷害保険 払込取扱票綴(平成27年度） 学生部学生支援課学生援護係2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学援護 傷害保険 払込取扱票綴(平成28年度） 学生部学生支援課学生援護係2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学援護 傷害保険 払込取扱票綴(平成29年度） 学生部学生支援課学生援護係2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学援護 傷害保険 学研災・付帯賠契約内容変更通知書綴(平成25年） 学生部学生支援課学生援護係2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学援護 傷害保険 学研災・付帯賠契約内容変更通知書綴(平成26年） 学生部学生支援課学生援護係2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学援護 傷害保険 学研災・付帯賠契約内容変更通知書綴(平成27年） 学生部学生支援課学生援護係2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学援護 傷害保険 学研災・付帯賠契約内容変更通知書綴(平成28年） 学生部学生支援課学生援護係2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学援護 傷害保険 学研災・付帯賠契約内容変更通知書綴(平成29年） 学生部学生支援課学生援護係2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学援護 傷害保険 学研災・付帯賠保険金請求書綴(平成25年） 学生部学生支援課学生援護係2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学援護 傷害保険 学研災・付帯賠保険金請求書綴(平成26年） 学生部学生支援課学生援護係2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学援護 傷害保険 学研災・付帯賠保険金請求書綴(平成27年） 学生部学生支援課学生援護係2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学援護 傷害保険 学研災・付帯賠保険金請求書綴(平成28年） 学生部学生支援課学生援護係2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学援護 傷害保険 学研災・付帯賠保険金請求書綴(平成29年） 学生部学生支援課学生援護係2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構在学採用願書綴第一種・学部1年次(平成25年度） 学生部学生課奨学援護係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構在学採用願書綴第一種・学部2年次以上(平成25年度）学生部学生課奨学援護係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構在学採用願書綴第二種・学部1年次(平成25年度） 学生部学生課奨学援護係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構在学採用願書綴第二種・学部2年次以上(平成25年度）学生部学生課奨学援護係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構在学採用願書綴第一種・学部1年次(平成26年度） 学生部学生課奨学援護係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生部学生支援課会議室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構在学採用願書綴第一種・学部2年次以上(平成26年度）学生部学生課奨学援護係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生部学生支援課会議室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構在学採用願書綴第二種・学部1年次(平成26年度） 学生部学生課奨学援護係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生部学生支援課会議室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構在学採用願書綴第二種・学部2年次以上(平成26年度）学生部学生課奨学援護係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生部学生支援課会議室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構在学採用願書綴第一種・学部1年次(平成27年度） 学生部学生課奨学援護係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生部学生支援課会議室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構在学採用願書綴第一種・学部2年次以上(平成27年度）学生部学生課奨学援護係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生部学生支援課会議室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構在学採用願書綴第二種・学部1年次(平成27年度） 学生部学生課奨学援護係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生部学生支援課会議室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構在学採用願書綴第二種・学部2年次以上(平成27年度）学生部学生課奨学援護係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生部学生支援課会議室学生部学生支援課長 廃棄
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学務 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構在学採用願書綴第一種・学部1年次(平成28年度） 学生部学生支援課奨学係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構在学採用願書綴第一種・学部2年次以上(平成28年度）学生部学生支援課奨学係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構在学採用願書綴第二種・学部1年次(平成28年度） 学生部学生支援課奨学係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構在学採用願書綴第二種・学部2年次以上(平成28年度）学生部学生支援課奨学係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構在学採用願書綴第一種・学部1年次(平成29年度） 学生部学生支援課奨学係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構在学採用願書綴第一種・学部2年次以上(平成29年度）学生部学生支援課奨学係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構在学採用願書綴第二種・学部1年次(平成29年度） 学生部学生支援課奨学係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構在学採用願書綴第二種・学部2年次以上(平成29年度）学生部学生支援課奨学係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構在学採用願書綴第一種・学部1年次(平成30年度） 学生部学生支援課奨学係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構在学採用願書綴第一種・学部2年次以上(平成30年度）学生部学生支援課奨学係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構在学採用願書綴第二種・学部1年次(平成30年度） 学生部学生支援課奨学係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構在学採用願書綴第二種・学部2年次以上(平成30年度）学生部学生支援課奨学係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構奨学金定期採用推薦・選考・採用(平成22年度） 学生部学生課奨学援護係 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構奨学金定期採用推薦・選考・採用(平成23年度） 学生部学生課奨学援護係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構奨学金定期採用推薦・選考・採用(平成24年度） 学生部学生課奨学援護係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構奨学金定期採用推薦・選考・採用(平成25年度） 学生部学生課奨学援護係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構奨学金定期採用推薦・選考・採用(平成26年度） 学生部学生課奨学援護係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 学生部学生支援課会議室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構奨学金定期採用推薦・選考・採用(平成27年度） 学生部学生課奨学援護係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 学生部学生支援課会議室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構奨学金定期採用推薦・選考・採用(平成28年度） 学生部学生支援課奨学係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構奨学金定期採用推薦・選考・採用(平成29年度） 学生部学生支援課奨学係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構奨学金定期採用推薦・選考・採用(平成30年度） 学生部学生支援課奨学係 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構奨学金緊急・応急採用推薦(平成20年度～26年度）学生部学生課奨学援護係 2008年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 学生部学生支援課会議室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構奨学金緊急・応急採用推薦(平成28年度） 学生部学生支援課奨学係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構奨学金緊急・応急採用推薦(平成29年度） 学生部学生支援課奨学係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構奨学金緊急・応急採用推薦(平成30年度） 学生部学生支援課奨学係 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構奨学金臨時採用推薦・選考・採用(平成24年度） 学生部学生課奨学援護係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構奨学金臨時採用推薦・選考・採用(平成25年度） 学生部学生課奨学援護係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構奨学金臨時採用推薦・選考・採用(平成26年度） 学生部学生課奨学援護係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構奨学金臨時採用推薦・選考・採用(平成27年度） 学生部学生課奨学援護係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構奨学金臨時採用推薦・選考・採用(平成28年度） 学生部学生支援課奨学係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構奨学金臨時採用推薦・選考・採用(平成29年度） 学生部学生支援課奨学係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構奨学金臨時採用推薦・選考・採用(平成30年度） 学生部学生支援課奨学係 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 奨学金継続願・適格認定関係綴(平成25年度） 学生部学生課奨学援護係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 奨学金継続願・適格認定関係綴(平成26年度） 学生部学生課奨学援護係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生部学生支援課会議室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 奨学金継続願・適格認定関係綴(平成27年度） 学生部学生課奨学援護係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生部学生支援課会議室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 奨学金継続願・適格認定関係綴(平成28年度） 学生部学生支援課奨学係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 奨学金継続願・適格認定関係綴(平成29年度） 学生部学生支援課奨学係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 奨学金継続願・適格認定関係綴(平成30年度） 学生部学生支援課奨学係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構予約採用関係(平成21年度） 学生部学生課奨学援護係 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構予約採用関係(平成22年度） 学生部学生課奨学援護係 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構予約採用関係(平成23年度） 学生部学生課奨学援護係 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構予約採用関係(平成24年度） 学生部学生課奨学援護係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構予約採用関係(平成25年度） 学生部学生課奨学援護係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構予約採用関係(平成26年度）推薦 学生部学生課奨学援護係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 学生部学生支援課会議室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構予約採用関係(平成27年度）推薦 学生部学生課奨学援護係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 学生部学生支援課会議室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構予約採用関係(平成28年度）推薦 学生部学生課奨学援護係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 学生部学生支援課会議室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構予約採用関係(平成29年度）推薦 学生部学生支援課奨学係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構予約採用関係(平成30年度）推薦 学生部学生支援課奨学係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構予約採用関係(平成31年度）推薦 学生部学生支援課奨学係 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 予約採用候補者(進学届・確認書）(平成25年度） 学生部学生課奨学援護係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 予約採用候補者(進学届・確認書）(平成26年度） 学生部学生課奨学援護係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生部学生支援課会議室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 予約採用候補者(進学届・確認書）(平成27年度） 学生部学生課奨学援護係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生部学生支援課会議室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 予約採用候補者(進学届・確認書）(平成28年度） 学生部学生支援課奨学係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 予約採用候補者(進学届・確認書）(平成29年度） 学生部学生支援課奨学係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 予約採用候補者(進学届・確認書）(平成30年度） 学生部学生支援課奨学係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 予約採用候補者(進学届・確認書）大学院(平成25年度） 学生部学生課奨学援護係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 予約採用候補者(進学届・確認書）大学院(平成26年度） 学生部学生課奨学援護係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生部学生支援課会議室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 予約採用候補者(進学届・確認書）大学院(平成27年度） 学生部学生課奨学援護係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生部学生支援課会議室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 予約採用候補者(進学届・確認書）大学院(平成28年度） 学生部学生支援課奨学係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 予約採用候補者(進学届・確認書）大学院(平成29年度） 学生部学生支援課奨学係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 予約採用候補者(進学届・確認書）大学院(平成30年度） 学生部学生支援課奨学係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 異動願(届）(平成25年度） 学生部学生課奨学援護係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 異動願(届）(平成26年度） 学生部学生課奨学援護係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生部学生支援課会議室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 異動願(届）(平成27年度） 学生部学生課奨学援護係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生部学生支援課会議室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 異動願(届）(平成28年度） 学生部学生支援課奨学係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 異動願(届）(平成29年度） 学生部学生支援課奨学係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 異動願(届）(平成30年度） 学生部学生支援課奨学係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 借用証書・返還誓約書送付簿(平成25年度） 学生部学生課奨学援護係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 借用証書・返還誓約書送付簿(平成26年度） 学生部学生課奨学援護係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生部学生支援課会議室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 借用証書・返還誓約書送付簿(平成27年度） 学生部学生課奨学援護係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生部学生支援課会議室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 借用証書・返還誓約書送付簿(平成28年度） 学生部学生支援課奨学係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 借用証書・返還誓約書送付簿(平成29年度） 学生部学生支援課奨学係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 借用証書・返還誓約書送付簿(平成30年度） 学生部学生支援課奨学係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 返還免除候補者関係申請書(平成25年度） 学生部学生課奨学援護係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 返還免除候補者関係申請書(平成26年度） 学生部学生課奨学援護係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生部学生支援課会議室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 返還免除候補者関係申請書(平成27年度） 学生部学生課奨学援護係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生部学生支援課会議室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 返還免除候補者関係申請書(平成28年度） 学生部学生支援課奨学係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 返還免除候補者関係申請書(平成29年度） 学生部学生支援課奨学係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 返還免除候補者関係申請書(平成30年度） 学生部学生支援課奨学係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 業績優秀者返還免除関係(院一種）推薦(平成24年度） 学生部学生課奨学援護係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 業績優秀者返還免除関係(院一種）推薦(平成25年度） 学生部学生課奨学援護係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生部学生支援課会議室学生部学生支援課長 廃棄



大分類 中分類 小分類 法人文書ファイル名 作成・取得者
作成（取得）
時期

保存期間の
起算日

保存期間
保存期間満了
日

媒体の
種別

保存場所 文書管理者
保存期間
満了時の
措置

備考

学務 奨学金 日本学生支援機構 業績優秀者返還免除関係(院一種）推薦(平成26年度） 学生部学生課奨学援護係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生部学生支援課会議室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 業績優秀者返還免除関係(院一種）推薦(平成27年度） 学生部学生支援課奨学係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 業績優秀者返還免除関係(院一種）推薦(平成28年度） 学生部学生支援課奨学係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 業績優秀者返還免除関係(院一種）推薦(平成29年度） 学生部学生支援課奨学係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 業績優秀者返還免除関係(院一種）推薦(平成30年度） 学生部学生支援課奨学係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構予約採用願書綴(平成26年度） 学生部学生課奨学援護係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構予約採用願書綴(平成27年度） 学生部学生課奨学援護係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生部学生支援課会議室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構予約採用願書綴(平成28年度） 学生部学生課奨学援護係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生部学生支援課会議室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構予約採用願書綴(平成29年度） 学生部学生支援課奨学係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構予約採用願書綴(平成30年度） 学生部学生支援課奨学係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構予約採用願書綴(平成31年度） 学生部学生支援課奨学係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 その他 調査回答（平成25年度） 学生部学生課奨学援護係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 その他 調査回答（平成26年度） 学生部学生課奨学援護係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生部学生支援課会議室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 その他 調査回答（平成27年度） 学生部学生課奨学援護係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生部学生支援課会議室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 その他 調査回答（平成28年度） 学生部学生支援課奨学係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 その他 調査回答（平成29年度） 学生部学生支援課奨学係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 その他 調査回答（平成30年度） 学生部学生支援課奨学係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 各種奨学金 財団地方公共団体等(募集・推薦・採用）(平成25年度） 学生部学生課奨学援護係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 各種奨学金 財団地方公共団体等(募集・推薦・採用）(平成26年度） 学生部学生課奨学援護係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生部学生支援課会議室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 各種奨学金 財団地方公共団体等(募集・推薦・採用）(平成27年度） 学生部学生課奨学援護係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生部学生支援課会議室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 各種奨学金 財団地方公共団体等(募集・推薦・採用）(平成28年度） 学生部学生支援課奨学係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 各種奨学金 財団地方公共団体等(募集・推薦・採用）(平成29年度） 学生部学生支援課奨学係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 各種奨学金 財団地方公共団体等(募集・推薦・採用）(平成30年度） 学生部学生支援課奨学係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 その他 規則関係（制定・改廃）（平成24年度～30年度） 学生部学生課奨学援護係 2012年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 各種奨学金 琉球大学後援財団奨学金(平成25年度～28年度） 学生部学生課奨学援護係 2013年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生部学生支援課会議室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 各種奨学金 琉球大学後援財団奨学金(平成29年度） 学生部学生課奨学援護係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生部学生支援課会議室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 各種奨学金 琉球大学後援財団奨学金(平成30年度） 学生部学生課奨学援護係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生部学生支援課会議室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 各種奨学金 地方公共団体等(募集・推薦・採用）(平成25年度） 学生部学生課奨学援護係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 各種奨学金 地方公共団体等(募集・推薦・採用）(平成26年度） 学生部学生課奨学援護係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生部学生支援課会議室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 各種奨学金 地方公共団体等(募集・推薦・採用）(平成27年度） 学生部学生課奨学援護係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生部学生支援課会議室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 各種奨学金 地方公共団体等(募集・推薦・採用）(平成28年度） 学生部学生支援課奨学係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 各種奨学金 地方公共団体等(募集・推薦・採用）(平成29年度） 学生部学生支援課奨学係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 各種奨学金 地方公共団体等(募集・推薦・採用）(平成30年度） 学生部学生支援課奨学係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 各種奨学金 財団等民間団体(募集・推薦・採用）(平成20年度） 学生部学生課奨学援護係 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 学生部学生課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 各種奨学金 財団等民間団体(募集・推薦・採用）(平成21年度） 学生部学生課奨学援護係 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 学生部学生課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 各種奨学金 財団等民間団体(募集・推薦・採用）(平成22年度） 学生部学生課奨学援護係 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 学生部学生課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 各種奨学金 財団等民間団体(募集・推薦・採用）(平成23年度） 学生部学生課奨学援護係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 学生部学生課事務室 学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 各種奨学金 財団等民間団体(募集・推薦・採用）(平成24年度） 学生部学生課奨学援護係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 学生部学生課事務室 学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 各種奨学金 財団等民間団体(募集・推薦・採用）(平成25年度） 学生部学生課奨学援護係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 学生部学生課事務室 学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 各種奨学金 財団等民間団体(募集・推薦・採用）(平成26年度） 学生部学生課奨学援護係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 学生部学生課事務室 学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 各種奨学金 財団等民間団体(募集・推薦・採用）(平成27年度） 学生部学生課奨学援護係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 学生部学生課事務室 学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 各種奨学金 財団等民間団体(募集・推薦・採用）(平成28年度） 学生部学生支援課奨学係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 各種奨学金 財団等民間団体(募集・推薦・採用）(平成29年度） 学生部学生支援課奨学係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 各種奨学金 財団等民間団体(募集・推薦・採用）(平成30年度） 学生部学生支援課奨学係 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 各種奨学金 樫山奨学金(募集・推薦・採用）(平成24年度） 学生部学生課奨学援護係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 学生部学生課事務室 学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 各種奨学金 樫山奨学金(募集・推薦・採用）(平成25年度） 学生部学生課奨学援護係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 学生部学生課事務室 学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 各種奨学金 樫山奨学金(募集・推薦・採用）(平成26・27年度） 学生部学生課奨学援護係 2014年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 学生部学生課事務室 学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 各種奨学金 樫山奨学金(募集・推薦・採用）(平成28年度） 学生部学生支援課奨学係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 各種奨学金 樫山奨学金(募集・推薦・採用）(平成29年度） 学生部学生支援課奨学係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 各種奨学金 樫山奨学金(募集・推薦・採用）(平成30年度） 学生部学生支援課奨学係 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 各種奨学金 三菱商事緊急奨学金（平成23年～25年度）推薦・奨学金支払 学生部学生課奨学援護係 2011年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 学生部学生課事務室 学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 各種奨学金 三菱商事緊急奨学金（平成26・27年度）推薦・奨学金支払 学生部学生課奨学援護係 2014年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 学生部学生課事務室 学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学金 各種奨学金 第二種短期留学・第一種協定派遣(25～28年度） 学生部学生課奨学援護係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 会議 学内会議委員会 学生支援・指導専門委員会（23年度） 学生部学生課 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 学生部学生課事務室 学生部学生支援課長 廃棄
学務 会議 学内会議委員会 学生支援・指導専門委員会（24年度） 学生部学生課 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 学生部学生課事務室 学生部学生支援課長 廃棄
学務 会議 学内会議委員会 学生支援・指導専門委員会（25年度） 学生部学生課 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 学生部学生課事務室 学生部学生支援課長 廃棄
学務 会議 学内会議委員会 学生支援・指導専門委員会（26年度） 学生部学生課 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 学生部学生課事務室 学生部学生支援課長 廃棄
学務 会議 学内会議委員会 学生支援・指導専門委員会（27年度） 学生部学生課 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 学生部学生課事務室 学生部学生支援課長 廃棄
学務 会議 学内会議委員会 学生支援・指導専門委員会（28年度） 学生部学生支援課 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 会議 学内会議委員会 学生支援・指導専門委員会（29年度） 学生部学生支援課 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 会議 学内会議委員会 学生支援・指導専門委員会（30年度） 学生部学生支援課 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 学生 課外活動 課外活動援助金関係(平成25年度） 学生部学生課学生係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 学生 課外活動 課外活動援助金関係(平成26年度） 学生部学生課学生係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 学生 課外活動 課外活動援助金関係(平成27年度） 学生部学生課学生係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 学生 課外活動 課外活動援助金関係(平成28年度） 学生部学生課学生係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 学生 課外活動 課外活動援助金関係(平成29年度） 学生部学生支援課学生係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
会計 予算 概算要求関係 予算関係（平成24年度） 学生部学生課学生援護係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
会計 予算 概算要求関係 予算関係（平成25年度） 学生部学生課学生援護係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 学生部学生支援課事務 学生部学生支援課長 廃棄
会計 予算 概算要求関係 予算関係（平成26年度） 学生部学生課学生援護係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 学生部学生支援課事務 学生部学生支援課長 廃棄
会計 予算 概算要求関係 予算関係（平成27年度） 学生部学生課学生援護係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 学生部学生支援課事務 学生部学生支援課長 廃棄
会計 予算 概算要求関係 予算関係（平成28年度） 学生部学生支援課学生援護係2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 学生部学生支援課事務 学生部学生支援課長 廃棄
会計 予算 概算要求関係 予算関係（平成29年度） 学生部学生支援課学生援護係2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学援護 各種奨学金 調査等関係（平成25年度） 学生部学生課学生援護係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 学生部学生支援課会議 学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学援護 各種奨学金 調査等関係（平成26年度） 学生部学生課学生援護係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生部学生支援課会議 学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学援護 各種奨学金 調査等関係（平成27年度） 学生部学生課学生援護係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生部学生支援課会議 学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学援護 各種奨学金 調査等関係（平成28年度） 学生部学生支援課学生援護係2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生部学生支援課会議 学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学援護 授業料免除 学生支援システム関係（平成24年度） 学生部学生課学生援護係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学援護 授業料免除 学生支援システム関係（平成25年度） 学生部学生課学生援護係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学援護 授業料免除 学生支援システム関係（平成26年度） 学生部学生課学生援護係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 学生部学生支援課事務 学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学援護 授業料免除 学生支援システム関係（平成27年度） 学生部学生課学生援護係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 学生部学生支援課事務 学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学援護 授業料免除 学生支援システム関係（平成28年度） 学生部学生支援課学生援護係2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学援護 授業料免除 学生支援システム関係（平成29年度） 学生部学生支援課学生援護係2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄



大分類 中分類 小分類 法人文書ファイル名 作成・取得者
作成（取得）
時期

保存期間の
起算日

保存期間
保存期間満了
日

媒体の
種別

保存場所 文書管理者
保存期間
満了時の
措置

備考

学務 奨学援護 その他 新証明書自動発行システム（平成24年度） 学生部学生課学生援護係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 学生部学生支援課事務 学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学援護 その他 新証明書自動発行システム（平成25年度） 学生部学生課学生援護係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 学生部学生支援課事務 学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学援護 その他 新証明書自動発行システム（平成26年度） 学生部学生課学生援護係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 学生部学生支援課事務 学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学援護 その他 新証明書自動発行システム（平成27年度） 学生部学生課学生援護係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 学生部学生支援課事務 学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学援護 その他 新証明書自動発行システム（平成28年度） 学生部学生支援課学生援護係2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
庶務 総括 各種証明書 学割証関係(平成25年度） 学生部学生課学生援護係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
庶務 総括 各種証明書 学割証関係(平成26年度） 学生部学生課学生援護係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
庶務 総括 各種証明書 学割証関係(平成27年度） 学生部学生課学生援護係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
庶務 総括 各種証明書 学割証関係(平成28年度） 学生部学生支援課学生援護係2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
庶務 総括 各種証明書 学割証関係(平成29年度） 学生部学生支援課学生援護係2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学援護 その他 拾得物関係(平成25年度） 学生部学生課学生援護係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学援護 その他 拾得物関係(平成26年度） 学生部学生課学生援護係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学援護 その他 拾得物関係(平成27年度） 学生部学生課学生援護係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生部学生支援課倉庫 学生部学生支援課長 廃棄
学務 奨学援護 その他 拾得物関係(平成28年度） 学生部学生課学生援護係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
庶務 法規 部局長制定・改廃規則等規定関係（平成21年～平成25年） 学生部学生支援課学生援護係2009年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 学生部学生支援課事務室学生部学生支援課長 廃棄
学務 入学試験 その他 入試関係綴（平成18年度～） 学生部学生課企画係 2006年度 未完 10年 未完 紙 保健管理センタ- 学生部学生支援課長 廃棄
学務 厚生 健康診断 健康診断票(平成19年度入学） 保健管理センタ- 2007年度 2013/4/1 5年(卒業後)2019/3/31以降 紙 保健管理センタ- 学生部学生支援課長 廃棄
学務 厚生 健康診断 健康診断票(平成20年度入学） 保健管理センタ- 2008年度 2014/4/1 5年(卒業後)2020/3/31以降 紙 保健管理センタ- 学生部学生支援課長 廃棄
学務 厚生 健康診断 健康診断票(平成21年度入学） 保健管理センタ- 2009年度 2015/4/1 5年(卒業後)2021/3/31以降 紙 保健管理センタ- 学生部学生支援課長 廃棄
学務 厚生 健康診断 健康診断票(平成22年度入学） 保健管理センタ- 2010年度 2016/4/1 5年(卒業後)2022/3/31以降 紙 保健管理センタ- 学生部学生支援課長 廃棄
学務 厚生 健康診断 健康診断票(平成23年度入学） 保健管理センタ- 2011年度 2017/4/1 5年(卒業後)2023/3/31以降 紙 保健管理センタ- 学生部学生支援課長 廃棄
学務 厚生 健康診断 健康診断票(平成24年度入学） 保健管理センタ- 2012年度 2018/4/1 5年(卒業後)2024/3/31以降 紙 保健管理センタ- 学生部学生支援課長 廃棄
学務 厚生 健康診断 健康診断票(平成25年度入学） 保健管理センタ- 2013年度 2019/4/1 5年(卒業後)2025/3/31以降 紙 保健管理センタ- 学生部学生支援課長 廃棄
学務 厚生 健康診断 健康診断票(平成26年度入学） 保健管理センタ- 2014年度 2020/4/1 5年(卒業後)2026/3/31以降 紙 保健管理センタ- 学生部学生支援課長 廃棄
学務 厚生 健康診断 健康診断票(平成27年度） 保健管理センタ- 2015年度 2021/4/1 5年(卒業後)2027/3/31以降 紙 保健管理センタ- 学生部学生支援課長 廃棄
学務 厚生 健康診断 健康診断票(平成28年度） 保健管理センタ- 2016年度 2022/4/1 5年(卒業後)2028/3/31以降 紙 保健管理センタ- 学生部学生支援課長 廃棄
学務 厚生 健康診断 健康診断票(平成29年度） 保健管理センタ- 2017年度 2023/4/1 5年(卒業後)2029/3/31以降 紙 保健管理センタ- 学生部学生支援課長 廃棄
学務 厚生 健康診断 特殊健康診断等健康診断結果(平成19年度） 保健管理センタ- 2007年度 2013/4/1 5年(卒業後)2019/3/31以降 紙 保健管理センタ- 学生部学生支援課長 廃棄
学務 厚生 健康診断 特殊健康診断等健康診断結果(平成20年度） 保健管理センタ- 2008年度 2014/4/1 5年(卒業後)2020/3/31以降 紙 保健管理センタ- 学生部学生支援課長 廃棄
学務 厚生 健康診断 特殊健康診断等健康診断結果(平成21年度） 保健管理センタ- 2009年度 2015/4/1 5年(卒業後)2021/3/31以降 紙 保健管理センタ- 学生部学生支援課長 廃棄
学務 厚生 健康診断 特殊健康診断等健康診断結果(平成22年度） 保健管理センタ- 2010年度 2016/4/1 5年(卒業後)2022/3/31以降 紙 保健管理センタ- 学生部学生支援課長 廃棄
学務 厚生 健康診断 特殊健康診断等健康診断結果(平成23年度） 保健管理センタ- 2011年度 2017/4/1 5年(卒業後)2023/3/31以降 紙 保健管理センタ- 学生部学生支援課長 廃棄
学務 厚生 健康診断 特殊健康診断等健康診断結果(平成24年度） 保健管理センタ- 2012年度 2018/4/1 5年(卒業後)2024/3/31以降 紙 保健管理センタ- 学生部学生支援課長 廃棄
学務 厚生 健康診断 特殊健康診断等健康診断結果(平成25年度） 保健管理センタ- 2013年度 2019/4/1 5年(卒業後)2025/3/31以降 紙 保健管理センタ- 学生部学生支援課長 廃棄
学務 厚生 健康診断 特殊健康診断等健康診断結果(平成26年度） 保健管理センタ- 2014年度 2020/4/1 5年(卒業後)2026/3/31以降 紙 保健管理センタ- 学生部学生支援課長 廃棄
学務 厚生 健康診断 特殊健康診断等健康診断結果(平成27年度） 保健管理センタ- 2015年度 2021/4/1 5年(卒業後)2027/3/31以降 紙 保健管理センタ- 学生部学生支援課長 廃棄
学務 厚生 健康診断 特殊健康診断等健康診断結果(平成28年度） 保健管理センタ- 2016年度 2022/4/1 5年(卒業後)2028/3/31以降 紙 保健管理センタ- 学生部学生支援課長 廃棄
学務 厚生 健康診断 特殊健康診断等健康診断結果(平成29年度） 保健管理センタ- 2017年度 2023/4/1 5年(卒業後)2029/3/31以降 紙 保健管理センタ- 学生部学生支援課長 廃棄
学務 厚生 健康診断 電離放射線健康診断(平成16年度～） 保健管理センタ- 2004年度 2005/4/1 無期限 無期限 紙 保健管理センタ- 学生部学生支援課長 無期限
学務 厚生 学生相談 健康相談記録(平成19年度） 保健管理センタ- 2007年度 2013/4/1 5年(卒業後)2019/3/31以降 紙 保健管理センタ- 学生部学生支援課長 廃棄
学務 厚生 学生相談 健康相談記録(平成20年度） 保健管理センタ- 2008年度 2014/4/1 5年(卒業後)2020/3/31以降 紙 保健管理センタ- 学生部学生支援課長 廃棄
学務 厚生 学生相談 健康相談記録(平成21年度） 保健管理センタ- 2009年度 2015/4/1 5年(卒業後)2021/3/31以降 紙 保健管理センタ- 学生部学生支援課長 廃棄
学務 厚生 学生相談 健康相談記録(平成22年度） 保健管理センタ- 2010年度 2016/4/1 5年(卒業後)2022/3/31以降 紙 保健管理センタ- 学生部学生支援課長 廃棄
学務 厚生 学生相談 健康相談記録(平成23年度） 保健管理センタ- 2011年度 2017/4/1 5年(卒業後)2023/3/31以降 紙 保健管理センタ- 学生部学生支援課長 廃棄
学務 厚生 学生相談 健康相談記録(平成24年度） 保健管理センタ- 2012年度 2018/4/1 5年(卒業後)2024/3/31以降 紙 保健管理センタ- 学生部学生支援課長 廃棄
学務 厚生 学生相談 健康相談記録(平成25年度） 保健管理センタ- 2013年度 2019/4/1 5年(卒業後)2025/3/31以降 紙 保健管理センタ- 学生部学生支援課長 廃棄
学務 厚生 学生相談 健康相談記録(平成26年度） 保健管理センタ- 2014年度 2020/4/1 5年(卒業後)2026/3/31以降 紙 保健管理センタ- 学生部学生支援課長 廃棄
学務 厚生 学生相談 健康相談記録(平成27年度） 保健管理センタ- 2015年度 2021/4/1 5年(卒業後)2027/3/31以降 紙 保健管理センタ- 学生部学生支援課長 廃棄
学務 厚生 学生相談 健康相談記録(平成28年度） 保健管理センタ- 2016年度 2022/4/1 5年(卒業後)2028/3/31以降 紙 保健管理センタ- 学生部学生支援課長 廃棄
学務 厚生 学生相談 健康相談記録(平成29年度） 保健管理センタ- 2017年度 2023/4/1 5年(卒業後)2029/3/31以降 紙 保健管理センタ- 学生部学生支援課長 廃棄
学務 厚生 学生相談 カウンセリング記録（平成19年度） 保健管理センタ- 2007年度 2013/4/1 5年(卒業後)2019/3/31以降 紙 保健管理センタ- 学生部学生支援課長 廃棄
学務 厚生 学生相談 カウンセリング記録（平成20年度） 保健管理センタ- 2008年度 2014/4/1 5年(卒業後)2020/3/31以降 紙 保健管理センタ- 学生部学生支援課長 廃棄
学務 厚生 学生相談 カウンセリング記録（平成21年度） 保健管理センタ- 2009年度 2015/4/1 5年(卒業後)2021/3/31以降 紙 保健管理センタ- 学生部学生支援課長 廃棄
学務 厚生 学生相談 カウンセリング記録（平成22年度） 保健管理センタ- 2010年度 2016/4/1 5年(卒業後)2022/3/31以降 紙 保健管理センタ- 学生部学生支援課長 廃棄
学務 厚生 学生相談 カウンセリング記録（平成23年度） 保健管理センタ- 2011年度 2017/4/1 5年(卒業後)2023/3/31以降 紙 保健管理センタ- 学生部学生支援課長 廃棄
学務 厚生 学生相談 カウンセリング記録（平成24年度） 保健管理センタ- 2012年度 2018/4/1 5年(卒業後)2024/3/31以降 紙 保健管理センタ- 学生部学生支援課長 廃棄
学務 厚生 学生相談 カウンセリング記録（平成25年度） 保健管理センタ- 2013年度 2019/4/1 5年(卒業後)2025/3/31以降 紙 保健管理センタ- 学生部学生支援課長 廃棄
学務 厚生 学生相談 カウンセリング記録（平成26年度） 保健管理センタ- 2014年度 2020/4/1 5年(卒業後)2026/3/31以降 紙 保健管理センタ- 学生部学生支援課長 廃棄
学務 厚生 学生相談 カウンセリング記録（平成27年度） 保健管理センタ- 2015年度 2021/4/1 5年(卒業後)2027/3/31以降 紙 学生部学生課事務室 学生部学生支援課長 廃棄
学務 厚生 学生相談 カウンセリング記録（平成28年度） 保健管理センタ- 2016年度 2022/4/1 5年(卒業後)2028/3/31以降 紙 保健管理センタ- 学生部学生支援課長 廃棄
学務 厚生 学生相談 カウンセリング記録（平成29年度） 保健管理センタ- 2017年度 2023/4/1 5年(卒業後)2029/3/31以降 紙 保健管理センタ- 学生部学生支援課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 休暇簿(年次休暇用）(平成25年） 学生部学生支援課就職係 2012年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 学生部学生支援課事務室（就職）学生部学生支援課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 休暇簿(年次休暇用）(平成26年） 学生部学生支援課就職係 2013年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生部学生支援課事務室（就職）学生部学生支援課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 休暇簿(年次休暇用）(平成27年） 学生部学生支援課就職係 2014年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生部学生支援課事務室（就職）学生部学生支援課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 休暇簿(年次休暇用）(平成28年） 学生部学生支援課就職係 2015年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生部学生支援課事務室（就職）学生部学生支援課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 休暇簿(年次休暇用）(平成29年） 学生部学生支援課就職係 2016年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生部学生支援課事務室（就職）学生部学生支援課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 休暇簿(病休休暇・特別休暇用）(平成25年） 学生部学生支援課就職係 2012年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 学生部学生支援課事務室（就職）学生部学生支援課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 休暇簿(病休休暇・特別休暇用）(平成26年） 学生部学生支援課就職係 2013年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生部学生支援課事務室（就職）学生部学生支援課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 休暇簿(病休休暇・特別休暇用）(平成27年） 学生部学生支援課就職係 2014年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生部学生支援課事務室（就職）学生部学生支援課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 休暇簿(病休休暇・特別休暇用）(平成28年） 学生部学生支援課就職係 2015年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生部学生支援課事務室（就職）学生部学生支援課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 休暇簿(病休休暇・特別休暇用）(平成29年） 学生部学生支援課就職係 2016年度 2018/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生部学生支援課事務室（就職）学生部学生支援課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 休日の振替変更簿(平成25年度） 学生部学生支援課就職係 2012年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 学生部学生支援課事務室（就職）学生部学生支援課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 休日の振替変更簿(平成26年度） 学生部学生支援課就職係 2013年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生部学生支援課事務室（就職）学生部学生支援課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 休日の振替変更簿(平成27年度） 学生部学生支援課就職係 2014年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生部学生支援課事務室（就職）学生部学生支援課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 休日の振替変更簿(平成28年度） 学生部学生支援課就職係 2015年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生部学生支援課事務室（就職）学生部学生支援課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 休日の振替変更簿(平成29年度） 学生部学生支援課就職係 2016年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生部学生支援課事務室（就職）学生部学生支援課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 出勤簿(非常勤職員）(平成25年度） 学生部学生支援課就職係 2012年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 学生部学生支援課事務室（就職）学生部学生支援課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 出勤簿(非常勤職員）(平成26年度） 学生部学生支援課就職係 2013年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生部学生支援課事務室（就職）学生部学生支援課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 出勤簿(非常勤職員）(平成27年度） 学生部学生支援課就職係 2014年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生部学生支援課事務室（就職）学生部学生支援課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 出勤簿(非常勤職員）(平成28年度） 学生部学生支援課就職係 2015年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生部学生支援課事務室（就職）学生部学生支援課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 出勤簿(非常勤職員）(平成29年度） 学生部学生支援課就職係 2016年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生部学生支援課事務室（就職）学生部学生支援課長 廃棄
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庶務 服務 勤務時間 出勤簿(平成25年度） 学生部学生支援課就職係 2012年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 学生部学生支援課事務室（就職）学生部学生支援課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 出勤簿(平成26年度） 学生部学生支援課就職係 2013年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生部学生支援課事務室（就職）学生部学生支援課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 出勤簿(平成27年度） 学生部学生支援課就職係 2014年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生部学生支援課事務室（就職）学生部学生支援課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 出勤簿(平成28年度） 学生部学生支援課就職係 2015年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生部学生支援課事務室（就職）学生部学生支援課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 出勤簿(平成29年度） 学生部学生支援課就職係 2016年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生部学生支援課事務室（就職）学生部学生支援課長 廃棄
庶務 任用 非常勤職員 非常勤職員関係綴(平成20年度） 学生部学生支援課就職係 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 学生部学生支援課事務室（就職）学生部学生支援課長 廃棄
庶務 任用 非常勤職員 非常勤職員関係綴(平成21年度） 学生部学生支援課就職係 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 学生部学生支援課事務室（就職）学生部学生支援課長 廃棄
庶務 任用 非常勤職員 非常勤職員関係綴(平成22年度） 学生部学生支援課就職係 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 学生部学生支援課事務室（就職）学生部学生支援課長 廃棄
庶務 任用 非常勤職員 非常勤職員関係綴(平成23年度） 学生部学生支援課就職係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 学生部学生支援課事務室（就職）学生部学生支援課長 廃棄
庶務 任用 非常勤職員 非常勤職員関係綴(平成24年度） 学生部学生支援課就職係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 学生部学生支援課事務室（就職）学生部学生支援課長 廃棄
庶務 任用 非常勤職員 非常勤職員関係綴(平成25年度） 学生部学生支援課就職係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 学生部学生支援課事務室（就職）学生部学生支援課長 廃棄
庶務 任用 非常勤職員 非常勤職員関係綴(平成26年度） 学生部学生支援課就職係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 学生部学生支援課事務室（就職）学生部学生支援課長 廃棄
庶務 任用 非常勤職員 非常勤職員関係綴(平成27年度） 学生部学生支援課就職係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 学生部学生支援課事務室（就職）学生部学生支援課長 廃棄
庶務 任用 非常勤職員 非常勤職員関係綴(平成28年度） 学生部学生支援課就職係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 学生部学生支援課事務室（就職）学生部学生支援課長 廃棄
庶務 任用 非常勤職員 非常勤職員関係綴(平成29年度） 学生部学生支援課就職係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 学生部学生支援課事務室（就職）学生部学生支援課長 廃棄
庶務 旅行 旅行命令 出張申請書(平成25年度） 学生部学生支援課就職係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 学生部学生支援課事務室（就職）学生部学生支援課長 廃棄
庶務 旅行 旅行命令 出張申請書(平成26年度） 学生部学生支援課就職係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生部学生支援課事務室（就職）学生部学生支援課長 廃棄
庶務 旅行 旅行命令 出張申請書(平成27年度） 学生部学生支援課就職係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生部学生支援課事務室（就職）学生部学生支援課長 廃棄
庶務 旅行 旅行命令 出張申請書(平成28年度） 学生部学生支援課就職係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生部学生支援課事務室（就職）学生部学生支援課長 廃棄
庶務 旅行 旅行命令 出張申請書(平成29年度） 学生部学生支援課就職係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生部学生支援課事務室（就職）学生部学生支援課長 廃棄
学務 文書 その他 会計に関する書類綴(平成20年度） 学生部学生支援課就職係 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 学生部学生支援課事務室（就職）学生部学生支援課長 廃棄
学務 文書 その他 会計に関する書類綴(平成21年度） 学生部学生支援課就職係 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 学生部学生支援課事務室（就職）学生部学生支援課長 廃棄
学務 文書 その他 会計に関する書類綴(平成22年度） 学生部学生支援課就職係 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 学生部学生支援課事務室（就職）学生部学生支援課長 廃棄
学務 文書 その他 会計に関する書類綴(平成23年度） 学生部学生支援課就職係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 学生部学生支援課事務室（就職）学生部学生支援課長 廃棄
学務 文書 その他 会計に関する書類綴(平成24年度） 学生部学生支援課就職係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 学生部学生支援課事務室（就職）学生部学生支援課長 廃棄
学務 文書 その他 会計に関する書類綴(平成25年度） 学生部学生支援課就職係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 学生部学生支援課事務室（就職）学生部学生支援課長 廃棄
学務 文書 その他 会計に関する書類綴(平成26年度） 学生部学生支援課就職係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 学生部学生支援課事務室（就職）学生部学生支援課長 廃棄
学務 文書 その他 会計に関する書類綴(平成27年度） 学生部学生支援課就職係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 学生部学生支援課事務室（就職）学生部学生支援課長 廃棄
学務 文書 その他 会計に関する書類綴(平成28年度） 学生部学生支援課就職係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 学生部学生支援課事務室（就職）学生部学生支援課長 廃棄
学務 文書 その他 会計に関する書類綴(平成29年度） 学生部学生支援課就職係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 学生部学生支援課事務室（就職）学生部学生支援課長 廃棄
学務 文書 その他 就職指導関係(キャリアアドバイザ-）(平成25年度） 学生部学生支援課就職係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 学生部学生支援課事務室（就職）学生部学生支援課長 廃棄
学務 文書 その他 就職指導関係(キャリアアドバイザ-）(平成26年度） 学生部学生支援課就職係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生部学生支援課事務室（就職）学生部学生支援課長 廃棄
学務 文書 その他 就職指導関係(キャリアアドバイザ-）(平成27年度） 学生部学生支援課就職係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生部学生支援課事務室（就職）学生部学生支援課長 廃棄
学務 文書 その他 就職指導関係(キャリアアドバイザ-）(平成28年度） 学生部学生支援課就職係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生部学生支援課事務室（就職）学生部学生支援課長 廃棄
学務 文書 その他 就職指導関係(キャリアアドバイザ-）(平成29年度） 学生部学生支援課就職係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生部学生支援課事務室（就職）学生部学生支援課長 廃棄
学務 文書 その他 就職支援に関する書類綴(平成27年度） 学生部学生支援課就職係 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 学生部学生支援課事務室（就職）学生部学生支援課長 廃棄
学務 文書 その他 就職支援に関する書類綴(平成28年度） 学生部学生支援課就職係 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 学生部学生支援課事務室（就職）学生部学生支援課長 廃棄
学務 文書 その他 就職支援に関する書類綴(平成29年度） 学生部学生支援課就職係 2017年度 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学生部学生支援課事務室（就職）学生部学生支援課長 廃棄
学務 文書 その他 新規学卒者の求人・求職・就職の状況報告(那覇職業安定所）(平成25年度）学生部学生支援課就職係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 学生部学生支援課事務室（就職）学生部学生支援課長 廃棄
学務 文書 その他 新規学卒者の求人・求職・就職の状況報告(那覇職業安定所）(平成26年度）学生部学生支援課就職係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生部学生支援課事務室（就職）学生部学生支援課長 廃棄
学務 文書 その他 新規学卒者の求人・求職・就職の状況報告(那覇職業安定所）(平成27年度）学生部学生支援課就職係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生部学生支援課事務室（就職）学生部学生支援課長 廃棄
学務 文書 その他 新規学卒者の求人・求職・就職の状況報告(那覇職業安定所）(平成28年度）学生部学生支援課就職係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生部学生支援課事務室（就職）学生部学生支援課長 廃棄
学務 文書 その他 新規学卒者の求人・求職・就職の状況報告(那覇職業安定所）(平成29年度）学生部学生支援課就職係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生部学生支援課事務室（就職）学生部学生支援課長 廃棄
学務 文書 その他 沖縄県産業・雇用・拡大県民運動(平成27年度） 学生部学生支援課就職係 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 学生部学生支援課事務室（就職）学生部学生支援課長 廃棄
学務 文書 その他 沖縄県産業・雇用・拡大県民運動(平成28年度） 学生部学生支援課就職係 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 学生部学生支援課事務室（就職）学生部学生支援課長 廃棄
学務 文書 その他 沖縄県産業・雇用・拡大県民運動(平成29年度） 学生部学生支援課就職係 2017年度 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学生部学生支援課事務室（就職）学生部学生支援課長 廃棄
学務 文書 その他 就職ガイダンス(平成27年度） 学生部学生支援課専門員 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 学生部学生支援課事務室（就職）学生部学生支援課長 廃棄
学務 文書 その他 就職ガイダンス(平成28年度） 学生部学生支援課専門員 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 学生部学生支援課事務室（就職）学生部学生支援課長 廃棄
学務 文書 その他 就職ガイダンス(平成29年度） 学生部学生支援課専門員 2017年度 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学生部学生支援課事務室（就職）学生部学生支援課長 廃棄
学務 文書 その他 合同企業説明会(平成27年度） 学生部学生支援課専門員 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 学生部学生支援課事務室（就職）学生部学生支援課長 廃棄
学務 文書 その他 合同企業説明会(平成28年度） 学生部学生支援課専門員 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 学生部学生支援課事務室（就職）学生部学生支援課長 廃棄
学務 文書 その他 合同企業説明会(平成29年度） 学生部学生支援課専門員 2017年度 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学生部学生支援課事務室（就職）学生部学生支援課長 廃棄
学務 文書 その他 就職関係原義(平成27年度） 学生部学生支援課専門員 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 学生部学生支援課事務室（就職）学生部学生支援課長 廃棄
学務 文書 その他 就職関係原義(平成28年度） 学生部学生支援課専門員 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 学生部学生支援課事務室（就職）学生部学生支援課長 廃棄
学務 文書 その他 就職関係原義(平成29年度） 学生部学生支援課専門員 2017年度 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学生部学生支援課事務室（就職）学生部学生支援課長 廃棄
学務 文書 その他 就職センタ-関係綴り(平成27年度） 学生部学生支援課専門員 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 学生部学生支援課事務室（就職）学生部学生支援課長 廃棄
学務 文書 その他 就職センタ-関係綴り(平成28年度） 学生部学生支援課専門員 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 学生部学生支援課事務室（就職）学生部学生支援課長 廃棄
学務 文書 その他 就職センタ-関係綴り(平成29年度） 学生部学生支援課専門員 2017年度 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学生部学生支援課事務室（就職）学生部学生支援課長 廃棄
学務 文書 その他 沖縄県大学就職指導研究協議会(沖就研）(平成27年度） 学生部学生支援課長 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 学生部学生支援課事務室（就職）学生部学生支援課長 廃棄
学務 文書 その他 沖縄県大学就職指導研究協議会(沖就研）(平成28年度） 学生部学生支援課長 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 学生部学生支援課事務室（就職）学生部学生支援課長 廃棄
学務 文書 その他 沖縄県大学就職指導研究協議会(沖就研）(平成29年度） 学生部学生支援課長 2017年度 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 学生部学生支援課事務室（就職）学生部学生支援課長 廃棄
学務 就職 インタ-ンシップ インタ-ンシップ(平成25年度） 学生部学生支援課就職係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 学生部学生支援課事務室（就職）学生部学生支援課長 廃棄
学務 就職 インタ-ンシップ インタ-ンシップ(平成26年度） 学生部学生支援課就職係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生部学生支援課事務室（就職）学生部学生支援課長 廃棄
学務 就職 インタ-ンシップ インタ-ンシップ(平成27年度） 学生部学生支援課就職係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生部学生支援課事務室（就職）学生部学生支援課長 廃棄
学務 就職 インタ-ンシップ インタ-ンシップ(平成28年度） 学生部学生支援課就職係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生部学生支援課事務室（就職）学生部学生支援課長 廃棄
学務 就職 インタ-ンシップ インタ-ンシップ(平成29年度） 学生部学生支援課就職係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生部学生支援課事務室（就職）学生部学生支援課長 廃棄
学務 厚生 学生支援 障がい学生支援室関係 学生部学生課企画係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 障がい学生支援室 学生部学生支援課長 廃棄
学務 厚生 学生支援 障がい学生支援室関係（平成28年度） 障がい学生支援室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 障がい学生支援室 学生部学生支援課長 廃棄
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庶務 会議 学内会議・委員会アドミッション部門会議綴(平成28年度） 学生部入試課課長代理 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会アドミッション部門会議綴(平成29年度） 学生部入試課課長代理 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 組織 総括 アドミッション部門関係綴(平成28年度） 学生部入試課課長代理 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 組織 総括 アドミッション部門関係綴(平成29年度） 学生部入試課課長代理 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 AO入試 ＡＯ入試学生募集要項綴(平成25年度） 学生部入試課課長代理 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 AO入試 ＡＯ入試合否判定・入学手続案内関係綴(平成20年度） 学生部入試課課長代理 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 AO入試 ＡＯ入試合否判定・入学手続案内関係綴(平成21年度） 学生部入試課課長代理 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 AO入試 ＡＯ入試合否判定・入学手続案内関係綴(平成22年度） 学生部入試課課長代理 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 AO入試 ＡＯ入試合否判定・入学手続案内関係綴(平成23年度） 学生部入試課課長代理 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 AO入試 ＡＯ入試合否判定・入学手続案内関係綴(平成24年度） 学生部入試課課長代理 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 AO入試 ＡＯ入試合否判定・入学手続案内関係綴(平成25年度） 学生部入試課課長代理 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 AO入試 ＡＯ入試関係綴（募集要項・合否判定・入学手続案内）（平成26年度） 学生部入試課課長代理 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 AO入試 ＡＯ入試関係綴（募集要項・合否判定・入学手続案内）（平成27年度） 学生部入試課課長代理 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 AO入試 ＡＯ入試関係綴（募集要項・合否判定・入学手続案内）（平成28年度） 学生部入試課課長代理 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 AO入試 ＡＯ入試関係綴（募集要項・合否判定・入学手続案内）（平成29年度） 学生部入試課課長代理 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会ＡＯ会議・委員会関係綴(平成20年度～21年度） 学生部入試課課長代理 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会ＡＯ会議・委員会関係綴(平成22年度～23年度） 学生部入試課課長代理 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会ＡＯ会議・委員会関係綴(平成24年度） 学生部入試課課長代理 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会ＡＯ会議・委員会関係綴(平成25年度） 学生部入試課課長代理 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会ＡＯ会議・委員会関係綴(26年度） 学生部入試課課長代理 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 会議 学外会議 琉球大学・沖縄県高等学校長協会懇談会綴(平成20年度） 学生部入試課課長代理 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 会議 学外会議 琉球大学・沖縄県高等学校長協会懇談会綴(平成21年度） 学生部入試課課長代理 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 会議 学外会議 琉球大学・沖縄県高等学校長協会懇談会綴(平成22年度） 学生部入試課課長代理 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 会議 学外会議 琉球大学・沖縄県高等学校長協会連絡協議会綴(平成23年度） 学生部入試課課長代理 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 会議 学外会議 琉球大学・沖縄県高等学校長協会連絡協議会綴(平成24年度） 学生部入試課課長代理 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 会議 学外会議 琉球大学・沖縄県高等学校長協会連絡協議会綴(平成25年度） 学生部入試課課長代理 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 会議 学外会議 琉球大学・沖縄県高等学校長協会連絡協議会綴(平成26年度） 学生部入試課課長代理 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 会議 学外会議 琉球大学・沖縄県高等学校長協会連絡協議会綴(平成27年度） 学生部入試課課長代理 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 会議 学外会議 琉球大学・沖縄県高等学校長協会連絡協議会綴(平成28年度） 学生部入試課課長代理 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 会議 学外会議 琉球大学・沖縄県高等学校長協会連絡協議会綴(平成29年度） 学生部入試課課長代理 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 会議 学外会議 全国大学入学者選抜研究連絡協議会綴(平成18年度～21年度） 学生部入試課課長代理 2006年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 会議 学外会議 全国大学入学者選抜研究連絡協議会綴(平成22年度） 学生部入試課課長代理 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 会議 学外会議 全国大学入学者選抜研究連絡協議会綴(平成23年度） 学生部入試課課長代理 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 会議 学外会議 全国大学入学者選抜研究連絡協議会綴(平成24年度） 学生部入試課課長代理 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 会議 学外会議 全国大学入学者選抜研究連絡協議会綴(平成25年度） 学生部入試課課長代理 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 会議 学外会議 全国大学入学者選抜研究連絡協議会綴(平成26年度） 学生部入試課課長代理 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 会議 学外会議 全国大学入学者選抜研究連絡協議会綴(平成27年度） 学生部入試課課長代理 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 会議 学外会議 全国大学入学者選抜研究連絡協議会綴(平成28年度） 学生部入試課課長代理 2016年度 2017/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 会議 学外会議 全国大学入学者選抜研究連絡協議会綴(平成29年度） 学生部入試課課長代理 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 会議 学外会議 九州地区国立大学・高等学校連絡協議会綴(平成20年度） 学生部入試課課長代理 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 会議 学外会議 九州地区国立大学・高等学校連絡協議会綴(平成21年度） 学生部入試課課長代理 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 会議 学外会議 九州地区国立大学・高等学校連絡協議会綴(平成22年度） 学生部入試課課長代理 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 会議 学外会議 九州地区国立大学・高等学校連絡協議会綴(平成23年度） 学生部入試課課長代理 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 会議 学外会議 九州地区国立大学・高等学校連絡協議会綴(平成24年度） 学生部入試課課長代理 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 会議 学外会議 九州地区国立大学・高等学校連絡協議会綴(平成25年度） 学生部入試課課長代理 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 会議 学外会議 九州地区国立大学・高等学校連絡協議会綴(平成26年度） 学生部入試課課長代理 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 会議 学外会議 九州地区国立大学・高等学校連絡協議会綴(平成27年度） 学生部入試課課長代理 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 会議 学外会議 九州地区国立大学・高等学校連絡協議会綴(平成28年度） 学生部入試課課長代理 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 会議 学外会議 九州地区国立大学・高等学校連絡協議会綴(平成29年度） 学生部入試課課長代理 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会入学者選抜方法等検討委員会綴(平成20年度） 学生部入試課課長代理 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会入学者選抜方法等検討委員会綴(平成21年度） 学生部入試課課長代理 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会入学者選抜方法等検討委員会綴(平成22年度） 学生部入試課課長代理 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会入学者選抜方法等検討委員会綴(平成23年度） 学生部入試課課長代理 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会入学者選抜方法等検討委員会綴(平成24年度） 学生部入試課課長代理 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会入学者選抜方法等検討委員会綴(平成25年度） 学生部入試課課長代理 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会入学者選抜方法等検討委員会綴(平成26年度） 学生部入試課課長代理 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会入学者選抜方法等検討委員会綴(平成27年度） 学生部入試課課長代理 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 広報 広報 大学案内綴(平成25年度） 学生部入試課課長代理 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 広報 広報 大学案内綴(平成26年度） 学生部入試課課長代理 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 広報 広報 大学案内綴(平成27年度） 学生部入試課課長代理 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 広報 広報 大学案内綴(平成28年度） 学生部入試課課長代理 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 広報 広報 大学案内綴(平成29年度） 学生部入試課入試第二係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 総括 学生情報管理システム関係綴(平成24年度～27年度） 学生部入試課課長代理 2012年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 総括 アドミッション・ポリシ-関係綴(平成23年度～25年度） 学生部入試課課長代理 2011年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 総括 アドミッション・ポリシ-関係綴(平成26年度～28年度） 学生部入試課課長代理 2014年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 総括 アドミッション・ポリシ-関係綴(平成29年度） 学生部入試課課長代理 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 総括 自己点検・評価 中期計画・年度関係綴(平成20年度） 学生部入試課課長代理 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 総括 自己点検・評価 中期計画・年度関係綴(平成21年度） 学生部入試課課長代理 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 総括 自己点検・評価 中期計画・年度関係綴(平成22年度） 学生部入試課課長代理 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 総括 自己点検・評価 中期計画・年度関係綴(平成23年度） 学生部入試課課長代理 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 総括 自己点検・評価 中期計画・年度関係綴(平成24年度） 学生部入試課課長代理 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 総括 自己点検・評価 中期計画・年度関係綴(平成25年度～平成28年度） 学生部入試課課長代理 2013年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 総括 自己点検・評価 中期計画・年度関係綴(平成29年度） 学生部入試課課長代理 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 総括 自己点検・評価 自己評価書関係綴(平成24～26年度） 学生部入試課課長代理 2012年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
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庶務 総括 自己点検・評価 認証評価書関係綴(平成17～23年度） 学生部入試課課長代理 2005年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 総括 自己点検・評価 大学機関別認証評価に係る自己評価書（平成29年度） 学生部入試課課長代理 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 法規 総括 入試関連法規綴（平成24年度） 学生部入試課課長代理 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 法規 総括 入試関連法規綴（平成25年度） 学生部入試課課長代理 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 文書 公印管守 公印簿 学生部入試課入試第一係 2018年度 未完 無期限 無期限 紙 事務室 学生部入試課課長 無期限
庶務 安全管理 総括 入試課セキュリティ関係綴 学生部入試課入試第一係 2018年度 未完 無期限 無期限 紙 保管庫 学生部入試課課長 無期限
会計 物品 物品管理 資産台帳 学生部入試課入試第一係 2018年度 未完 無期限 無期限 紙 作業室 学生部入試課課長 無期限
庶務 記録 総括 マイナンバー関係 学生部入試課入試第一係 2018年度 未完 無期限 無期限 紙 事務室 学生部入試課課長 無期限
庶務 文書 文書管理 文書ファイル簿（平成29年度） 学生部入試課入試第一係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 監査 学内内部監査 内部監査・情報監査綴（平成29年度） 学生部入試課入試第一係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 勤務時間報告関係綴(平成25年度） 学生部入試課入試第一係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 勤務時間報告関係綴(平成26年度） 学生部入試課入試第一係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 勤務時間報告関係綴(平成27年度） 学生部入試課入試第一係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 勤務時間報告関係綴(平成28年度） 学生部入試課入試第一係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 勤務時間報告関係綴(平成29年度） 学生部入試課入試第一係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 出勤簿(平成25年度） 学生部入試課入試第一係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 出勤簿(平成26年度） 学生部入試課入試第一係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 出勤簿(平成27年度） 学生部入試課入試第一係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 出勤簿(平成28年度） 学生部入試課入試第一係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 出勤簿(平成29年度） 学生部入試課入試第一係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 休暇簿(平成25年度） 学生部入試課入試第一係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 休暇簿(平成26年度） 学生部入試課入試第一係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 休暇簿(平成27年度） 学生部入試課入試第一係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 休暇簿(平成28年度） 学生部入試課入試第一係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 休暇簿(平成29年度） 学生部入試課入試第一係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 病気休暇等調書・服務状況報告・昇給調書(平成25年度） 学生部入試課入試第一係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 病気休暇等調書・服務状況報告・昇給調書(平成26年度） 学生部入試課入試第一係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 病気休暇等調書・服務状況報告・昇給調書(平成27年度） 学生部入試課入試第一係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 病気休暇等調書・服務状況報告・昇給調書(平成28年度） 学生部入試課入試第一係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 病気休暇等調書・服務状況報告・昇給調書(平成29年度） 学生部入試課入試第一係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 毎月勤労統計調査(平成25年度） 学生部入試課入試第一係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 毎月勤労統計調査(平成26年度） 学生部入試課入試第一係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 毎月勤労統計調査(平成27年度） 学生部入試課入試第一係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 毎月勤労統計調査(平成28年度） 学生部入試課入試第一係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 毎月勤労統計調査(平成29年度） 学生部入試課入試第一係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 福利厚生 社会保険 年末調整（平成25年度） 学生部入試課入試第一係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 福利厚生 社会保険 年末調整（平成26年度） 学生部入試課入試第一係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 福利厚生 社会保険 年末調整（平成27年度） 学生部入試課入試第一係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 福利厚生 社会保険 年末調整（平成28年度） 学生部入試課入試第一係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 福利厚生 社会保険 年末調整（平成29年度） 学生部入試課入試第一係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
会計 物品 物品管理 レターパック管理簿(平成26年度） 学生部入試課入試第一係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
会計 物品 物品管理 レターパック管理簿(平成27年度） 学生部入試課入試第一係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
会計 物品 物品管理 レターパック管理簿(平成28年度） 学生部入試課入試第一係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
会計 物品 物品管理 レターパック管理簿(平成29年度） 学生部入試課入試第一係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 総括 総括 雑件綴（調査・照会・通知）（平成25年度） 学生部入試課入試第一係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 総括 総括 雑件綴（調査・照会・通知）（平成26年度） 学生部入試課入試第一係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 総括 総括 雑件綴（調査・照会・通知）（平成27年度） 学生部入試課入試第一係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 総括 総括 雑件綴（調査・照会・通知）（平成28年度） 学生部入試課入試第一係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 総括 総括 雑件綴（調査・照会・通知）（平成29年度） 学生部入試課入試第一係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 総括 総括 その他綴（調査等）（平成25年度） 学生部入試課入試第一係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 総括 総括 その他綴（調査等）（平成26年度） 学生部入試課入試第一係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 総括 総括 その他綴（調査等）（平成27年度） 学生部入試課入試第一係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 総括 総括 その他綴（調査等）（平成28年度） 学生部入試課入試第一係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 総括 総括 庶務関係（平成25年度） 学生部入試課入試第一係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 総括 総括 庶務関係（平成26年度） 学生部入試課入試第一係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 総括 総括 庶務関係（平成27年度） 学生部入試課入試第一係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 総括 総括 庶務関係（平成28年度） 学生部入試課入試第一係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 総括 総括 庶務関係（平成29年度） 学生部入試課入試第一係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 能率 職員研修 人事関係（平成25年度） 学生部入試課入試第一係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 能率 職員研修 人事関係（平成26年度） 学生部入試課入試第一係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 能率 職員研修 人事関係（平成27年度） 学生部入試課入試第一係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 能率 職員研修 人事関係（平成28年度） 学生部入試課入試第一係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 能率 職員研修 人事関係（平成29年度） 学生部入試課入試第一係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 総括 総括 財務・施設関係（平成25年度） 学生部入試課入試第一係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 総括 総括 財務・施設関係（平成26年度） 学生部入試課入試第一係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 総括 総括 財務・施設関係（平成27年度） 学生部入試課入試第一係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 総括 総括 財務・施設関係（平成28年度） 学生部入試課入試第一係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 総括 総括 財務・施設関係（平成29年度） 学生部入試課入試第一係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 総括 総括 規則・規定関係（平成25年度） 学生部入試課入試第一係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 総括 総括 規則・規定関係（平成26年度） 学生部入試課入試第一係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 総括 総括 規則・規定関係（平成27年度） 学生部入試課入試第一係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 総括 総括 規則・規定関係（平成28年度） 学生部入試課入試第一係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 総括 総括 規則・規定関係（平成29年度） 学生部入試課入試第一係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
会計 予算 総括 会計・予算関係綴（平成25年度） 学生部入試課入試第一係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
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会計 予算 総括 会計・予算関係綴（平成26年度） 学生部入試課入試第一係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
会計 予算 総括 会計・予算関係綴（平成27年度） 学生部入試課入試第一係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
会計 予算 総括 会計・予算関係綴（平成28年度） 学生部入試課入試第一係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
会計 予算 総括 会計・予算関係綴（平成29年度） 学生部入試課入試第一係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
会計 支出 総括 購入依頼書　・物品購入・工事修繕関係・謝金（平成25年度） 学生部入試課入試第一係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
会計 支出 総括 購入依頼書　・物品購入・工事修繕関係・謝金（平成26年度） 学生部入試課入試第一係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
会計 支出 総括 購入依頼書　・物品購入・工事修繕関係・謝金（平成27年度） 学生部入試課入試第一係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
会計 支出 総括 購入依頼書　・物品購入・工事修繕関係・謝金（平成28年度） 学生部入試課入試第一係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
会計 支出 総括 購入依頼書　・物品購入・工事修繕関係・謝金（平成29年度） 学生部入試課入試第一係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
会計 支出 総括 購入依頼書　・役務請求（平成25年度） 学生部入試課入試第一係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
会計 支出 総括 購入依頼書　・役務請求（平成26年度） 学生部入試課入試第一係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
会計 支出 総括 購入依頼書　・役務請求（平成27年度） 学生部入試課入試第一係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
会計 支出 総括 購入依頼書　・役務請求（平成28年度） 学生部入試課入試第一係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
会計 支出 総括 購入依頼書　・役務請求（平成29年度） 学生部入試課入試第一係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
会計 支出 総括 購入依頼書　・役務請求（印刷関係）（平成25年度） 学生部入試課入試第一係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
会計 支出 総括 購入依頼書　・役務請求（印刷関係）（平成26年度） 学生部入試課入試第一係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
会計 支出 総括 購入依頼書　・役務請求（印刷関係）（平成27年度） 学生部入試課入試第一係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
会計 支出 総括 購入依頼書　・役務請求（印刷関係）（平成28年度） 学生部入試課入試第一係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
会計 支出 総括 購入依頼書　・役務請求（印刷関係）（平成29年度） 学生部入試課入試第一係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 旅行 旅行命令 出張申請書関係綴(平成25年度） 学生部入試課入試第一係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 旅行 旅行命令 出張申請書関係綴(平成26年度） 学生部入試課入試第一係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 旅行 旅行命令 出張申請書関係綴(平成27年度） 学生部入試課入試第一係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 旅行 旅行命令 出張申請書関係綴(平成28年度） 学生部入試課入試第一係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 旅行 旅行命令 出張申請書関係綴(平成29年度） 学生部入試課入試第一係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会定例会議協議事項　行事等予定報告書（平成25年度） 学生部入試課入試第一係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会定例会議協議事項　行事等予定報告書（平成26年度） 学生部入試課入試第一係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会定例会議協議事項　行事等予定報告書（平成27年度） 学生部入試課入試第一係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会定例会議協議事項　行事等予定報告書（平成28年度） 学生部入試課入試第一係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会定例会議協議事項　行事等予定報告書（平成29年度） 学生部入試課入試第一係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄

教務 総括 除籍・休学・退
学・復学 ○在籍調集計表○教務関係基礎資料（平成23年度～平成29年度） 学生部入試課入試第一係 2011年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄

庶務 総括 総括 新聞切り抜き 学生部入試課入試第一係 2017年度 2018/4/1 1年 2019/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会入学試験管理委員会関係綴(平成15年度） 学生部入試課入試第一係 2003年度 2004/4/1 15年 2019/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会入学試験管理委員会関係綴(平成16年度） 学生部入試課入試第一係 2004年度 2005/4/1 15年 2020/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会入学試験管理委員会関係綴(平成17年度） 学生部入試課入試第一係 2005年度 2006/4/1 15年 2021/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会入学試験管理委員会関係綴(平成18年度） 学生部入試課入試第一係 2006年度 2007/4/1 15年 2022/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会入学試験管理委員会関係綴(平成19年度） 学生部入試課入試第一係 2007年度 2008/4/1 15年 2023/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会入学試験管理委員会関係綴(平成20年度） 学生部入試課入試第一係 2008年度 2009/4/1 15年 2024/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会入学試験管理委員会関係綴(平成21年度） 学生部入試課入試第一係 2009年度 2010/4/1 15年 2025/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会入学試験管理委員会関係綴(平成22年度） 学生部入試課入試第一係 2010年度 2011/4/1 15年 2026/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会入学試験管理委員会関係綴(平成23年度） 学生部入試課入試第一係 2011年度 2012/4/1 15年 2027/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会入学試験管理委員会関係綴(平成24年度） 学生部入試課入試第一係 2012年度 2013/4/1 15年 2028/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会入学試験管理委員会関係綴(平成25年度） 学生部入試課入試第一係 2013年度 2014/4/1 15年 2029/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会入学試験管理委員会関係綴(平成26年度） 学生部入試課入試第一係 2014年度 2015/4/1 15年 2030/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会入学試験管理委員会関係綴(平成27年度） 学生部入試課入試第一係 2015年度 2016/4/1 15年 2031/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会入学試験管理委員会関係綴(平成28年度） 学生部入試課入試第一係 2016年度 2017/4/1 15年 2032/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会入学試験管理委員会関係綴(平成29年度） 学生部入試課入試第一係 2017年度 2018/4/1 15年 2033/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 総括 入学資格審査関係綴（平成15年度～平成17年度） 学生部入試課入試第一係 2003年度 2006/4/1 15年 2021/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 総括 入学資格審査関係綴（平成18年度～平成29年度） 学生部入試課入試第一係 2006年度 2018/4/1 15年 2033/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 総括 （H25年度予告）センター試験利用教科・科目　個別試験教科・科目　予告等（平成23年度） 学生部入試課入試第一係 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 総括 （H26年度予告）センター試験利用教科・科目　個別試験教科・科目　予告等（平成24年度） 学生部入試課入試第一係 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 総括 （H27年度予告）センター試験利用教科・科目　個別試験教科・科目　予告等（平成25年度） 学生部入試課入試第一係 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 総括 （H28年度予告）センター試験利用教科・科目　個別試験教科・科目　予告等（平成26年度） 学生部入試課入試第一係 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 総括 （H29年度予告）センター試験利用教科・科目　個別試験教科・科目　予告等（平成27年度） 学生部入試課入試第一係 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 総括 （H30年度予告）センター試験利用教科・科目　個別試験教科・科目　予告等（平成28年度） 学生部入試課入試第一係 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 総括 （H31年度予告）センター試験利用教科・科目　個別試験教科・科目　予告等（平成29年度） 学生部入試課入試第一係 2017年度 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 総括 入学者選抜要項綴(平成25年度） 学生部入試課入試第一係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 総括 入学者選抜要項綴(平成26年度） 学生部入試課入試第一係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 総括 入学者選抜要項綴(平成27年度） 学生部入試課入試第一係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 総括 入学者選抜要項綴(平成28年度） 学生部入試課入試第一係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 総括 入学者選抜要項綴(平成29年度） 学生部入試課入試第一係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 入学試験 一般入試学生募集要項綴(平成25年度） 学生部入試課入試第一係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 入学試験 一般入試学生募集要項綴(平成26年度） 学生部入試課入試第一係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 入学試験 一般入試学生募集要項綴(平成27年度） 学生部入試課入試第一係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 入学試験 一般入試学生募集要項綴(平成28年度） 学生部入試課入試第一係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 入学試験 一般入試学生募集要項綴(平成29年度） 学生部入試課入試第一係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 特別入試 特別入試学生募集要項綴（平成25年度） 学生部入試課入試第一係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 特別入試 特別入試学生募集要項綴（平成26年度） 学生部入試課入試第一係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 特別入試 特別入試学生募集要項綴（平成27年度） 学生部入試課入試第一係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 特別入試 特別入試学生募集要項綴（平成28年度） 学生部入試課入試第一係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 特別入試 特別入試学生募集要項綴（平成29年度） 学生部入試課入試第一係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 入学試験 入学手続案内・入学者選抜試験（一般入試）実施要項綴（平成25年度） 学生部入試課入試第一係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 入学試験 入学手続案内・入学者選抜試験（一般入試）実施要項綴（平成26年度） 学生部入試課入試第一係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 入学試験 入学手続案内・入学者選抜試験（一般入試）実施要項綴（平成27年度） 学生部入試課入試第一係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
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学務 入学試験 入学試験 入学手続案内・入学者選抜試験（一般入試）実施要項綴（平成28年度） 学生部入試課入試第一係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 入学試験 入学手続案内・入学者選抜試験（一般入試）実施要項綴（平成29年度） 学生部入試課入試第一係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 入学試験 個別試験実施関係綴(平成25年度） 学生部入試課入試第一係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 入学試験 個別試験実施関係綴(平成26年度） 学生部入試課入試第一係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 入学試験 個別試験実施関係綴(平成27年度） 学生部入試課入試第一係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 入学試験 個別試験実施関係綴(平成28年度） 学生部入試課入試第一係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 入学試験 個別試験実施関係綴(平成29年度） 学生部入試課入試第一係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 特別入試 特別入試実施関係綴(平成25年度） 学生部入試課入試第一係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 特別入試 特別入試実施関係綴(平成26年度） 学生部入試課入試第一係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 特別入試 特別入試実施関係綴(平成27年度） 学生部入試課入試第一係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 特別入試 特別入試実施関係綴(平成28年度） 学生部入試課入試第一係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 特別入試 特別入試実施関係綴(平成29年度） 学生部入試課入試第一係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 入学試験 個別試験報告関係綴(平成25年度） 学生部入試課入試第一係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 入学試験 個別試験報告関係綴(平成26年度） 学生部入試課入試第一係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 入学試験 個別試験報告関係綴(平成27年度） 学生部入試課入試第一係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 入学試験 個別試験報告関係綴(平成28年度） 学生部入試課入試第一係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 入学試験 個別試験報告関係綴(平成29年度） 学生部入試課入試第一係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 入学試験 採点原票（平成25年度） 学生部入試課入試第一係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 入学試験 採点原票（平成26年度） 学生部入試課入試第一係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 入学試験 採点原票（平成27年度） 学生部入試課入試第一係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 入学試験 採点原票（平成28年度） 学生部入試課入試第一係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 入学試験 採点原票（平成29年度） 学生部入試課入試第一係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 入学試験 答案用紙（平成26年度入試） 学生部入試課入試第一係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 保管庫 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 入学試験 答案用紙（平成27年度入試） 学生部入試課入試第一係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 保管庫 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 入学試験 答案用紙（平成28年度入試） 学生部入試課入試第一係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 保管庫 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 入学試験 答案用紙（平成29年度入試） 学生部入試課入試第一係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 保管庫 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 入学試験 答案用紙（平成30年度入試） 学生部入試課入試第一係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 保管庫 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 入学試験 入試問題作成関係綴(平成25年度） 学生部入試課入試第一係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 入学試験 入試問題作成関係綴(平成26年度） 学生部入試課入試第一係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 入学試験 入試問題作成関係綴(平成27年度） 学生部入試課入試第一係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 入学試験 入試問題作成関係綴(平成28年度） 学生部入試課入試第一係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 入学試験 入試問題作成関係綴(平成29年度） 学生部入試課入試第一係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 入学試験 入試問題点検関係綴(平成25年度） 学生部入試課入試第一係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 入学試験 入試問題点検関係綴(平成26年度） 学生部入試課入試第一係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 入学試験 入試問題点検関係綴(平成27年度） 学生部入試課入試第一係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 入学試験 入試問題点検関係綴(平成28年度） 学生部入試課入試第一係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 入学試験 入試問題点検関係綴(平成29年度） 学生部入試課入試第一係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 広報 情報公開 個人成績開示綴(平成25年度） 学生部入試課入試第一係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 広報 情報公開 個人成績開示綴(平成26年度） 学生部入試課入試第一係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 広報 情報公開 個人成績開示綴(平成27年度） 学生部入試課入試第一係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 広報 情報公開 個人成績開示綴(平成28年度） 学生部入試課入試第一係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 広報 情報公開 個人成績開示綴(平成29年度） 学生部入試課入試第一係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 総括 入学試験問題許諾関係（平成25年度） 学生部入試課入試第一係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 総括 入学試験問題許諾関係（平成26年度） 学生部入試課入試第一係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 総括 入学試験問題許諾関係（平成27年度） 学生部入試課入試第一係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 総括 入学試験問題許諾関係（平成28年度） 学生部入試課入試第一係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 総括 入学試験問題許諾関係（平成29年度） 学生部入試課入試第一係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 調査 指定統計報告 入試に関する統計綴①（昭和52年度～平成9年度） 学生部入試課入試第一係 1977年度 1998/4/1 無期限 無期限 紙 作業室 学生部入試課課長 無期限
庶務 調査 指定統計報告 入試に関する統計綴②（平成10年度～平成18年度） 学生部入試課入試第一係 1998年度 2007/4/1 無期限 無期限 紙 作業室 学生部入試課課長 無期限
庶務 調査 指定統計報告 入試統計資料関係綴（学校基本調査用）(平成19年度） 学生部入試課入試第一係 2007年度 2008/4/1 15年 2023/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 調査 指定統計報告 入試統計資料関係綴（学校基本調査用）(平成20年度） 学生部入試課入試第一係 2008年度 2009/4/1 15年 2024/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 調査 指定統計報告 入試統計資料関係綴（学校基本調査用）(平成21年度） 学生部入試課入試第一係 2009年度 2010/4/1 15年 2025/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 調査 指定統計報告 入試統計資料関係綴（学校基本調査用）(平成22年度） 学生部入試課入試第一係 2010年度 2011/4/1 15年 2026/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 調査 指定統計報告 入試統計資料関係綴（学校基本調査用）(平成23年度） 学生部入試課入試第一係 2011年度 2012/4/1 15年 2027/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 調査 指定統計報告 入試統計資料関係綴（学校基本調査用）(平成24年度） 学生部入試課入試第一係 2012年度 2013/4/1 15年 2028/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 調査 指定統計報告 入試統計資料関係綴（学校基本調査用）(平成25年度） 学生部入試課入試第一係 2013年度 2014/4/1 15年 2029/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 調査 指定統計報告 入試統計資料関係綴（学校基本調査用）(平成26年度） 学生部入試課入試第一係 2014年度 2015/4/1 15年 2030/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 調査 指定統計報告 入試統計資料関係綴（学校基本調査用）(平成27年度） 学生部入試課入試第一係 2015年度 2016/4/1 15年 2031/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 調査 指定統計報告 入試統計資料関係綴（学校基本調査用）(平成28年度） 学生部入試課入試第一係 2016年度 2017/4/1 15年 2032/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
庶務 調査 指定統計報告 入試統計資料関係綴（学校基本調査用）(平成29年度） 学生部入試課入試第一係 2017年度 2018/4/1 15年 2033/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 入学試験 入試問題ホームページ掲載（平成22年度） 学生部入試課入試第一係 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 入学試験 入試問題ホームページ掲載（平成23年度） 学生部入試課入試第一係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 入学試験 入試問題ホームページ掲載（平成24年度） 学生部入試課入試第一係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 入学試験 入試問題ホームページ掲載（平成25年度） 学生部入試課入試第一係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 入学試験 入試問題ホームページ掲載（平成26年度） 学生部入試課入試第一係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 入学試験 入試問題ホームページ掲載（平成27年度） 学生部入試課入試第一係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 入学試験 入試問題ホームページ掲載（平成28年度） 学生部入試課入試第一係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 入学試験 入試問題ホームページ掲載（平成28年度） 学生部入試課入試第一係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 入学試験 入学試験問題（一般・推薦等）(平成15年度） 学生部入試課入試第一係 2003年度 2004/4/1 15年 2019/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 入学試験 入学試験問題（一般・推薦等）(平成16年度） 学生部入試課入試第一係 2004年度 2005/4/1 15年 2020/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 入学試験 入学試験問題（一般・推薦等）(平成17年度） 学生部入試課入試第一係 2005年度 2006/4/1 15年 2021/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 入学試験 入学試験問題（一般・推薦等）(平成18年度） 学生部入試課入試第一係 2006年度 2007/4/1 15年 2022/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 入学試験 入学試験問題（一般・推薦等）(平成19年度） 学生部入試課入試第一係 2007年度 2008/4/1 15年 2023/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 入学試験 入学試験問題（一般・推薦等）(平成20年度） 学生部入試課入試第一係 2008年度 2009/4/1 15年 2024/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
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学務 入学試験 入学試験 入学試験問題（一般・推薦等）(平成21年度） 学生部入試課入試第一係 2009年度 2010/4/1 15年 2025/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 入学試験 入学試験問題（一般・推薦等）(平成22年度） 学生部入試課入試第一係 2010年度 2011/4/1 15年 2026/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 入学試験 入学試験問題（一般・推薦等）(平成23年度） 学生部入試課入試第一係 2011年度 2012/4/1 15年 2027/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 入学試験 入学試験問題（一般・推薦等）(平成24年度） 学生部入試課入試第一係 2012年度 2013/4/1 15年 2028/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 入学試験 入学試験問題（一般・推薦等）(平成25年度） 学生部入試課入試第一係 2013年度 2014/4/1 15年 2029/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 入学試験 入学試験問題（一般・推薦等）(平成26年度） 学生部入試課入試第一係 2014年度 2015/4/1 15年 2030/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 入学試験 入学試験問題（一般・推薦等）(平成27年度） 学生部入試課入試第一係 2015年度 2016/4/1 15年 2031/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 入学試験 入学試験問題（一般・推薦等）(平成28年度） 学生部入試課入試第一係 2016年度 2017/4/1 15年 2032/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 入学試験 入学試験問題（一般・推薦等）(平成29年度） 学生部入試課入試第一係 2017年度 2018/4/1 15年 2033/3/31 紙 作業室 学生部入試課課長 廃棄

学務 入学試験 大学入試セン
ター試験 大学入試センタ-試験綴(平成25年度） 学生部入試課入試第二係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄

学務 入学試験 大学入試セン
ター試験 大学入試センタ-試験綴(平成26年度） 学生部入試課入試第二係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄

学務 入学試験 大学入試セン
ター試験 大学入試センタ-試験綴(平成27年度） 学生部入試課入試第二係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄

学務 入学試験 大学入試セン
ター試験 大学入試センタ-試験綴(平成28年度） 学生部入試課入試第二係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄

学務 入学試験 大学入試セン
ター試験 大学入試センタ-試験綴(平成29年度） 学生部入試課入試第二係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄

学務 入学試験 大学入試セン
ター試験 大学入試センタ-試験定期・臨時報告（FAX)(平成25年度） 学生部入試課入試第二係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄

学務 入学試験 大学入試セン
ター試験 大学入試センタ-試験定期・臨時報告（FAX)(平成26年度） 学生部入試課入試第二係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄

学務 入学試験 大学入試セン
ター試験 大学入試センタ-試験定期・臨時報告（FAX)(平成27年度） 学生部入試課入試第二係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄

学務 入学試験 大学入試セン
ター試験 大学入試センタ-試験定期・臨時報告（FAX)(平成28年度） 学生部入試課入試第二係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄

学務 入学試験 大学入試セン
ター試験 大学入試センタ-試験定期・臨時報告（FAX)(平成29年度） 学生部入試課入試第二係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄

学務 入学試験 大学入試セン
ター試験 大学入試センタ-試験システム報告関係(平成25年度） 学生部入試課入試第二係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄

学務 入学試験 大学入試セン
ター試験 大学入試センタ-試験システム報告関係(平成26年度） 学生部入試課入試第二係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄

学務 入学試験 大学入試セン
ター試験 大学入試センタ-試験システム報告関係(平成27年度） 学生部入試課入試第二係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄

学務 入学試験 大学入試セン
ター試験 大学入試センタ-試験システム報告関係(平成28年度） 学生部入試課入試第二係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄

学務 入学試験 大学入試セン
ター試験 大学入試センタ-試験システム報告関係(平成29年度） 学生部入試課入試第二係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄

学務 入学試験 大学入試セン
ター試験 大学入試センタ-試験システム受験状況報告・定時報告(平成25年度） 学生部入試課入試第二係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄

学務 入学試験 大学入試セン
ター試験 大学入試センタ-試験システム受験状況報告・定時報告(平成26年度） 学生部入試課入試第二係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄

学務 入学試験 大学入試セン
ター試験 大学入試センタ-試験システム受験状況報告・定時報告(平成27年度） 学生部入試課入試第二係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄

学務 入学試験 大学入試セン
ター試験 大学入試センタ-試験システム受験状況報告・定時報告(平成28年度） 学生部入試課入試第二係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄

学務 入学試験 大学入試セン
ター試験 大学入試センタ-試験システム受験状況報告・定時報告(平成29年度） 学生部入試課入試第二係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄

学務 入学試験 大学入試セン
ター試験 大学入試センタ-試験志願者名簿(平成25年度） 学生部入試課入試第二係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄

学務 入学試験 大学入試セン
ター試験 大学入試センタ-試験志願者名簿(平成26年度） 学生部入試課入試第二係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄

学務 入学試験 大学入試セン
ター試験 大学入試センタ-試験志願者名簿(平成27年度） 学生部入試課入試第二係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄

学務 入学試験 大学入試セン
ター試験 大学入試センタ-試験志願者名簿(平成28年度） 学生部入試課入試第二係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄

学務 入学試験 大学入試セン
ター試験 大学入試センタ-試験志願者名簿(平成29年度） 学生部入試課入試第二係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄

学務 入学試験 大学入試セン
ター試験 沖縄地区大学入試センター試験連絡会議（平成19年度～平成22年度） 学生部入試課入試第二係 2007年度 2011/4/1 10年 2021/4/1 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄

学務 入学試験 大学入試セン
ター試験 ○沖縄地区大学入試センター試験連絡会議○合同学生募集広報会議（平成23年度） 学生部入試課入試第二係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/4/1 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄

学務 入学試験 大学入試セン
ター試験 沖縄地区大学入試センター試験連絡会議（平成24年度～平成29年度） 学生部入試課入試第二係 2012年度 2018/4/1 10年 2028/4/1 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄

学務 入学試験 総括 ○オ-プンキャンパス○九州地区国立大学進学相談会○九州地区国立大学進学説明会（平成23年度） 学生部入試課入試第二係 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 総括 ○オ-プンキャンパス○九州地区国立大学進学相談会○九州地区国立大学進学説明会（平成24年度） 学生部入試課入試第二係 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 総括 ○オ-プンキャンパス○九州地区国立大学進学相談会○九州地区国立大学進学説明会（平成25年度） 学生部入試課入試第二係 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 総括 ○オ-プンキャンパス○九州地区国立大学進学相談会○九州地区国立大学進学説明会（平成26年度） 学生部入試課入試第二係 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 総括 ○オ-プンキャンパス○九州地区国立大学進学相談会○九州地区国立大学進学説明会（平成27年度） 学生部入試課入試第二係 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 総括 ○オ-プンキャンパス○九州地区国立大学進学相談会○九州地区国立大学進学説明会（平成28年度） 学生部入試課入試第二係 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 総括 ○オ-プンキャンパス○九州地区国立大学進学相談会○九州地区国立大学進学説明会（平成29年度） 学生部入試課入試第二係 2017年度 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 総括 アンケート等綴（出版社・予備校等）（平成25年度） 学生部入試課入試第二係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 総括 アンケート等綴（出版社・予備校等）（平成26年度） 学生部入試課入試第二係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 総括 アンケート等綴（出版社・予備校等）（平成27年度） 学生部入試課入試第二係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 総括 アンケート等綴（受験産業等）（平成28年度） 学生部入試課入試第二係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 総括 アンケート等綴（受験産業等）（平成29年度） 学生部入試課入試第二係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 大学院入学 大学院合否判定綴(平成20年度） 学生部入試課入試第二係 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 大学院入学 大学院合否判定綴(平成21年度） 学生部入試課入試第二係 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 大学院入学 大学院合否判定綴(平成22年度） 学生部入試課入試第二係 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 大学院入学 大学院合否判定綴(平成23年度） 学生部入試課入試第二係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 大学院入学 大学院合否判定綴(平成24年度） 学生部入試課入試第二係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 大学院入学 大学院合否判定綴(平成25年度） 学生部入試課入試第二係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 大学院入学 大学院合否判定綴(平成26年度） 学生部入試課入試第二係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 大学院入学 大学院合否判定綴(平成27年度） 学生部入試課入試第二係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 大学院入学 大学院合否判定綴(平成28年度） 学生部入試課入試第二係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
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学務 入学試験 大学院入学 大学院合否判定綴(平成29年度） 学生部入試課入試第二係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 大学院入学 ・大学院募集要項　・特別編入学募集要項（平成21年度） 学生部入試課入試第二係 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 大学院入学 ・大学院募集要項　・特別編入学募集要項（平成22年度） 学生部入試課入試第二係 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 大学院入学 ・大学院募集要項　・特別編入学募集要項（平成23年度） 学生部入試課入試第二係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 大学院入学 ・大学院募集要項　・特別編入学募集要項（平成24年度） 学生部入試課入試第二係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 大学院入学 ・大学院募集要項　・特別編入学募集要項（平成25年度） 学生部入試課入試第二係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 大学院入学 ・大学院募集要項　・特別編入学募集要項（平成26年度） 学生部入試課入試第二係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 大学院入学 ・大学院募集要項　・特別編入学募集要項（平成27年度） 学生部入試課入試第二係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 大学院入学 ・大学院募集要項　・特別編入学募集要項（平成28年度） 学生部入試課入試第二係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 大学院入学 ・大学院募集要項　・特別編入学募集要項（平成29年度） 学生部入試課入試第二係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 総括 進学相談会・説明会(平成25年度） 学生部入試課入試第二係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 総括 進学相談会・説明会(平成26年度） 学生部入試課入試第二係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 総括 進学相談会・説明会(平成27年度） 学生部入試課入試第二係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 総括 進学相談会・説明会(平成28年度） 学生部入試課入試第二係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 総括 進学相談会・説明会(平成29年度） 学生部入試課入試第二係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 総括 高校訪問　入試説明会関係（平成25年度～平成26年度） 学生部入試課入試第二係 2013年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 総括 高校訪問　入試説明会関係（平成27年度～平成28年度） 学生部入試課入試第二係 2015年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 総括 その他広報（広告等）（平成24年度～平成26年度） 学生部入試課入試第二係 2012年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 総括 その他広報（広告等）（平成27年度） 学生部入試課入試第二係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 総括 その他広報（広告等）（平成28年度） 学生部入試課入試第二係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 総括 その他広報（広告等）（平成29年度） 学生部入試課入試第二係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 総括 フロムページ（テレメール）(平成26年度） 学生部入試課入試第二係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 総括 フロムページ（テレメール）(平成27年度） 学生部入試課入試第二係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 総括 フロムページ（テレメール）(平成28年度） 学生部入試課入試第二係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 総括 フロムページ（テレメール）(平成29年度） 学生部入試課入試第二係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 総括 大学情報センター（DJC）（携帯情報サイト）(平成25年度） 学生部入試課入試第二係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 総括 大学情報センター（DJC）（携帯情報サイト）(平成26年度） 学生部入試課入試第二係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 総括 大学情報センター（DJC）（携帯情報サイト）(平成27年度） 学生部入試課入試第二係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 総括 大学情報センター（DJC）（携帯情報サイト）(平成28年度） 学生部入試課入試第二係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 総括 大学情報センター（DJC）（携帯情報サイト）(平成29年度） 学生部入試課入試第二係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 総括 大学訪問綴(平成25年度） 学生部入試課入試第二係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 総括 大学訪問綴(平成26年度） 学生部入試課入試第二係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 総括 大学訪問綴(平成27年度） 学生部入試課入試第二係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 総括 大学訪問綴(平成28年度） 学生部入試課入試第二係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 総括 大学訪問綴(平成29年度） 学生部入試課入試第二係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 編入学 特別編入学合否判定綴(平成20年度） 学生部入試課入試第二係 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 編入学 特別編入学合否判定綴(平成21年度） 学生部入試課入試第二係 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 推薦入学 21世紀グロ-バルプログラム実施検討委員会綴(平成20年度） 学生部入試課入試第二係 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
学務 入学試験 推薦入学 21世紀グロ-バルプログラム実施検討委員会綴(平成21年度） 学生部入試課入試第二係 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 学生部入試課課長 廃棄
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会計 外部資金 科学研究費補助金
留学生センター研究助成・科研費・寄附金綴(平成25年
度）

学術国際部国際課専門職員（会計
担当）

2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄

会計 外部資金 科学研究費補助金
留学生センター研究助成・科研費・寄附金綴(平成26年
度）

学術国際部国際課専門職員(会計
担当）

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄

会計 外部資金 科学研究費補助金
留学生センター研究助成・科研費・寄附金綴(平成27年
度）

総合企画戦略部国際連携推進課
国際連携推進係

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄

会計 外部資金 科学研究費補助金 留学生センター研究助成・科研費・寄附金綴(平成28年 学生部国際教育課国際教育係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
会計 外部資金 科学研究費補助金 留学生センター研究助成・科研費・寄附金綴(平成29年 学生部国際教育課国際教育係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
会計 管財 国有財産 固定資産管理関係（国際課）(平成24～27年度） 学術国際部国際課学生交流担当 2012年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 国際連携推進課事務室 学生部国際教育課長 廃棄

会計 管財 国有財産 固定資産管理関係(平成28年度～）
総合企画戦略部国際連携推進課
国際連携推進係(国際連携推進課
会計担当）

2014年度 未完 5年 未完 紙 事務室 学生部国際教育課長 廃棄

会計 管財 国有財産
固定資産管理関係(留学生センタ-）(平成22年度～平成
27年度）

学術国際部国際課留学生センタ-
担当

2010年度 2015/4/1 5年 2021/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄

会計 管財 国有財産
固定資産管理関係(留学生ユニット・外国語ユニット）(平
成28年度～）

学生部国際教育課国際教育係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄

会計 物品 物品管理 購入依頼/留学生センタ-(平成25度）№1
学術国際部国際課留学生センタ-
担当

2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄

会計 物品 物品管理 購入依頼/留学生センタ-(平成25度）№2
学術国際部国際課留学生センタ-
担当

2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄

会計 物品 物品管理 購入依頼/留学生センタ-(平成25度）№3
学術国際部国際課留学生センタ-
担当

2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄

会計 物品 物品管理 購入依頼/留学生センタ-(平成25度）№4
学術国際部国際課留学生センタ-
担当

2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄

会計 物品 物品管理 購入依頼/留学生センタ-(平成26度）№1
学術国際部国際課専門職員(会計
担当）

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄

会計 物品 物品管理 購入依頼/留学生センタ-(平成26度）№2
学術国際部国際課専門職員(会計
担当）

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄

会計 物品 物品管理 購入依頼/留学生センタ-(平成26度）№3
学術国際部国際課専門職員(会計
担当）

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄

会計 物品 物品管理 購入依頼/留学生センタ-(平成27度）№1
総合企画戦略部国際連携推進課
国際連携推進係

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 倉庫 学生部国際教育課長 廃棄

会計 物品 物品管理 購入依頼/留学生センタ-(平成27度）№2
総合企画戦略部国際連携推進課
国際連携推進係

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 倉庫 学生部国際教育課長 廃棄

会計 物品 物品管理 購入依頼/留学生センタ-(平成27度）№3
総合企画戦略部国際連携推進課
国際連携推進係

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 倉庫 学生部国際教育課長 廃棄

会計 物品 物品管理 購入依頼/留学生センタ-(平成27度）№4
総合企画戦略部国際連携推進課
国際連携推進係

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 倉庫 学生部国際教育課長 廃棄

会計 物品 物品管理 購入依頼/留学生センタ-(平成28度） 学生部国際教育課国際教育係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
会計 物品 物品管理 購入依頼/国際教育センタ-(平成29度） 学生部国際教育課国際教育係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
会計 物品 物品管理 購入依頼/国際教育課(平成29度） 学生部国際教育課国際教育係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄

会計 予算 その他 予算関係(平成20年度）
学術国際部留学生課留学生企画
係

2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター１階）

学生部国際教育課長 廃棄

会計 予算 総括 留学生センタ-会計関係綴(平成20年度）
学術国際部留学生課留学生センタ
-係

2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 国際連携推進課倉庫１階 学生部国際教育課長 廃棄

会計 予算 総括 留学生センタ-会計関係綴(平成21年度）
学術国際部国際交流課専門職員
(留学生センタ-担当）

2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 国際連携推進課倉庫１階 学生部国際教育課長 廃棄

会計 予算 総括 留学生センタ-会計関係綴(平成22年度）
学術国際部国際課専門職員(留学
生センタ-担当）

2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 国際連携推進課倉庫１階 学生部国際教育課長 廃棄

会計 予算 総括 留学生センタ-会計関係綴(平成23年度）
学術国際部国際課留学生センタ-
担当

2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 国際連携推進課倉庫１階 学生部国際教育課長 廃棄

会計 予算 総括 留学生センタ-会計関係綴(平成24年度）
学術国際部国際課留学生センタ-
担当

2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 国際連携推進課倉庫１階 学生部国際教育課長 廃棄

会計 予算 総括 留学生センタ-会計関係(平成25年度）
学術国際部国際課留学生センタ-
担当

2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄

会計 予算 総括 留学生センタ-会計関係(平成26年度）
学術国際部国際課専門職員(会計
担当）

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄

会計 予算 総括 留学生センタ-会計関係(平成27年度）
総合企画戦略部国際連携推進課
国際連携推進係

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 倉庫 学生部国際教育課長 廃棄

会計 予算 総括 留学生センタ-会計関係(平成28年度）
総合企画戦略部国際連携推進課
国際連携推進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄

会計 予算 総括 国際教育センタ-/国際教育課会計関係(平成29年度） 学生部国際教育課国際教育係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 調査 各種団体等調査 学校基本調査・その他　在籍調査関係（平成25年度） 学術国際部国際課総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 国際連携推進課倉庫１階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 調査 各種団体等調査 学校基本調査・その他　在籍調査関係（平成26年度） 総合企画戦略部国際連携推進課国際連携推進係2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 調査 各種団体等調査 学校基本調査・その他　在籍調査関係（平成27年度） 総合企画戦略部国際連携推進課国際連携推進係2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 調査 各種団体等調査 学校基本調査（平成28年度） 総合企画戦略部国際連携推進課国際連携推進係2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 調査 各種団体等調査 学校基本調査（平成29年度） 学生部国際教育課国際教育係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 調査 他官公庁調査 在籍関係綴り（平成24～平成25） 学術国際部国際課総務担当 2012年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 調査 他官公庁調査 在籍関係綴り（平成26年） 学術国際部国際課総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生相談 チュ-タ-カウンセリング チューター実施報告書綴(平成25年度） 学術国際部国際課総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生相談 チュ-タ-カウンセリング チューター実施報告書綴(平成26年度） 学術国際部国際課総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生相談 チュ-タ-カウンセリング チューター実施報告書綴(平成27年度） 学術国際部国際課総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生相談 チュ-タ-カウンセリング チューター実施報告書綴(平成28年度） 学生部国際教育課国際教育係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生相談 チュ-タ-カウンセリング チューター実施報告書綴(平成29年度） 学生部国際教育課国際教育係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生相談 チュ-タ-カウンセリング チュ-タ-手続き関係書類(平成25年度） 学術国際部国際課総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生相談 チュ-タ-カウンセリング チュ-タ-手続き関係書類(平成26年度） 総合企画戦略部国際連携推進課国際連携推進係2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生相談 チュ-タ-カウンセリング チュ-タ-手続き関係書類(平成27年度） 学術国際部国際課総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生相談 チュ-タ-カウンセリング チュ-タ-手続き関係書類(平成28年度） 学生部国際教育課国際教育係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生相談 チュ-タ-カウンセリング チュ-タ-手続き関係書類(平成29年度） 学生部国際教育課国際教育係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生相談 チュ-タ-カウンセリング チュ-タ-登録申請書等(平成25年度） 学術国際部国際課総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生相談 チュ-タ-カウンセリング チュ-タ-登録申請書等(平成26年度） 総合企画戦略部国際連携推進課国際連携推進係2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生相談 チュ-タ-カウンセリング チュ-タ-登録申請書等(平成27年度） 総合企画戦略部国際連携推進課国際連携推進係2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生相談 チュ-タ-カウンセリング チュ-タ-登録申請書等(平成28年度） 学生部国際教育課国際教育係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生相談 チュ-タ-カウンセリング チュ-タ-登録申請書等(平成29年度） 学生部国際教育課国際教育係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 その他 沖縄地域留学生交流推進協議会(平成16年度） 学術国際部留学生課留学生企画係2004年度 2005/4/1 20年 2025/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 その他 沖縄地域留学生交流推進協議会(平成17年度） 学術国際部留学生課留学生企画係2005年度 2006/4/1 20年 2026/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 その他 沖縄地域留学生交流推進協議会(平成18年度） 学術国際部留学生課留学生企画係2006年度 2007/4/1 20年 2027/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 その他 沖縄地域留学生交流推進協議会(平成19年度） 学術国際部留学生課留学生企画係2007年度 2008/4/1 20年 2028/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 その他 沖縄地域留学生交流推進協議会(平成20年度） 学術国際部国際課留セ総務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄



学務 留学生交流 その他 沖縄地域留学生交流推進協議会(平成21年度） 学術国際部国際課学生交流担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 国際連携推進課倉庫１階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 その他 沖縄地域留学生交流推進協議会(平成22年度） 学術国際部国際課学生交流担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 国際連携推進課倉庫１階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 その他 沖縄地域留学生交流推進協議会(平成23年度） 学術国際部国際課学生交流担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 国際連携推進課倉庫１階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 その他 沖縄地域留学生交流推進協議会(平成24年度） 学術国際部国際課総務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 国際連携推進課倉庫１階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 その他 沖縄地域留学生交流推進協議会(平成25年度） 学術国際部国際課総務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 その他 沖縄地域留学生交流推進協議会(平成26年度） 学術国際部国際課総務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 その他 沖縄地域留学生交流推進協議会(平成27年度） 総合企画戦略部国際連携推進課国際連携推進係2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 その他 沖縄地域留学生交流推進協議会(平成28年度） 学生部国際教育課国際教育係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 その他 沖縄地域留学生交流推進協議会(平成29年度） 学生部国際教育課国際教育係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 厚生 国際交流会館 寄宿料・預り金振替関係(平成25年度） 学術国際部国際課総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 厚生 国際交流会館 寄宿料・預り金振替関係(平成26年度） 学術国際部国際課総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 厚生 国際交流会館 寄宿料・預り金振替関係(平成27年度） 学術国際部国際課総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 厚生 国際交流会館 寄宿料・預り金振替関係(平成28年度） 学生部国際教育課国際教育係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 厚生 国際交流会館 寄宿料・預り金振替関係(平成29年度） 学生部国際教育課国際教育係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 厚生 国際交流会館 国際交流会館寄宿料・預り金振替関係(平成25年度） 学術国際部国際課総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 厚生 国際交流会館 国際交流会館寄宿料・預り金振替関係(平成26年度） 学術国際部国際課総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 厚生 国際交流会館 国際交流会館寄宿料・預り金振替関係(平成27年度） 総合企画戦略部国際連携推進課国際連携推進係2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 厚生 国際交流会館 国際交流会館寄宿料・預り金振替関係(平成28年度） 学生部国際教育課国際教育係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 厚生 国際交流会館 国際交流会館寄宿料・預り金振替関係(平成29年度） 学生部国際教育課国際教育係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 その他 留学生在籍名簿(昭和49年度～平成元年度） 学生部留学生課留学生企画係 1974年度 1990/4/1 無期限 無期限 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 無期限
学務 留学生交流 その他 留学生在籍名簿(平成11年度～平成13年度） 学生部留学生課留学生企画係 1999年度 2002/4/1 無期限 無期限 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 無期限
学務 留学生交流 その他 留学生在籍名簿(平成16年度～平成19年度） 学術国際部留学生課留学生企画係2002年度 2008/4/1 無期限 無期限 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 無期限
学務 留学生交流 その他 留学生在籍名簿(平成20年度） 学術国際部国際課留セ総務担当 2008年度 2009/4/1 無期限 無期限 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 無期限
学務 留学生交流 その他 留学生在籍名簿(平成2年度～平成10年度） 学生部留学生課留学生企画係 1990年度 1999/4/1 無期限 無期限 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 無期限
施設 総括 エコアクション 留学生センター　エコアクション(国際課含む）平成24～ 学術国際部国際課総務担当 2012年度 未完 5年 未完 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄

庶務 広報 広報 印刷物関係(平成24年度） 学術国際部国際課総務担当 2012年度 2013/3/31 10年 2023/3/31 紙 国際連携推進課倉庫１階 学生部国際教育課長 廃棄

庶務 広報 広報 印刷物関係(平成25年度） 学術国際部国際課総務担当 2013年度 2014/3/31 10年 2024/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄

庶務 能率 職員研修 センター出張関係(平成24～25年度） 学術国際部国際課（国際課・留学生センター総務担当）2012年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
庶務 能率 職員研修 センター出張関係(平成26年度） 学術国際部国際課総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
庶務 能率 職員研修 センター出張関係(平成27年度） 総合企画戦略部国際連携推進課 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
庶務 能率 職員研修 センター出張関係(平成28年度） 総合企画戦略部国際連携推進課 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
庶務 能率 職員研修 センター出張関係(平成29年度） 学生部国際教育課国際教育係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
庶務 能率 職員研修 国際教育課出張関係(平成29年度） 学生部国際教育課国際教育係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
庶務 法規 通達 センタ-文書関係綴り(平成25年度）№1 学術国際部国際交流課専門職員(留学生センタ-担当）2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
庶務 法規 通達 センタ-文書関係綴り(平成25年度）№2 学術国際部国際交流課専門職員(留学生センタ-担当）2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
庶務 法規 通達 センタ-文書関係綴り(平成26年度） 学術国際部国際交流課専門職員(留学生センタ-担当）2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
庶務 法規 通達 センタ-文書関係綴り(平成27年度） 学術国際部国際課総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
庶務 法規 通達 センタ-文書関係綴り(平成28年度） 総合企画戦略部国際連携推進課 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
庶務 法規 通達 センタ-文書関係綴り(平成29年度） 学生部国際教育課国際教育係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
庶務 服務 その他 タクシ-チケット報告書(平成23年～26年度） 学術国際部国際課(総務担当） 2011年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄

庶務 中期計画 その他
中期計画プロジェクトシート　評価　教員活動評価　セン
ター事業計画(平成22年度～平成25年度)

学術国際部国際課総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 国際連携推進課倉庫１階 学生部国際教育課長 廃棄

庶務 中期計画 その他
中期計画プロジェクトシート　評価　教員活動評価　セン
ター事業計画(平成26～平成27年度)

学術国際部国際課総務担当 2014年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄

庶務 服務 総括 留学生センター　人事関係綴（平成24、25、26年度） 学術国際部国際課総務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 国際連携推進課倉庫１階 学生部国際教育課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 留学生センター　非常勤講師関係綴（平成25年度） 学術国際部国際課総務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 国際連携推進課倉庫１階 学生部国際教育課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 留学生センター　非常勤講師関係綴（平成26年度） 学術国際部国際課総務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 国際連携推進課倉庫１階 学生部国際教育課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 留学生センター　非常勤講師関係綴（平成27年度） 総合企画戦略部国際連携推進課国際連携推進係2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 国際連携推進課倉庫１階 学生部国際教育課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 留学生センター会議・運営委員会(平成25年度) 学術国際部国際課総務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 留学生センター会議・運営委員会(平成26年度) 学術国際部国際課総務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 留学生センター会議・運営委員会(平成27年度) 学術国際部国際課総務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 国際連携推進課倉庫１階 学生部国際教育課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 休暇簿(平成25年） 学術国際部国際課総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 国際連携推進課倉庫１階 学生部国際教育課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 休暇簿(平成26年） 学術国際部国際課総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 国際連携推進課倉庫１階 学生部国際教育課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 休暇簿(平成27年） 総合企画戦略部国際連携推進課国際連携推進係2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 国際連携推進課倉庫１階 学生部国際教育課長 廃棄

庶務 任用 常勤職員 教員公募関係綴(平成20年度） 学術国際部留学生課留学生センタ-係2008年度 2008/4/1 10年 2019/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター１階）

学生部国際教育課長 廃棄

庶務 任用 常勤職員 教員公募関係綴(平成23年度）№１ 学術国際部国際交流課専門職員(留学生センタ-担当）2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 国際連携推進課倉庫１階 学生部国際教育課長 廃棄

庶務 任用 常勤職員 教員公募関係綴(平成23年度）№２ 学術国際部国際交流課専門職員(留学生センタ-担当）2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター１階）

学生部国際教育課長 廃棄

庶務 任用 常勤職員 教員公募関係綴(平成24年度） 学術国際部国際交流課専門職員(留学生センタ-担当）2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター１階）

学生部国際教育課長 廃棄

庶務 任用 常勤職員 教員公募関係綴(平成25年度）№1 学術国際部国際交流課専門職員(留学生センタ-担当）2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター１階）

学生部国際教育課長 廃棄

庶務 任用 常勤職員 教員公募関係綴(平成25年度）№2 学術国際部国際交流課専門職員(留学生センタ-担当）2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター１階）

学生部国際教育課長 廃棄

庶務 任用 常勤職員 教員公募関係綴(平成26年度～） 学術国際部国際交流課専門職員(留学生センタ-担当）2014年度 未完 10年 未完 紙 国際連携推進課倉庫１階 学生部国際教育課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 出勤簿(平成25年） 学術国際部国際課学生交流担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 国際連携推進課倉庫１階 学生部国際教育課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 出勤簿(平成26年） 学術国際部国際課総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 国際連携推進課倉庫１階 学生部国際教育課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 出勤簿(平成27年） 総合企画戦略部国際連携推進課 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄

庶務 服務 勤務時間 出勤簿(平成28年） 総合企画戦略部国際連携推進課 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄

庶務 服務 勤務時間 出勤簿(平成29年）国際教育センター 学生部国際教育課国際教育係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄

庶務 服務 勤務時間 平成29年度　勤務時間報告･時間外労働記録簿　毎月勤労統計調査票学生部国際教育課国際教育係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
庶務 服務 勤務時間 平成29年度出勤簿(始業･終業時間等記録簿)国際教育課・外国語ユニット学生部国際教育課国際教育係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
庶務 服務 総括 人事関係綴(平成20年度） 学術国際部国際交流課専門職員(留学生センタ-担当）2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
庶務 服務 総括 人事関係綴(平成21～23年度） 学術国際部国際交流課専門職員(留学生センタ-担当）2009年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 国際連携推進課倉庫１階 学生部国際教育課長 廃棄
庶務 服務 総括 人事関係綴　(平成28年度）写 総合企画戦略部国際連携推進課 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
庶務 服務 総括 人事関係綴　国際教育課(平成29年度） 学生部国際教育課国際教育係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
庶務 服務 総括 人事関係綴　国際教育支援部門(平成29年度） 学生部国際教育課国際教育係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
庶務 任用 非常勤職員 非常勤講師の発令手続き関係(平成19～20年度） 学術国際部留学生課留学生センタ-係2007年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
庶務 任用 非常勤職員 非常勤講師の発令手続き関係(平成21～23年度） 学術国際部国際交流課専門職員(留学生センタ-担当）2009年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 国際連携推進課倉庫１階 学生部国際教育課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 留学生センタ各種会議関係綴(平成20～22年度） 学術国際部留学生課留学生センタ-係2008年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
庶務 会議 学内会議・委員会 留学生センタ各種会議関係綴(平成23～24年度） 学術国際部国際課留学生センタ-担当2011年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 国際連携推進課倉庫１階 学生部国際教育課長 廃棄

庶務 総括 行事 各種イベント関係(平成25年度） 学術国際部国際課総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 国際連携推進課倉庫１階 学生部国際教育課長 廃棄



庶務 総括 行事 各種イベント関係(平成26年度） 学術国際部国際課総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄

庶務 総括 行事 各種イベント関係(平成27年度） 国際連携推進課国際連携推進係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄

庶務 福利厚生 安全管理 消防訓練　交通安全指導講習会 学術国際部国際課総務担当 2010年度 未完 5年 未完 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄

学務 留学生交流 総括 日本語スピーチ大会　日本語弁論大会（平成25年度～平成26年度）学術国際部国際課総務担当 2013年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄

学務 留学生相談 チューターカウンセリング ボランティア関係（平成23年度～27年度） 総合企画戦略部国際連携推進課 2011年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄

会計 謝金 支出負担行為関係 支払伺(平成25年度）国際交流会館 学術国際部国際課学生交流担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄

会計 謝金 支出負担行為関係 支払伺(平成26年度）国際交流会館 総合企画戦略部国際連携推進課国際連携推進係2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄

会計 謝金 支出負担行為関係 支払伺(平成27年度）国際交流会館 総合企画戦略部国際連携推進課国際連携推進係2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄

会計 謝金 支出負担行為関係 支払伺(平成28年度）国際交流会館 総合企画戦略部国際連携推進課国際連携推進係2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄

会計 謝金 支出負担行為関係 支払伺(平成29年度）国際交流会館 学生部国際教育課国際教育係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄

会計 謝金 支出負担行為関係 支出伺(平成25年度）謝金関係 学術国際部国際課学生交流担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
会計 謝金 支出負担行為関係 支出伺(平成26年度）謝金関係 総合企画戦略部国際連携推進課国際連携推進係2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
会計 謝金 支出負担行為関係 支出伺(平成27年度）謝金関係 総合企画戦略部国際連携推進課国際連携推進係2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
会計 謝金 支出負担行為関係 支出伺(平成28年度）謝金関係 総合企画戦略部国際連携推進課国際連携推進係2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
会計 謝金 支出負担行為関係 支出伺(平成29年度）謝金関係 学生部国際教育課国際教育係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
会計 謝金 支出負担行為関係 ワークスタディ業務（平成26年度） 総合企画戦略部国際連携推進課国際連携推進係2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
会計 謝金 支出負担行為関係 ワークスタディ業務（平成27年度） 総合企画戦略部国際連携推進課国際連携推進係2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
会計 謝金 支出負担行為関係 ワークスタディ業務（平成28年度） 総合企画戦略部国際連携推進課国際連携推進係2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
会計 謝金 支出負担行為関係 ワークスタディ業務（平成29年度） 学生部国際教育課国際教育係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄

庶務 会議 学外会議 平成27年度全国国立大学法人留学生センター及び留学生担当課長等会議総合企画戦略部国際連携推進課国際連携推進係2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄

庶務 組織 総括 外国語センタ-関係(平成20～21年度） 学生部教務課教務第一係長 2009年度 2010/4/1 10年 2019/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
庶務 組織 総括 外国語センタ-関係(平成22～24年度） 学生部教務課教務第一係長 2010年度 2013/4/1 10年 2021/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
庶務 組織 総括 外国語センタ-関係(平成25年度） 学生部教務課教務第一係長 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
庶務 組織 総括 外国語センタ-関係(平成26年度） 学生部教務課教務第一係長 2014年度 2015/4/1 10年 2024/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
庶務 組織 総括 外国語センタ-関係(平成27年度） 学生部教務課教務第一係長 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
庶務 組織 総括 外国語センタ-関係(平成28年度） 学生部教務課教務第一係長 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
庶務 組織 総括 外国語センタ-関係(平成29年度） 学生部国際教育課国際教育係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 奨学援護 研究助成 インドネシア・マレ-シア政府派遣関係(平成23年度～） 国際課奨学担当 2011年度 未完 5年 未完 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 国費留学生 学業成績表(日本語・日本文化研修留学生）(平成20年度～）国際連携推進課留学生支援係 2008年度 未完 5年 未完 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 奨学援護 各種奨学金 学習奨励費関係(平成25年度） 国際課奨学担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 奨学援護 各種奨学金 学習奨励費関係(平成26年度） 国際連携推進課留学生支援係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 奨学援護 各種奨学金 学習奨励費関係(平成27年度） 国際連携推進課留学生支援係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 奨学援護 各種奨学金 学習奨励費関係(平成28年度） 国際教育課留学生係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 国費留学生 給与関係(平成20年度） 国際課奨学担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 国際連携推進課倉庫１階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 国費留学生 給与関係(平成21年度） 国際課奨学担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 国際連携推進課倉庫１階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 国費留学生 給与関係(平成22年度） 国際課奨学担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 国際連携推進課倉庫１階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 国費留学生 給与関係(平成23年度） 国際課奨学担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 国際連携推進課倉庫１階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 国費留学生 給与関係(平成24年度） 国際課奨学担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 国費留学生 給与関係(平成25年度） 国際課奨学担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 国費留学生 給与関係(平成26年度） 国際連携推進課留学生支援係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 国費留学生 給与関係(平成27年度） 国際連携推進課留学生支援係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 国費留学生 給与関係(平成28年度） 国際教育課留学生係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 国費留学生 給与関係(平成29年度） 国際教育課留学生係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 国費留学生 教研生・日研生研修プログラム(平成16年度～） 国際課奨学担当 2004年度 未完 5年 未完 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 その他 県費留学生関係(平成24年度～） 国際課奨学担当 2012年度 未完 5年 未完 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 国費留学生 国内採用関係(平成20年度～平成21年度） 国際課奨学担当 2008年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 国際連携推進課倉庫１階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 国費留学生 国内採用関係(平成22年度） 国際課奨学担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 国際連携推進課倉庫１階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 国費留学生 国内採用関係(平成23年度～） 国際課奨学担当 2011年度 未完 10年 未完 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 国費留学生 国費留学生期間満了関係(平成20年度） 国際課奨学担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 国際連携推進課倉庫１階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 国費留学生 国費留学生期間満了関係(平成21年度） 国際課奨学担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 国際連携推進課倉庫１階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 国費留学生 国費留学生期間満了関係(平成22年度） 国際課奨学担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 国際連携推進課倉庫１階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 国費留学生 国費留学生期間満了関係(平成23年度） 国際課奨学担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 国際連携推進課倉庫１階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 国費留学生 国費留学生期間満了関係(平成24年度） 国際課奨学担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 国費留学生 国費留学生期間満了関係(平成25年度） 国際課奨学担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 国費留学生 国費留学生期間満了関係(平成26年度） 国際連携推進課留学生支援係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 国費留学生 国費留学生期間満了関係(平成27年度） 国際連携推進課留学生支援係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 国費留学生 国費留学生期間満了関係(平成28年度） 国際教育課留学生係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 国費留学生 国費調査関係(平成24年度～平成26年度） 国際連携推進課留学生支援係 2012年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 国費留学生 国費調査関係(平成27年度～平成28年度） 国際連携推進課留学生支援係 2015年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 国費留学生 国費調査関係(平成29年度～） 国際連携推進課留学生係 2017年度 未完 10年 未完 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 国費留学生 国費留学生名簿(平成10年度～） 留学生課留学生支援係 2004年度 未完 10年 未完 紙 国際教育課事務所 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 その他 証明書関係(平成26年度～平成28年度） 国際連携推進課留学生支援係 2014年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 その他 証明書関係(平成29年度～） 国際連携推進課留学生係 2017年度 未完 3年 未完 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 国費留学生 大学推薦関係(平成20年度）1 国際課奨学担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 国際連携推進課倉庫１階 学生部国際教育課長 廃棄



学務 留学生交流 国費留学生 大学推薦関係(平成20年度）2 国際課奨学担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 国際連携推進課倉庫１階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 国費留学生 大学推薦関係(平成20年度）3 国際課奨学担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 国際連携推進課倉庫１階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 国費留学生 大学推薦関係(平成21年度）1 国際課奨学担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 国際連携推進課倉庫１階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 国費留学生 大学推薦関係(平成21年度）2 国際課奨学担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 国際連携推進課倉庫１階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 国費留学生 大学推薦関係(平成21年度）3 国際課奨学担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 国際連携推進課倉庫１階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 国費留学生 大学推薦関係(平成22年度）1 国際課奨学担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 国際連携推進課倉庫１階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 国費留学生 大学推薦関係(平成22年度）2 国際課奨学担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 国際連携推進課倉庫１階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 国費留学生 大学推薦関係(平成22年度）3 国際課奨学担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 国際連携推進課倉庫１階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 国費留学生 大学推薦関係(平成23年度）1 国際課奨学担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 国際連携推進課倉庫１階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 国費留学生 大学推薦関係(平成23年度）2 国際課奨学担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 国際連携推進課倉庫１階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 国費留学生 大学推薦関係(平成24年度）1 国際課奨学担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 国際連携推進課倉庫１階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 国費留学生 大学推薦関係(平成24年度）2 国際課奨学担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 国際連携推進課倉庫１階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 国費留学生 大学推薦関係(平成25年度）1 国際課奨学担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 国費留学生 大学推薦関係(平成25年度）2 国際課奨学担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 国費留学生 大学推薦関係(平成26年度） 国際連携推進課留学生支援係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 国費留学生 大学推薦関係(平成27年度）1 国際連携推進課留学生支援係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 国費留学生 大学推薦関係(平成27年度）2 国際連携推進課留学生支援係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 国費留学生 大学推薦関係(平成28年度）1 国際教育課留学生係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 国費留学生 大学推薦関係(平成28年度）2 国際教育課留学生係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 国費留学生 大学推薦関係(平成29年度）1 国際教育課留学生係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 国費留学生 大学推薦関係(平成29年度）2 国際教育課留学生係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 国費留学生 日本語研修コース関係(平成25年度～） 国際課奨学担当 2013年度 未完 10年 未完 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 国費留学生 大使館推薦関係(平成20年度） 国際課奨学担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 国際連携推進課倉庫１階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 国費留学生 大使館推薦関係(平成21年度） 国際課奨学担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 国際連携推進課倉庫１階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 国費留学生 大使館推薦関係(平成22年度） 国際課奨学担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 国際連携推進課倉庫１階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 国費留学生 大使館推薦関係(平成23年度） 国際課奨学担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 国際連携推進課倉庫１階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 国費留学生 大使館推薦関係(平成24年度） 国際課奨学担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 国費留学生 大使館推薦関係(平成25年度） 国際課奨学担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 国費留学生 大使館推薦関係(平成26年度） 国際連携推進課留学生支援係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 国費留学生 大使館推薦関係(平成27年度） 国際連携推進課留学生支援係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 国費留学生 大使館推薦関係(平成28年度） 国際教育課留学生係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 国費留学生 大使館推薦関係(平成29年度） 国際教育課留学生係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 国費留学生 日韓理工系学部留学生事業関係(平成23年度） 国際課奨学担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 国費留学生 日韓理工系学部留学生事業関係(平成24年度） 国際課奨学担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 国費留学生 日韓理工系学部留学生事業関係(平成25年度～平成26年度）国際課奨学担当 2013年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄 当初の保存期間満了日：2024年3月31日 延長期間：1年
学務 留学生交流 国費留学生 日韓理工系学部留学生事業関係(平成27年度～） 国際連携推進課留学生支援係 2015年度 未完 10年 未完 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 国費留学生 日本語・日本文化研修留学生関係(平成23年度～） 国際課奨学担当 2011年度 未完 5年 未完 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 総括 その他 日本留学試験関係(平成25年度～平成26年度） 国際課奨学担当 2013年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄 当初の保存期間満了日：2019年3月31日　延長期間：1年
学務 総括 その他 日本留学試験関係(平成27年度～平成29年度） 国際課奨学担当 2015年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 奨学援護 各種奨学金 預り金(平成23年度～平成26年度） 国際課奨学担当 2011年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄 当初の保存期間満了日：2015年3月31日　延長期間：5年
学務 奨学援護 各種奨学金 預り金(平成27年度～平成28年度） 国際連携推進課留学生支援係 2015年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 奨学援護 各種奨学金 預り金(平成29年度） 国際教育課留学生係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 国費留学生 理工学研究科特別コ-ス関係(平成19年度～平成22年度）留学生課留学生支援係 2007年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 国際連携推進課倉庫１階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 国費留学生 特別プログラム関係(平成23年度～平成24年度） 国際課奨学担当 2011年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄 当初の保存期間満了日：2024年3月31日 延長期間：2年
学務 留学生交流 国費留学生 特別プログラム関係(平成25年度～平成28年度) 国際連携推進課留学生支援係 2013年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄 当初の保存期間満了日：2024年3月31日 延長期間：2年
学務 留学生交流 国費留学生 特別プログラム関係(平成29年度～） 国際連携推進課留学生係 2017年度 未完 10年 未完 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 就職 就職 平成27年度就職相談・セミナー関係 国際連携推進課留学生支援係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 就職 就職 平成27年度インターンシッププログラム1 国際連携推進課留学生支援係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 就職 就職 平成27年度インターンシッププログラム2 国際連携推進課留学生支援係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 就職 就職 平成27年度インターンシッププログラム3 国際連携推進課留学生支援係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 就職 就職 平成28年度インターンシッププログラム1 国際連携推進課留学生支援係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 就職 就職 平成28年度インターンシッププログラム2 国際連携推進課留学生支援係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 就職 就職 平成29年度インターンシッププログラム 国際連携推進課留学生係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 就職 就職 住環境・就職支援等留学生の受入れ環境充実事業（平成27年度）国際連携推進課留学生支援係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 就職 就職 住環境・就職支援等留学生の受入れ環境充実事業（平成28年度）1国際連携推進課留学生支援係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 就職 就職 住環境・就職支援等留学生の受入れ環境充実事業（平成28年度）2国際連携推進課留学生支援係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 就職 就職 住環境・就職支援等留学生の受入れ環境充実事業（平成29年度）1国際連携推進課留学生係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 就職 就職 住環境・就職支援等留学生の受入れ環境充実事業（平成29年度）2国際連携推進課留学生係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 その他 印刷物関係(平成26年度） 国際連携推進課留学生支援係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 その他 印刷物関係(平成27年度） 国際連携推進課留学生支援係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 その他 印刷物関係(平成28年度） 国際教育課留学生係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 その他 印刷物関係(平成29年度） 国際教育課留学生係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 総括 その他 学生交流専門委員会関係(平成23年度） 国際課国際教育担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 総括 その他 学生交流専門委員会関係(平成24年度） 国際課国際教育担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 総括 その他 学生交流専門委員会関係(平成25年度） 国際課国際教育担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 総括 その他 学生交流専門委員会関係(平成26年度） 国際課国際教育担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 総括 その他 学生交流専門委員会関係(平成27年度） 国際連携推進課留学生支援係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 総括 その他 学生交流専門委員会関係(平成28年度） 国際教育課留学生係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 総括 その他 学生交流専門委員会関係(平成29年度） 国際教育課留学生係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 奨学援護 各種奨学金 各種奨学金関係(平成20年度）1 留学生課留学生支援係 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 国際連携推進課倉庫１階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 奨学援護 各種奨学金 各種奨学金関係(平成20年度）2 留学生課留学生支援係 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 国際連携推進課倉庫１階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 奨学援護 各種奨学金 各種奨学金関係(平成21年度）1 国際課奨学担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 国際連携推進課倉庫１階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 奨学援護 各種奨学金 各種奨学金関係(平成21年度）2 国際課奨学担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 国際連携推進課倉庫１階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 奨学援護 各種奨学金 各種奨学金関係(平成22年度）1 国際課国際教育担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 国際連携推進課倉庫１階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 奨学援護 各種奨学金 各種奨学金関係(平成22年度）2 国際課国際教育担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 国際連携推進課倉庫１階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 奨学援護 各種奨学金 各種奨学金関係(平成23年度）1 国際課国際教育担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 国際連携推進課倉庫１階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 奨学援護 各種奨学金 各種奨学金関係(平成23年度）2 国際課奨学担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 国際連携推進課倉庫１階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 奨学援護 各種奨学金 各種奨学金関係(平成24年度）1 国際課奨学担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 奨学援護 各種奨学金 各種奨学金関係(平成24年度）2 国際課奨学担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 奨学援護 各種奨学金 各種奨学金関係(平成25年度）1 国際課奨学担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 奨学援護 各種奨学金 各種奨学金関係(平成25年度）2 国際課奨学担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 奨学援護 各種奨学金 各種奨学金関係(平成26年度）1 国際課奨学担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 奨学援護 各種奨学金 各種奨学金関係(平成26年度）2 国際課奨学担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 奨学援護 各種奨学金 各種奨学金関係(平成27年度）1 国際連携推進課留学生支援係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 奨学援護 各種奨学金 各種奨学金関係(平成27年度）2 国際連携推進課留学生支援係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 奨学援護 各種奨学金 各種奨学金関係(平成28年度）1 国際教育課留学生係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 奨学援護 各種奨学金 各種奨学金関係(平成28年度）2 国際教育課留学生係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 奨学援護 各種奨学金 各種奨学金関係(平成29年度）1 国際教育課留学生係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 奨学援護 各種奨学金 各種奨学金関係(平成29年度）2 国際教育課留学生係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 調査 その他 雑件綴(平成20年度～平成29年度） 国際教育課留学生係 2008年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 奨学援護 各種奨学金 琉球大学後援財団(平成19年度～平成23年度） 留学生課留学生支援係 2007年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 奨学援護 各種奨学金 琉球大学後援財団(平成24年度～平成28年度） 国際課奨学担当 2012年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 奨学援護 各種奨学金 琉球大学後援財団(平成29年度） 国際教育課留学生係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 厚生 学寮 学生寮関係(平成25年度） 学術国際部国際課学生交流担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄



学務 厚生 学寮 学生寮関係(平成26年度） 学術国際部国際課学生交流担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 厚生 学寮 学生寮関係(平成27年度） 国際連携推進課留学生支援係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 厚生 学寮 学生寮関係(平成28年度） 国際連携推進課留学生支援係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 厚生 学寮 学生寮関係(平成29年度） 国際連携推進課留学生支援係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 厚生 国際交流会館 国際交流会館入居関係綴(平成25年度） 学術国際部国際課学生交流担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 厚生 国際交流会館 国際交流会館入居関係綴(平成26年度） 総合企画戦略部国際連携推進課学生交流担当2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 厚生 国際交流会館 国際交流会館入居関係綴(平成27年度） 総合企画戦略部国際連携推進課学生交流担当2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 厚生 国際交流会館 国際交流会館入居関係綴(平成28年度） 総合企画戦略部国際連携推進課学生交流担当2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 厚生 国際交流会館 国際交流会館入居関係綴(平成29年度） 総合企画戦略部国際連携推進課学生交流担当2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 その他 日本留学フェア(平成25年） 学術国際部国際課学生交流担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 その他 日本留学フェア(平成26年） 総合企画戦略部国際連携推進課留学生支援係2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 その他 日本留学フェア(平成27年） 総合企画戦略部国際連携推進課留学生支援係2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 その他 日本留学フェア(平成28年） 学生部国際教育課留学生係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 その他 日本留学フェア(平成29年） 学生部国際教育課留学生係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄

学務 課外教育 留学生見学旅行 留学生見学旅行(平成25年） 学術国際部国際課学生交流担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄

学務 課外教育 留学生見学旅行 留学生見学旅行(平成26年） 総合企画戦略部国際連携推進課留学生支援係2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 課外教育 留学生見学旅行 留学生見学旅行(平成27年） 総合企画戦略部国際連携推進課留学生支援係2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 課外教育 留学生見学旅行 留学生見学旅行(平成28年） 学生部国際教育課留学生係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 課外教育 留学生見学旅行 留学生見学旅行(平成29年） 学生部国際教育課留学生係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄

学務 就職 就職 留学生就職・インタ-ンシップ関係(平成23年度～平成24年度）学術国際部国際交流課専門職員(留学生センタ-担当）2011年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2022年3月31日 延長期間：1年
文書管理者の変更

学務 奨学援護 その他 留学生支援関係（平成26年度） 総合企画戦略部国際連携推進課留学生支援係2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 奨学援護 その他 留学生支援関係（平成27年度） 総合企画戦略部国際連携推進課留学生支援係2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 厚生 その他 留学生住宅補償関係（平成24年度～平成25年度） 総合企画戦略部国際連携推進課留学生支援係2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄

学務 厚生 その他 留学生住宅補償関係（平成26年度～平成27年度） 総合企画戦略部国際連携推進課留学生支援係2014年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2025年3月31日 延長期間：1年
保存場所・文書管理者の変更

学務 厚生 その他 留学生住宅補償関係（平成28年度～平成29年度） 総合企画戦略部国際連携推進課留学生支援係2016年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 奨学援護 その他 学生援護会留学生支援事業(平成25年度～平成28年 学術国際部留学生課留学生企画 2013年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄 留学交流係から留学生係へ移動
学務 奨学援護 その他 琉球大学基金(平成29年度～） 学生部国際教育課留学生係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 学生 その他 一時出国届(平成29年度） 学生部国際教育課留学生係 2017年度 2018/4/1 1年 2019/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 奨学援護 アルバイト 資格外活動許可書綴(平成29年度～） 学生部国際教育課留学生係 2017年度 未完 1年 未完 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 学生の海外派遣 平成26年度後期（第1期）トビタテ留学JAPAN　官民協働海外留学支援制度国際課学生交流担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 学生の海外派遣 平成27年度前期（第2期）トビタテ留学JAPAN 国際連携推進課国際交流係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 学生の海外派遣 平成27年度後期（第3期）トビタテ留学JAPAN 国際連携推進課国際交流係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
庶務 留学生交流 学生の海外派遣 トビタテ留学JAPAN地域人材コース平成27年度① 国際連携推進課専門員（国際企画 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
庶務 留学生交流 学生の海外派遣 トビタテ留学JAPAN地域人材コース平成27年度② 国際連携推進課専門員（国際企画 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
庶務 留学生交流 学生の海外派遣 トビタテ留学JAPAN地域人材コース平成27年度③ 国際連携推進課専門員（国際企画 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 学生の海外派遣 平成28年度前期（第4期）トビタテ留学JAPAN 国際連携推進課国際交流係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 学生の海外派遣 平成28年度後期（第5期）トビタテ留学JAPAN 国際連携推進課国際交流係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 学生の海外派遣 平成28年度後期（第5期）トビタテ留学JAPAN「地域人材コース」①国際教育課留学交流係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 学生の海外派遣 平成28年度後期（第5期）トビタテ留学JAPAN「地域人材コース」②国際教育課留学交流係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 学生の海外派遣 平成29年度前期（第6期）トビタテ留学JAPAN 国際教育課留学交流係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 学生の海外派遣 平成29年度後期（第7期）トビタテ留学JAPAN 国際教育課留学交流係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 学生の海外派遣 平成29年度後期（第7期）トビタテ留学JAPAN「地域人材コース」①国際教育課留学交流係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 学生の海外派遣 平成29年度後期（第7期）トビタテ留学JAPAN「地域人材コース」②国際教育課留学交流係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 学生の海外派遣 平成30年度前期（第8期）トビタテ留学JAPAN 国際教育課留学交流係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 学生の海外派遣 平成30年度後期（第9期）トビタテ留学JAPAN 国際教育課留学交流係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 学生の海外派遣 業務スーパージャパンドリーム財団関係（平成27年度～28）国際課学生交流担当 2015年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 学生の海外派遣 業務スーパージャパンドリーム財団関係（平成29年度～）国際教育課留学交流係 2017年度 未完 10年 未完 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 学生の海外派遣 佐藤陽奨学金（平成23年度～29） 国際課学生交流担当 2011年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 奨学援護 学生の海外派遣 奨学金(派遣）支給(平成16年度～平成21年度） 留学生課短期留学係 2004年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 奨学援護 学生の海外派遣 奨学金(派遣）支給(平成22～24年度） 国際課国際教育担当 2010年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 学生の海外派遣 平成25年度奨学金支給関係 国際課学生交流担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 学生の海外派遣 平成26年度奨学金支給関係 国際課学生交流担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 学生の海外派遣 平成27年度奨学金支給関係① 国際連携推進課国際交流係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 学生の海外派遣 平成27年度奨学金支給関係② 国際連携推進課国際交流係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 学生の海外派遣 平成28年度奨学金支給関係① 国際教育課留学交流係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 学生の海外派遣 平成28年度奨学金支給関係② 国際教育課留学交流係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 学生の海外派遣 平成29年度奨学金支給関係① 国際教育課留学交流係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 学生の海外派遣 平成29年度奨学金支給関係② 国際教育課留学交流係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 奨学援護 学生の海外派遣 JASSO関係（派遣）(平成25年度） 国際課学生交流担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 奨学援護 学生の海外派遣 平成26年度JASSO関係①（派遣） 国際課学生交流担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 奨学援護 学生の海外派遣 平成26年度JASSO関係②（派遣） 国際課学生交流担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 奨学援護 学生の海外派遣 平成27年度JASSO関係①（派遣） 国際連携推進課国際交流係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 奨学援護 学生の海外派遣 平成27年度JASSO関係②（派遣） 国際連携推進課国際交流係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 奨学援護 学生の海外派遣 平成28年度JASSO関係①（派遣） 国際教育課留学交流係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 奨学援護 学生の海外派遣 平成28年度JASSO関係②（派遣） 国際教育課留学交流係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 奨学援護 学生の海外派遣 平成29年度JASSO関係①（派遣） 国際教育課留学交流係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄

学務 留学生交流 学生の海外派遣 短期留学(派遣）関係(平成19年度） 留学生課短期留学係 2007年度 2008/4/1 15年 2023/3/31 紙 国際連携推進課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2018年3月31日
延長期間：5年
延長の理由：短期交換留学業務に必要とするため

学務 留学生交流 学生の海外派遣 短期留学(派遣）関係(平成20年度）1 留学生課短期留学係 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 学生の海外派遣 短期留学(派遣）関係(平成20年度）2 留学生課短期留学係 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 学生の海外派遣 短期留学(派遣）関係(平成21年度）1 留学生課短期留学係 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 学生の海外派遣 短期留学(派遣）関係(平成21年度）2 留学生課短期留学係 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 学生の海外派遣 短期留学(派遣）関係(平成22年度）1 留学生課短期留学係 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 学生の海外派遣 短期留学(派遣）関係(平成22年度）2 留学生課短期留学係 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 学生の海外派遣 短期留学(派遣）関係(平成23年度）1 留学生課短期留学係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 学生の海外派遣 短期留学(派遣）関係(平成23年度）2 留学生課短期留学係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 学生の海外派遣 短期留学(派遣）関係(平成24年度）1 国際課国際協力担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 学生の海外派遣 短期留学(派遣）関係(平成24年度）2 国際課国際協力担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 学生の海外派遣 短期留学(派遣）関係(平成25年度） 国際課学生交流担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 学生の海外派遣 短期留学(派遣）関係(平成26年度） 国際課学生交流担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 学生の海外派遣 平成27年度短期派遣留学関係 国際連携推進課国際交流係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 学生の海外派遣 平成28年度短期派遣留学関係 国際教育課留学交流係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 学生の海外派遣 平成29年度短期派遣留学関係① 国際教育課留学交流係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 学生の海外派遣 平成29年度短期派遣留学関係② 国際教育課留学交流係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 学生の海外派遣 平成26年度 短期派遣留学学内選考書類関係 国際連携推進課留学交流係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 国際連携推進課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 学生の海外派遣 平成27年度 短期派遣留学学内選考書類関係 国際連携推進課留学交流係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 学生の海外派遣 平成28年度 短期派遣留学学内選考書類関係 国際教育課留学交流係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 学生の海外派遣 平成29年度 短期派遣留学学内選考書類関係 国際教育課留学交流係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 学生の海外派遣 岸本基金寄附金（平成29年～） 国際教育課留学交流係 2017年度 未完 10年 未完 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 学生の海外派遣 長期海外留学支援制度/留学生交流支援制度(長期派遣）(平成18～）国際課国際教育担当 2006年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄



学務 留学生交流 学生の海外派遣 琉球大学短期派遣留学報告書(平成21年度～平成22年度）国際課国際教育担当 2009年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 学生の海外派遣 協定校関係 国際課学生交流担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 学生の海外派遣 協定校情報関係（派遣）（平成25年度～） 国際課学生交流担当 2013年度 未完 5年 未完 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 学生の海外派遣 査証手続き参考 国際課学生交流担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 学生の海外派遣 サマ-スク-ル(派遣）(平成24年度～平成26年度） 国際課学生交流担当 2012年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 学生の海外派遣 雑件（派遣）（平成25年度） 国際課学生交流担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 学生の海外派遣 雑件（派遣）（平成26年度） 国際課学生交流担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 学生の海外派遣 雑件（派遣）（平成27年度） 国際課学生交流担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 学生の海外派遣 雑件（派遣）（平成28年度） 国際課学生交流担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 学生の海外派遣 雑件（派遣）（平成29年度） 国際教育課留学交流係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 学生の海外派遣 印刷物関係（派遣）（平成25～26年度） 国際課学生交流担当 2013年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄

学務 留学生交流 学生の海外派遣 21世紀グロ-バル関係(平成17～19年度） 留学生課短期留学係 2005年度 2008/4/1 15年 2023/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2018年3月31日
延長期間：5年
延長の理由：短期交換留学業務に必要とするため

学務 留学生交流 学生の海外派遣 21世紀グロ-バル関係(平成20年度） 留学生課短期留学係 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 学生の海外派遣 21世紀グロ-バル関係(平成21年度） 国際課国際教育担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 学生の海外派遣 21世紀グロ-バル関係(平成22年度） 国際課国際教育担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 学生の海外派遣 グローバル人材育成推進事業(平成24年度） 国際課国際教育担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 学生の海外派遣 大学の世界展開力強化事業(平成23年度） 国際課国際教育担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 学生の海外派遣 大学の世界展開力強化事業(平成24年度） 国際課国際教育担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 学生の海外派遣 大学の世界展開力強化事業(平成25年度） 国際課国際交流・派遣担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 学生の海外派遣 大学の世界展開力強化事業(平成26年度） 国際教育課留学交流係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 その他 本学主催留学説明会(於協定校）(平成22年度） 国際課国際教育担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 奨学援護 その他 琉球大学後援財団関係(平成13年度～22年度） 留学生課短期留学係 2001年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 奨学援護 その他 琉球大学後援財団(短期派遣）(平成23年度～29） 国際課学生交流担当 2011年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄

学務 留学生交流 短期プログラム留学生 奨学金支給（受入れ）JASSO関係（平成23年度～24年度）国際課短期留学担当 2011年度 2013/4/1 6年 2019/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄

当初の保存期間満了日：2018年3月31日
延長期間：1年
延長の理由：短期交換留学業務に必要とするため
保存場所の変更

学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成25年度JASSO関係（受入れ） 国際課短期留学担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成26年度JASSO関係①（受入） 国際課短期留学担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成26年度JASSO関係②（受入） 国際課短期留学担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成27年度JASSO関係①（受入） 国際連携推進課留学生支援係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成27年度JASSO関係②（受入） 国際連携推進課留学生支援係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成28年度JASSO関係①（受入） 国際教育課留学交流係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成28年度JASSO関係②（受入） 国際教育課留学交流係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成28年度JASSO関係③（受入） 国際教育課留学交流係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成29年度JASSO関係①（受入） 国際教育課留学交流係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成29年度JASSO関係②（受入） 国際教育課留学交流係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成30年度JASSO関係①（受入） 国際教育課留学交流係 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成30年度JASSO関係②（受入） 国際教育課留学交流係 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 短期プログラム証明書綴（平成13年度～22年度） 学生部留学生課短期留学係 2001年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 短期プログラム証明書綴（平成23年度～27年度） 学生部留学生課短期留学係 2011年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 短期プログラム証明書綴（平成28年度～） 国際教育課留学交流係 2016年度 未完 10年 未完 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 短プロ登録カ-ド綴（平成12年度～21年度） 留学生課短期留学係 2000年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 短プロ登録カ-ド綴（平成22年度～28年度） 国際課短期留学担当 2010年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄

学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成19年度短期留学（受入れ）関係1 留学生課短期留学係 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄

当初の保存期間満了日：2018年3月31日
延長期間：5年
延長の理由：短期交換留学業務に必要とするため
ファイル名修正

学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成19年度短期留学（受入れ）関係2 留学生課短期留学係 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄

当初の保存期間満了日：2018年3月31日
延長期間：5年
延長の理由：短期交換留学業務に必要とするため
ファイル名修正

学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成20年度短期留学（受入れ）関係1 留学生課短期留学係 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成20年度短期留学（受入れ）関係2 留学生課短期留学係 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成21年度短期留学（受入れ）関係1 国際課短期留学担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成21年度短期留学（受入れ）関係2 国際課短期留学担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成22年度短期留学（受入れ）関係1 国際課短期留学担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成22年度短期留学（受入れ）関係2 国際課短期留学担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成23年度短期留学（受入れ）関係1 国際課短期留学担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成23年度短期留学（受入れ）関係2 国際課短期留学担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成23年度短期留学（受入れ）関係3 国際課短期留学担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成24年度短期留学（受入れ）関係STRP 国際課短期留学担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成24年度短期留学（受入れ）関係URSEP 国際課短期留学担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成25年度短期留学（受入れ）関係STRP 国際課短期留学担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成25年度短期留学（受入れ）関係URSEP 国際課短期留学担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成26年度短期留学（受入れ）関係STRP 国際連携推進課留学生支援係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成26年度短期留学（受入れ）関係URSEP 国際連携推進課留学生支援係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成27年度短期留学（受入れ）STRP 国際連携推進課留学生支援係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成27年度短期留学（受入れ）URSEP 国際連携推進課留学生支援係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成28年度短期留学（受入れ）STRP 国際教育課留学交流係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成28年度短期留学（受入れ）URSEP 国際教育課留学交流係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成29年度短期交換留学（受入）STRP 国際教育課留学交流係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成29年度短期交換留学（受入）URSEP 国際教育課留学交流係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成30年度短期交換留学（受入）① 国際教育課留学交流係 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成30年度短期交換留学（受入）② 国際教育課留学交流係 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄

学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成24年度短期留学（受入れ）募集要項関係 国際課短期留学担当 2012年度 2013/4/1 10年 2028/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄

当初の保存期間満了日：2018年3月31日
延長期間：5年
延長の理由：短期交換留学業務に必要とするため
ファイル名修正

学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成25年度短期留学（受入れ）募集要項関係 国際課短期留学担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成26年度短期留学（受入れ）募集要項関係 国際課短期留学担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成27年度短期留学（受入れ）募集要項関係 国際課短期留学担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成28年度短期留学（受入れ）募集要項関係 国際連携推進課留学生支援係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成29年度短期留学（受入れ）募集要項関係 国際教育課留学交流係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成30年度短期留学（受入れ）募集要項関係 国際教育課留学交流係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄

学務 留学生交流 短期プログラム留学生 短期留学生パスポ-ト等写し（平成19年度～21年度） 国際課短期留学担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄

当初の保存期間満了日：2018年3月31日
延長期間：5年
延長の理由：短期交換留学業務に必要とするため
ファイル名修正



学務 留学生交流 短期プログラム留学生 短期留学生パスポ-ト等写しSTRP（平成22年度～24年度）国際課短期留学担当 2010年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2021年3月31日 延長期間：1年保
存場所の変更

学務 留学生交流 短期プログラム留学生 短期留学生パスポ-ト等写しSTRP（平成25年度～26年度）国際課短期留学担当 2013年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 短期留学生パスポ-ト等写しSTRP（平成27年度～28年度）国際連携推進課留学生支援係 2015年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 短期留学生パスポ-ト等写しSTRP（平成29年度～） 国際教育課留学交流係 2017年度 未完 10年 未完 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄

学務 留学生交流 短期プログラム留学生 短期留学生パスポ-ト等写しURSEP（平成22年度～24年度）国際課短期留学担当 2010年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2021年3月31日 延長期間：1年保
存場所の変更

学務 留学生交流 短期プログラム留学生 短期留学生パスポ-ト等写しURSEP（平成26年度～） 国際連携推進課留学生支援係 2014年度 2011/4/1 10年 2024/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄

学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成19年度10月STRP申請書類 留学生課短期留学係 2007年度 2008/4/1 15年 2023/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄

当初の保存期間満了日：2018年3月31日
延長期間：5年
延長の理由：短期交換留学業務に必要とするため
ファイル名修正

学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成19年度4月STRP申請書類 留学生課短期留学係 2007年度 2008/4/1 15年 2023/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄

当初の保存期間満了日：2018年3月31日
延長期間：5年
延長の理由：短期交換留学業務に必要とするため
ファイル名修正

学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成19年度10月URSEP申請書類 留学生課短期留学係 2007年度 2008/4/1 15年 2023/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄

当初の保存期間満了日：2018年3月31日
延長期間：5年
延長の理由：短期交換留学業務に必要とするため
ファイル名修正

学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成20年度10月STRP申請書類 留学生課短期留学係 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成20年度4月STRP申請書類 留学生課短期留学係 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成20年度10月URSEP申請書類 留学生課短期留学係 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成21年度10月STRP申請書類 国際課短期留学担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成21年度4月STRP申請書類 国際課短期留学担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成21年度10月URSEP申請書類 国際課短期留学担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成22年度10月STRP申請書類 国際課短期留学担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成22年度4月STRP申請書類 国際課短期留学担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成22年度10月URSEP申請書類 国際課短期留学担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成23年度4月STRP申請書類 国際課短期留学担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成23年度10月STRP申請書類 国際課短期留学担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成23年度10月URSEP申請書類 国際課短期留学担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成24年度4月STRP申請書類 国際課短期留学担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成24年度10月STRP申請書類① 国際課短期留学担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成24年度10月STRP申請書類② 国際課短期留学担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成24年度10月URSEP申請書類 国際課短期留学担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成25年度4月STRP申請書類① 国際課短期留学担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成25年度4月STRP申請書類② 国際課短期留学担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成25年度10月STRP申請書類 国際課短期留学担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成25年度10月URSEP申請書類 国際課短期留学担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 国際教育課倉庫 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成26年度4月STRP申請書類 国際連携推進課留学生支援係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成26年度10月STRP申請書類① 国際連携推進課留学生支援係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成26年度10月STRP申請書類② 国際連携推進課留学生支援係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成26年度10月URSEP申請書類 国際連携推進課留学生支援係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成27年度4月STRP申請書類① 国際連携推進課留学生支援係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成27年度4月STRP申請書類② 国際連携推進課留学生支援係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成27年度10月STRP申請書類① 国際連携推進課留学生支援係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成27年度10月STRP申請書類② 国際連携推進課留学生支援係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成27年度10月URSEP申請書類 国際連携推進課留学生支援係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成28年度4月STRP申請書類① 国際教育課留学交流係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成28年度4月STRP申請書類② 国際教育課留学交流係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成28年度10月STRP申請書類① 国際教育課留学交流係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成28年度10月STRP申請書類② 国際教育課留学交流係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成28年度10月URSEP申請書類 国際教育課留学交流係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成29年度4月STRP申請書類 国際教育課留学交流係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成29年度10月STRP申請書類① 国際教育課留学交流係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成29年度10月STRP申請書類② 国際教育課留学交流係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成29年度10月URSEP申請書類 国際教育課留学交流係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成30年度4月STRP申請書類 国際教育課留学交流係 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成30年度10月STRP申請書類① 国際教育課留学交流係 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成30年度10月STRP申請書類② 国際教育課留学交流係 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成30年度10月URSEP申請書類 国際教育課留学交流係 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成26年度留学交流支援制度　インターンシッププログラム　申請書類国際連携推進課留学生支援係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成26年度留学交流支援制度　インターンシッププログラム 1国際連携推進課留学生支援係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成26年度留学交流支援制度　インターンシッププログラム 2国際連携推進課留学生支援係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成23年度留学生交流支援制度（ショ-トステイ）1 国際課短期留学担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成23年度留学生交流支援制度（ショ-トステイ）2 国際課短期留学担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成24年度留学生交流支援制度（ショ-トステイ）1 国際課短期留学担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成24年度留学生交流支援制度（ショ-トステイ）2 国際課短期留学担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄

学務 奨学援護 短期プログラム留学生
留学生交流支援制度／ショ-トステイ・ショ-トビジット（平
成24年度）

国際課国際教育担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄

当初の保存期間満了日：2018年3月31日
延長期間：5年
延長の理由：短期交換留学業務に必要とするため
ファイル名修正

学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成25年度留学生交流支援制度（短期受入れ）短期研修・研究型国際課短期留学担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成25年度サマープログラム 国際連携推進課留学生支援係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 平成26年度サマープログラム 国際連携推進課留学生支援係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 会議 学内会議・委員会 留学生ワ-キング（短期留学プログラム関係）（平成19～22年度）留学生課短期留学係 2007年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 会議 学内会議・委員会 短プロ実施委員会（平成18～23年度） 留学生課短期留学係 2006年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 国際連携推進課倉庫1階 学生部国際教育課長 廃棄
学務 会議 学内会議・委員会 短プロ実施委員会（平成24年度～28） 留学生課短期留学係 2012年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 琉球大学後援財団　国際交流奨励事業　留学生受入奨励金（平成25年度～29年度）国際教育課留学交流係 2013年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 UMAP（平成25年度～28年度） 国際教育課留学交流係 2013年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄
学務 留学生交流 短期プログラム留学生 UMAP（平成29年度） 国際教育課留学交流係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 国際教育課事務室 学生部国際教育課長 廃棄


