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庶務 会議 教授会・研究科委員会 教授会(平成16年度） 理学部総務係 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 理学部長室 理学部総務係 廃棄

庶務 会議 教授会・研究科委員会 教授会(平成17年度） 理学部総務係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 理学部長室 理学部総務係 廃棄

庶務 会議 教授会・研究科委員会 教授会(平成18年度） 理学部総務係 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 理学部長室 理学部総務係 廃棄

庶務 会議 教授会・研究科委員会 教授会(平成19年度） 理学部総務係 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 理学部長室 理学部総務係 廃棄

庶務 会議 教授会・研究科委員会 教授会(平成20年度） 理学部総務係 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 理学部長室 理学部総務係 廃棄

庶務 会議 教授会・研究科委員会 教授会(平成21年度） 理学部総務係 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 理学部長室 理学部総務係 廃棄

庶務 会議 教授会・研究科委員会 教授会(平成22年度） 理学部総務係 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 理学部長室 理学部総務係 廃棄

庶務 会議 教授会・研究科委員会 教授会(平成23年度） 理学部総務係 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 理学部長室 理学部総務係 廃棄

庶務 会議 教授会・研究科委員会 教授会(平成24年度） 理学部総務係 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 理学部長室 理学部総務係 廃棄

庶務 会議 教授会・研究科委員会 教授会(平成25年度） 理学部総務係 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 理学部長室 理学部総務係 廃棄

庶務 会議 教授会・研究科委員会 教授会(平成26年度） 理学部総務係 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 理学部長室 理学部総務係 廃棄

庶務 会議 教授会・研究科委員会 教授会(平成27年度） 理学部総務係 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 理学部長室 理学部総務係 廃棄

庶務 会議 教授会・研究科委員会 教授会(平成28年度） 理学部総務係 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 会議 教授会・研究科委員会 教授会(平成29年度） 理学部総務係 2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 会議 教授会・研究科委員会 教授会(平成30年度） 理学部総務係 2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 会議 教授会・研究科委員会 教授会(令和元年度） 理学部総務係 2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 会議 教授会・研究科委員会 前期研究科委員会(平成16年度） 理学部総務係 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 理学部長室 理学部総務係 廃棄

庶務 会議 教授会・研究科委員会 前期研究科委員会(平成17年度） 理学部総務係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 理学部長室 理学部総務係 廃棄

庶務 会議 教授会・研究科委員会 前期研究科委員会(平成18年度） 理学部総務係 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 理学部長室 理学部総務係 廃棄

庶務 会議 教授会・研究科委員会 前期研究科委員会(平成19年度） 理学部総務係 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 理学部長室 理学部総務係 廃棄

庶務 会議 教授会・研究科委員会 前期研究科委員会(平成20年度） 理学部総務係 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 理学部長室 理学部総務係 廃棄

庶務 会議 教授会・研究科委員会 前期研究科委員会(平成21年度） 理学部総務係 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 理学部長室 理学部総務係 廃棄

庶務 会議 教授会・研究科委員会 前期研究科委員会(平成22年度） 理学部総務係 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 理学部長室 理学部総務係 廃棄

庶務 会議 教授会・研究科委員会 前期研究科委員会(平成23年度） 理学部総務係 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 理学部長室 理学部総務係 廃棄

庶務 会議 教授会・研究科委員会 前期研究科委員会(平成24年度） 理学部総務係 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 理学部長室 理学部総務係 廃棄

庶務 会議 教授会・研究科委員会 前期研究科委員会(平成25年度） 理学部総務係 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 理学部長室 理学部総務係 廃棄

庶務 会議 教授会・研究科委員会 前期研究科委員会(平成26年度） 理学部総務係 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 理学部長室 理学部総務係 廃棄

庶務 会議 教授会・研究科委員会 前期研究科委員会(平成27年度） 理学部総務係 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 理学部長室 理学部総務係 廃棄

庶務 会議 教授会・研究科委員会 前期研究科委員会(平成28年度） 理学部総務係 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 会議 教授会・研究科委員会 前期研究科委員会(平成29年度） 理学部総務係 2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 会議 教授会・研究科委員会 前期研究科委員会(平成30年度） 理学部総務係 2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄
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庶務 会議 教授会・研究科委員会 前期研究科委員会(令和元年度） 理学部総務係 2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 会議 教授会・研究科委員会 後期研究科委員会(平成16年度） 理学部総務係 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 理学部長室 理学部総務係 廃棄

庶務 会議 教授会・研究科委員会 後期研究科委員会(平成17年度） 理学部総務係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 理学部長室 理学部総務係 廃棄

庶務 会議 教授会・研究科委員会 後期研究科委員会(平成18年度） 理学部総務係 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 理学部長室 理学部総務係 廃棄

庶務 会議 教授会・研究科委員会 後期研究科委員会(平成19年度） 理学部総務係 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 理学部長室 理学部総務係 廃棄

庶務 会議 教授会・研究科委員会 後期研究科委員会(平成20年度） 理学部総務係 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 理学部長室 理学部総務係 廃棄

庶務 会議 教授会・研究科委員会 後期研究科委員会(平成21年度） 理学部総務係 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 理学部長室 理学部総務係 廃棄

庶務 会議 教授会・研究科委員会 後期研究科委員会(平成22年度） 理学部総務係 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 理学部長室 理学部総務係 廃棄

庶務 会議 教授会・研究科委員会 後期研究科委員会(平成23年度） 理学部総務係 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 理学部長室 理学部総務係 廃棄

庶務 会議 教授会・研究科委員会 後期研究科委員会(平成24年度） 理学部総務係 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 理学部長室 理学部総務係 廃棄

庶務 会議 教授会・研究科委員会 後期研究科委員会(平成25年度） 理学部総務係 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 理学部長室 理学部総務係 廃棄

庶務 会議 教授会・研究科委員会 後期研究科委員会(平成26年度） 理学部総務係 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 理学部長室 理学部総務係 廃棄

庶務 会議 教授会・研究科委員会 後期研究科委員会(平成27年度） 理学部総務係 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 理学部長室 理学部総務係 廃棄

庶務 会議 教授会・研究科委員会 後期研究科委員会(平成28年度） 理学部総務係 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 会議 教授会・研究科委員会 後期研究科委員会(平成29年度） 理学部総務係 2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 会議 教授会・研究科委員会 後期研究科委員会(平成30年度） 理学部総務係 2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 会議 教授会・研究科委員会 後期研究科委員会(令和元年度） 理学部総務係 2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 会議 教授会・研究科委員会 理工学研究科代議会（平成29年度） 理学部総務係 2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 理学部事務長室 理学部総務係 廃棄

庶務 会議 教授会・研究科委員会 理工学研究科代議会（平成30年度） 理学部総務係 2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 理学部事務長室 理学部総務係 廃棄

庶務 会議 教授会・研究科委員会 代議会(平成16年度） 理学部総務係 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 理学部長室 理学部総務係 廃棄

庶務 会議 教授会・研究科委員会 代議会(平成17年度） 理学部総務係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 理学部長室 理学部総務係 廃棄

庶務 会議 教授会・研究科委員会 代議会(平成18年度） 理学部総務係 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 理学部長室 理学部総務係 廃棄

庶務 会議 教授会・研究科委員会 代議会(平成19年度） 理学部総務係 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 理学部長室 理学部総務係 廃棄

庶務 会議 教授会・研究科委員会 代議会(平成20年度） 理学部総務係 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 理学部長室 理学部総務係 廃棄

庶務 会議 教授会・研究科委員会 代議会(平成21年度） 理学部総務係 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 理学部長室 理学部総務係 廃棄

庶務 会議 教授会・研究科委員会 代議会(平成22年度） 理学部総務係 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 理学部長室 理学部総務係 廃棄

庶務 会議 教授会・研究科委員会 代議会(平成23年度） 理学部総務係 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 理学部長室 理学部総務係 廃棄

庶務 会議 教授会・研究科委員会 代議会(平成24年度） 理学部総務係 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 理学部長室 理学部総務係 廃棄

庶務 会議 教授会・研究科委員会 代議会(平成25年度） 理学部総務係 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 理学部長室 理学部総務係 廃棄

庶務 会議 教授会・研究科委員会 代議会(平成26年度） 理学部総務係 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 理学部長室 理学部総務係 廃棄

庶務 会議 教授会・研究科委員会 代議会(平成27年度） 理学部総務係 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 理学部長室 理学部総務係 廃棄
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庶務 会議 教授会・研究科委員会 代議会(平成28年度） 理学部総務係 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 会議 教授会・研究科委員会 代議会(平成29年度） 理学部総務係 2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 会議 教授会・研究科委員会 代議会(平成30年度） 理学部総務係 2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 会議 教授会・研究科委員会 代議会(令和元年度） 理学部総務係 2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 会議 学外会議 全国学部長・事務長会議(平成16年度） 理学部総務係 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

庶務 会議 学外会議 全国学部長・事務長会議(平成17年度） 理学部総務係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

庶務 会議 学外会議 全国学部長・事務長会議(平成18年度） 理学部総務係 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

庶務 会議 学外会議 全国学部長・事務長会議(平成19年度） 理学部総務係 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

庶務 会議 学外会議 全国学部長・事務長会議(平成20年度） 理学部総務係 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

庶務 会議 学外会議 全国学部長・事務長会議(平成21年度） 理学部総務係 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

庶務 会議 学外会議 全国学部長・事務長会議(平成22年度） 理学部総務係 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

庶務 会議 学外会議 全国学部長・事務長会議(平成23年度） 理学部総務係 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

庶務 会議 学外会議 全国学部長・事務長会議(平成24年度） 理学部総務係 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

庶務 会議 学外会議 全国学部長・事務長会議(平成25年度） 理学部総務係 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

庶務 会議 学外会議 全国学部長・事務長会議(平成26年度） 理学部総務係 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

庶務 会議 学外会議 全国学部長・事務長会議(平成27年度） 理学部総務係 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 会議 学外会議 全国学部長・事務長会議(平成28年度） 理学部総務係 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 会議 学外会議 全国学部長・事務長会議(平成29年度） 理学部総務係 2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 会議 学外会議 全国学部長・事務長会議(平成30年度） 理学部総務係 2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 会議 学外会議 全国学部長・事務長会議(令和元年度） 理学部総務係 2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 総括 自己点検・評価 自己評価関係綴（平成16年度） 理学部総務係 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

庶務 総括 自己点検・評価 自己評価関係綴（平成17年度） 理学部総務係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

庶務 総括 自己点検・評価 自己評価関係綴（平成18年度） 理学部総務係 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

庶務 総括 自己点検・評価 自己評価関係綴（平成19年度） 理学部総務係 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

庶務 総括 自己点検・評価 自己評価関係綴（平成20年度） 理学部総務係 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

庶務 総括 自己点検・評価 自己評価関係綴（平成21年度） 理学部総務係 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

庶務 総括 自己点検・評価 自己評価関係綴（平成22年度） 理学部総務係 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

庶務 総括 自己点検・評価 自己評価関係綴（平成23年度） 理学部総務係 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

庶務 総括 自己点検・評価 自己評価関係綴（平成24年度） 理学部総務係 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

庶務 総括 自己点検・評価 自己評価関係綴（平成25年度） 理学部総務係 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

庶務 総括 自己点検・評価 自己評価関係綴（平成26年度） 理学部総務係 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄
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庶務 総括 自己点検・評価 自己評価関係綴（平成27年度） 理学部総務係 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

庶務 総括 自己点検・評価 自己評価関係綴（平成28年度） 理学部総務係 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 総括 自己点検・評価 自己評価関係綴（平成29年度） 理学部総務係 2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 総括 自己点検・評価 自己評価関係綴（平成30年度） 理学部総務係 2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 総括 自己点検・評価 自己評価関係綴（令和元年度） 理学部総務係 2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 総括 自己点検・評価 教員活動（業績）評価（平成22年） 理学部総務係 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 総括 自己点検・評価 教員活動（業績）評価（平成23年） 理学部総務係 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 総括 自己点検・評価 教員活動（業績）評価（平成24年） 理学部総務係 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 総括 自己点検・評価 教員活動（業績）評価（平成25年） 理学部総務係 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 総括 自己点検・評価 教員活動（業績）評価（平成26年） 理学部総務係 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 総括 自己点検・評価 教員活動（業績）評価（平成27年） 理学部総務係 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 総括 自己点検・評価 教員活動（業績）評価（平成28年） 理学部総務係 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 総括 自己点検・評価 教員活動（業績）評価（平成29年） 理学部総務係 2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 総括 自己点検・評価 教員活動（業績）評価（平成30年） 理学部総務係 2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 総括 自己点検・評価 教員活動（業績）評価（令和元年） 理学部総務係 2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 総括 自己点検・評価 監事監査ヒアリング（平成24年） 理学部総務係 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 総括 自己点検・評価 監事監査ヒアリング（平成25年） 理学部総務係 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 総括 自己点検・評価 監事監査ヒアリング（平成26年） 理学部総務係 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 総括 自己点検・評価 監事監査ヒアリング（平成27年） 理学部総務係 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 総括 自己点検・評価 監事監査ヒアリング（平成28年） 理学部総務係 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 総括 自己点検・評価 監事監査ヒアリング（平成29年） 理学部総務係 2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 総括 自己点検・評価 監事監査ヒアリング（平成30年） 理学部総務係 2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 総括 自己点検・評価 監事監査ヒアリング（令和元年） 理学部総務係 2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 広報 職員録 職員録・大学概要（平成27年度） 理学部総務係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 広報 職員録 職員録・大学概要（平成28年度） 理学部総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 広報 広報 広報関係（平成29年度） 理学部総務係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 広報 広報 広報関係（平成30年度） 理学部総務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 広報 広報 広報関係（令和元年度） 理学部総務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 研究協力 研究助成 研究助成金関係(平成27年度） 理学部総務係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

庶務 研究協力 研究助成 助成金関係(平成28年度） 理学部総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 研究協力 研究助成 助成金関係(平成29年度） 理学部総務係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄
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庶務 研究協力 研究助成 研究助成金関係(平成30年度） 理学部総務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 研究協力 研究助成 研究助成金関係(令和元年度） 理学部総務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 研究協力 研究助成 機能強化経費(ORCHIDS)関係(平成29年度) 理学部総務係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 研究協力 研究助成 機能強化経費(ORCHIDS)関係(平成30年度) 理学部総務係 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 研究協力 研究助成 機能強化経費(ORCHIDS)関係(令和元年度) 理学部総務係 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 研究協力 科学研究費補助金 科学研究費補助金(平成27年度） 理学部総務係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

庶務 研究協力 科学研究費補助金 科学研究費補助金(平成28年度） 理学部総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 研究協力 科学研究費補助金 科学研究費補助金(平成29年度） 理学部総務係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 研究協力 科学研究費補助金 科学研究費補助金(平成30年度） 理学部総務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 研究協力 科学研究費補助金 科学研究費補助金(令和元年度） 理学部総務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 服務 勤務時間 出勤簿(平成27年度） 理学部総務係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

庶務 服務 勤務時間 出勤簿(平成28年度） 理学部総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 服務 勤務時間 出勤簿(平成29年度） 理学部総務係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 服務 勤務時間 出勤簿(平成30年度） 理学部総務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 服務 勤務時間 出勤簿(令和元年度） 理学部総務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 服務 勤務時間 休暇簿綴(平成27年度） 理学部総務係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

庶務 服務 勤務時間 休暇簿綴(平成28年度） 理学部総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 服務 勤務時間 休暇簿綴(平成29年度） 理学部総務係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 服務 勤務時間 休暇簿綴(平成30年度） 理学部総務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 服務 勤務時間 休暇簿綴(令和元年度） 理学部総務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 服務 勤務時間 休日の振替変更簿・勤務振替表(平成27年度） 理学部総務係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

庶務 服務 勤務時間 休日の振替変更簿・勤務振替表(平成28年度） 理学部総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 服務 勤務時間 休日の振替変更簿・勤務振替表(平成29年度） 理学部総務係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 服務 勤務時間 休日の振替変更簿・勤務振替表(平成30年度） 理学部総務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 服務 勤務時間 休日の振替変更簿・勤務振替表(令和元年度） 理学部総務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 服務 勤務時間 勤務時間報告書(平成27年度） 理学部総務係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

庶務 服務 勤務時間 勤務時間報告書(平成28年度） 理学部総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 服務 勤務時間 勤務時間報告書・出勤簿(平成29年度） 理学部総務係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 服務 勤務時間 勤務時間報告書・出勤簿(平成30年度） 理学部総務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 服務 勤務時間 勤務時間報告書・出勤簿(令和元年度） 理学部総務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 服務 勤務時間 服務状況・勤務統計・病休休暇等調査(平成27年度） 理学部総務係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄
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庶務 服務 勤務時間 服務状況・勤務統計・病休休暇等調査(平成28年度） 理学部総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 服務 勤務時間 服務状況・勤務統計・病休休暇等調査(平成29年度） 理学部総務係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 服務 勤務時間 服務状況・勤務統計・病休休暇等調査(平成30年度） 理学部総務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 服務 勤務時間 服務状況・勤務統計・病休休暇等調査(令和元年度） 理学部総務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 服務 兼業 兼業関係(平成27年度） 理学部総務係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

庶務 服務 兼業 兼業関係(平成28年度） 理学部総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 服務 兼業 兼業関係(平成29年度） 理学部総務係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 服務 兼業 兼業関係(平成30年度） 理学部総務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 服務 兼業 兼業関係(令和元年度） 理学部総務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 給与 俸給 大学院授業担当関係(平成27年度） 理学部総務係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

庶務 給与 俸給 大学院授業担当関係(平成28年度） 理学部総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 給与 俸給 大学院授業担当関係(平成29年度） 理学部総務係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 給与 俸給 大学院授業担当関係(平成30年度） 理学部総務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 給与 俸給 大学院授業担当関係(令和元年度） 理学部総務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 能率 職員研修 事務研修関係(平成29年度） 理学部総務係 2017年度 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 能率 職員研修 事務研修関係(平成30年度） 理学部総務係 2018年度 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 能率 職員研修 事務研修関係(令和元年度） 理学部総務係 2019年度 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 任用 常勤職員 採用及び昇任等の手続関係綴(平成22年度） 理学部総務係 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

庶務 任用 常勤職員 採用及び昇任等の手続関係綴(平成23年度） 理学部総務係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

庶務 任用 常勤職員 採用及び昇任等の手続関係綴(平成24年度） 理学部総務係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

庶務 任用 常勤職員 採用及び昇任等の手続関係綴(平成25年度） 理学部総務係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

庶務 任用 常勤職員 採用及び昇任等の手続関係綴(平成26年度） 理学部総務係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

庶務 任用 常勤職員 採用及び昇任等の手続関係綴(平成27年度） 理学部総務係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

庶務 任用 常勤職員 採用・辞職　その他発令関係(平成28年度） 理学部総務係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 任用 常勤職員 採用・辞職　その他発令関係(平成29年度） 理学部総務係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 任用 常勤職員 採用・辞職　その他発令関係(平成30年度） 理学部総務係 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 任用 常勤職員 採用・辞職　その他発令関係(令和元年度） 理学部総務係 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 任用 非常勤職員 採用・辞職関係　その他発令関係（非常勤）（平成22年度） 理学部総務係 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

庶務 任用 非常勤職員 採用・辞職関係　その他発令関係（非常勤）（平成23年度） 理学部総務係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

庶務 任用 非常勤職員 採用・辞職関係　その他発令関係（非常勤）（平成24年度） 理学部総務係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

庶務 任用 非常勤職員 採用・辞職関係　その他発令関係（非常勤）（平成25年度） 理学部総務係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄
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庶務 任用 非常勤職員 採用・辞職関係　その他発令関係（非常勤）（平成26年度） 理学部総務係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

庶務 任用 非常勤職員 採用・辞職関係　その他発令関係（非常勤）（平成27年度） 理学部総務係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

庶務 任用 非常勤職員 採用・辞職関係　その他発令関係（非常勤）（平成28年度） 理学部総務係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 任用 非常勤職員 採用・辞職関係　その他発令関係（非常勤）（平成29年度） 理学部総務係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 任用 非常勤職員 採用・辞職関係　その他発令関係（非常勤）（平成30年度） 理学部総務係 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 任用 非常勤職員 採用・辞職関係　その他発令関係（非常勤）（令和元年度） 理学部総務係 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 任用 非常勤職員 TA・RA任用調書（平成22年度） 理学部総務係 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

庶務 任用 非常勤職員 TA・RA任用調書（平成23年度） 理学部総務係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

庶務 任用 非常勤職員 TA・RA任用調書（平成24年度） 理学部総務係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

庶務 任用 非常勤職員 TA・RA任用調書（平成25年度） 理学部総務係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

庶務 任用 非常勤職員 TA・RA任用調書（平成26年度） 理学部総務係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

庶務 任用 非常勤職員 TA・RA任用調書（平成27年度） 理学部総務係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

庶務 任用 非常勤職員 TA・RA任用調書（平成28年度） 理学部総務係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 任用 非常勤職員 TA・RA任用調書（平成29年度） 理学部総務係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 任用 非常勤職員 TA・RA任用調書（平成30年度） 理学部総務係 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 任用 非常勤職員 TA・RA任用調書（令和元年度） 理学部総務係 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 任用 非常勤職員 非常勤講師(平成22年度） 理学部総務係 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

庶務 任用 非常勤職員 非常勤講師(平成23年度） 理学部総務係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

庶務 任用 非常勤職員 非常勤講師(平成24年度） 理学部総務係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

庶務 任用 非常勤職員 非常勤講師(平成25年度） 理学部総務係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

庶務 任用 非常勤職員 非常勤講師(平成26年度） 理学部総務係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

庶務 任用 非常勤職員 非常勤講師(平成27年度） 理学部総務係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

庶務 任用 非常勤職員 非常勤講師(平成28年度） 理学部総務係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 任用 非常勤職員 非常勤講師(平成29年度） 理学部総務係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 任用 非常勤職員 非常勤講師(平成30年度） 理学部総務係 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 任用 非常勤職員 非常勤講師(令和元年度） 理学部総務係 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 研究員 外国人研究員
理学部博士研究員・理工学研究科博士研究員
琉球大学外国人客員研究員(平成27年度）

理学部総務係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

庶務 研究員 外国人研究員
理学部博士研究員・理工学研究科博士研究員
琉球大学外国人客員研究員(平成28年度）

理学部総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 研究員 外国人研究員
理学部博士研究員・理工学研究科博士研究員
琉球大学外国人客員研究員(平成29年度）

理学部総務係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 研究員 外国人研究員
理学部博士研究員・理工学研究科博士研究員
琉球大学外国人客員研究員(平成30年度）

理学部総務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 研究員 外国人研究員
理学部博士研究員・理工学研究科博士研究員
琉球大学外国人客員研究員(令和元年度）

理学部総務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄
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庶務 文書 公印管守 公印簿 理学部総務係 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 法規 学長制定・改廃規則等 諸規則の制定・改廃(平成16年度） 理学部総務係 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

庶務 法規 学長制定・改廃規則等 諸規則の制定・改廃(平成17年度） 理学部総務係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

庶務 法規 学長制定・改廃規則等 諸規則の制定・改廃(平成18年度） 理学部総務係 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

庶務 法規 学長制定・改廃規則等 諸規則の制定・改廃(平成19年度） 理学部総務係 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

庶務 法規 学長制定・改廃規則等 諸規則の制定・改廃(平成20年度） 理学部総務係 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

庶務 法規 学長制定・改廃規則等 諸規則の制定・改廃(平成21年度） 理学部総務係 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

庶務 法規 学長制定・改廃規則等 諸規則の制定・改廃(平成22年度） 理学部総務係 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

庶務 法規 学長制定・改廃規則等 諸規則の制定・改廃(平成23年度） 理学部総務係 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

庶務 法規 学長制定・改廃規則等 諸規則の制定・改廃(平成24年度） 理学部総務係 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

庶務 法規 学長制定・改廃規則等 諸規則の制定・改廃(平成25年度） 理学部総務係 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

庶務 法規 学長制定・改廃規則等 諸規則の制定・改廃(平成26年度） 理学部総務係 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

庶務 法規 学長制定・改廃規則等 諸規則の制定・改廃(平成27年度） 理学部総務係 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

庶務 法規 学長制定・改廃規則等 諸規則の制定・改廃(平成28年度） 理学部総務係 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 法規 学長制定・改廃規則等 諸規則の制定・改廃(平成29年度） 理学部総務係 2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 法規 学長制定・改廃規則等 諸規則の制定・改廃(平成30年度） 理学部総務係 2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 法規 学長制定・改廃規則等 諸規則の制定・改廃(令和元年度） 理学部総務係 2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 安全管理 動物実験 遺伝子・動物実験・生物飼養許可関係(平成27年度） 理学部総務係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

庶務 安全管理 動物実験 遺伝子・動物実験・生物飼養許可関係(平成28年度） 理学部総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 安全管理 動物実験 遺伝子・動物実験・生物飼養許可関係(平成29年度） 理学部総務係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 安全管理 動物実験 遺伝子・動物実験・生物飼養許可関係(平成30年度） 理学部総務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 安全管理 動物実験 遺伝子・動物実験・生物飼養許可関係(令和元年度） 理学部総務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 安全管理 安全保障輸出管理
安全保障輸出管理に係る該非判定の審議について（平成27年
度）

理学部総務係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

庶務 安全管理 安全保障輸出管理
安全保障輸出管理に係る該非判定の審議について（平成28年
度）

理学部総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

庶務 安全管理 安全保障輸出管理
安全保障輸出管理に係る該非判定の審議について（平成29年
度）

理学部総務係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

庶務 安全管理 安全保障輸出管理 安全保障輸出管理事前確認シート（令和元年度） 理学部総務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 会議 学内会議・委員会 各種委員会関係(教育委員会を除く。）(平成27年度） 理学部総務係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 会議 学内会議・委員会 各種委員会関係(教育委員会を除く。）(平成28年度） 理学部総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 会議 学内会議・委員会 各種委員会関係(教育委員会を除く。）(平成29年度） 理学部総務係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 会議 学内会議・委員会 各種委員会関係(教育委員会を除く。）(平成30年度） 理学部総務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 会議 学内会議・委員会 各種委員会関係(教育委員会を除く。）(令和元年度） 理学部総務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄
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庶務 文書 その他 共同利用施設申請関係(許可書、証明書）(平成27年度） 理学部総務係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

庶務 文書 その他 共同利用施設申請関係(許可書、証明書）(平成28年度） 理学部総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 文書 その他 共同利用施設申請関係(許可書、証明書）(平成29年度） 理学部総務係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 文書 その他 共同利用施設申請関係(許可書、証明書）(平成30年度） 理学部総務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 文書 その他 共同利用施設申請関係(許可書、証明書）(令和元年度） 理学部総務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 調査 指定統計調査 調査物関係(平成27年度） 理学部総務係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

庶務 調査 指定統計調査 調査物関係(平成28年度） 理学部総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 調査 指定統計調査 調査・照会関係(平成29年度） 理学部総務係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 調査 指定統計調査 調査・照会関係(平成30年度） 理学部総務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 調査 指定統計調査 調査・照会関係(令和元年度） 理学部総務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 服務 栄典・表彰 叙勲・名誉教授・永年勤続・客員教授等(平成27年度） 理学部総務係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

庶務 服務 栄典・表彰 叙勲・名誉教授・永年勤続・客員教授等(平成28年度） 理学部総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 服務 栄典・表彰 叙勲・名誉教授・永年勤続・客員教授等(平成29年度） 理学部総務係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 服務 栄典・表彰 叙勲・名誉教授・永年勤続・客員教授等(平成30年度） 理学部総務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 服務 栄典・表彰 叙勲・名誉教授・永年勤続・客員教授等(令和元年度） 理学部総務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 服務 その他 過半数代表者関係（平成27年度） 理学部総務係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 服務 その他 過半数代表者関係（平成28年度） 理学部総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 服務 その他 過半数代表者関係（平成29年度） 理学部総務係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 服務 その他 過半数代表者関係（平成30年度） 理学部総務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 服務 その他 過半数代表者関係（令和元年度） 理学部総務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 服務 その他 学部長・評議員候補者選挙関係（平成25年度） 理学部総務係 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 服務 その他 学部長・評議員候補者選挙関係（平成26年度） 理学部総務係 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 服務 その他 学部長・評議員候補者選挙関係（平成27年度） 理学部総務係 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 服務 その他 学部長・評議員候補者選挙関係（平成28年度） 理学部総務係 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 服務 その他 学部長・評議員候補者選挙関係（平成29年度） 理学部総務係 2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 服務 その他 学部長・評議員候補者選挙関係（平成30年度） 理学部総務係 2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 服務 その他 学部長・評議員候補者選挙関係（令和元年度） 理学部総務係 2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 総括 その他 郵便切手受払簿(平成27年度） 理学部総務係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

庶務 総括 その他 郵便切手受払簿(平成28年度） 理学部総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 総括 その他 郵便切手受払簿(平成29年度） 理学部総務係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 総括 その他 郵便切手受払簿(平成30年度） 理学部総務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄
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庶務 総括 その他 郵便切手受払簿(令和元年度） 理学部総務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 総括 その他 タクシーチケット関係(平成27年度） 理学部総務係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 総括 その他 タクシーチケット関係(平成28年度） 理学部総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 総括 その他 タクシーチケット関係(平成29年度） 理学部総務係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 総括 その他 タクシーチケット関係(平成30年度） 理学部総務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 総括 その他 タクシーチケット関係(令和元年度） 理学部総務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 給与 諸手当
諸手当現況届・共済組合被扶養者の要件・年末調整(平成27年
度）

理学部総務係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

庶務 給与 諸手当
諸手当現況届・共済組合被扶養者の要件・年末調整(平成28年
度）

理学部総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 給与 諸手当
諸手当現況届・共済組合被扶養者の要件・年末調整(平成29年
度）

理学部総務係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 給与 諸手当
諸手当現況届・共済組合被扶養者の要件・年末調整(平成30年
度）

理学部総務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 給与 諸手当
諸手当現況届・共済組合被扶養者の要件・年末調整(令和元年
度）

理学部総務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 給与 諸手当 諸手当関係(平成27年度） 理学部総務係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

庶務 給与 諸手当 諸手当関係(平成28年度） 理学部総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 給与 諸手当 諸手当関係(平成29年度） 理学部総務係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 給与 諸手当 諸手当関係(平成30年度） 理学部総務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 給与 諸手当 諸手当関係(令和元年度） 理学部総務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 福利厚生 健康管理 福利厚生関係(平成27年度） 理学部総務係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

庶務 福利厚生 健康管理 福利厚生関係(平成28年度） 理学部総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 福利厚生 健康管理 福利厚生関係(平成29年度） 理学部総務係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 福利厚生 健康管理 福利厚生関係(平成30年度） 理学部総務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 福利厚生 健康管理 福利厚生関係(令和元年度） 理学部総務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 福利厚生 長期給付 共済関係(平成27年度） 理学部総務係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

庶務 福利厚生 長期給付 共済関係(平成28年度） 理学部総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 福利厚生 長期給付 共済関係(平成29年度） 理学部総務係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 福利厚生 長期給付 共済関係(平成30年度） 理学部総務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 福利厚生 長期給付 共済関係(令和元年度） 理学部総務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 旅行 旅行命令 出張申請書(平成27年度） 理学部総務係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

庶務 旅行 旅行命令 出張申請書(平成28年度） 理学部総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 旅行 旅行命令 出張申請書(平成29年度） 理学部総務係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 旅行 旅行命令 出張申請書(平成30年度） 理学部総務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 旅行 旅行命令 出張申請書(令和元年度） 理学部総務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄
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庶務 旅行 旅行命令 研修承認願（平成27年度） 理学部総務係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

庶務 旅行 旅行命令 研修承認願（平成28年度） 理学部総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 旅行 旅行命令 研修承認願（平成29年度） 理学部総務係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 旅行 旅行命令 研修承認願（平成30年度） 理学部総務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 旅行 旅行命令 研修承認願（令和元年度） 理学部総務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

会計 外部資金 委任経理金 寄付金(平成27年度） 理学部総務係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

会計 外部資金 委任経理金 寄付金(平成28年度） 理学部総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

会計 外部資金 委任経理金 寄付金(平成29年度） 理学部総務係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

会計 外部資金 委任経理金 寄付金(平成30年度） 理学部総務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

会計 外部資金 委任経理金 寄付金(令和元年度） 理学部総務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

会計 外部資金 受託研究 受託研究費等(平成27年度） 理学部総務係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

会計 外部資金 受託研究 受託研究費等(平成28年度） 理学部総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

会計 外部資金 受託研究 受託研究費等(平成29年度） 理学部総務係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

会計 外部資金 受託研究 受託研究費等(平成30年度） 理学部総務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

会計 外部資金 受託研究 受託研究費等(令和元年度） 理学部総務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

会計 外部資金 民間等との共同研究 共同研究(平成27年度） 理学部総務係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

会計 外部資金 民間等との共同研究 共同研究(平成28年度） 理学部総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

会計 外部資金 民間等との共同研究 共同研究(平成29年度） 理学部総務係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

会計 外部資金 民間等との共同研究 共同研究(平成30年度） 理学部総務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

会計 外部資金 民間等との共同研究 共同研究(令和元年度） 理学部総務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

会計 予算 決算等報告関係 予算要求書・予算配分書綴(平成22年度） 理学部総務係 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

会計 予算 決算等報告関係 予算要求書・予算配分書綴(平成23年度） 理学部総務係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

会計 予算 決算等報告関係 予算要求書・予算配分書綴(平成24年度） 理学部総務係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

会計 予算 決算等報告関係 予算要求書・予算配分書綴(平成25年度） 理学部総務係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

会計 予算 決算等報告関係 予算要求書・予算配分書綴(平成26年度） 理学部総務係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

会計 予算 決算等報告関係 予算要求書・予算配分書綴(平成27年度） 理学部総務係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

会計 予算 決算等報告関係 予算要求書・予算配分書綴(平成28年度） 理学部総務係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

会計 予算 決算等報告関係 予算要求書・予算配分書綴(平成29年度） 理学部総務係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

会計 予算 決算等報告関係 予算要求書・予算配分書綴(平成30年度） 理学部総務係 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

会計 予算 決算等報告関係 予算要求書・予算配分書綴(令和元年度） 理学部総務係 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

会計 予算 決算等報告関係 概算要求書綴・収入見込額調書綴(平成27年度） 理学部総務係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄
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会計 予算 決算等報告関係 概算要求書綴・収入見込額調書綴(平成28年度） 理学部総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

会計 予算 決算等報告関係 概算要求書綴・収入見込額調書綴(平成29年度） 理学部総務係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

会計 予算 決算等報告関係 概算要求書綴・収入見込額調書綴(平成30年度） 理学部総務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

会計 予算 決算等報告関係 概算要求書綴・収入見込額調書綴(令和元年度） 理学部総務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

会計 予算 決算等報告関係 施設整備費概算要求書等綴(平成22年度） 理学部総務係 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

会計 予算 決算等報告関係 施設整備費概算要求書等綴(平成23年度） 理学部総務係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

会計 予算 決算等報告関係 施設整備費概算要求書等綴(平成24年度） 理学部総務係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

会計 予算 決算等報告関係 施設整備費概算要求書等綴(平成25年度） 理学部総務係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

会計 予算 決算等報告関係 施設整備費概算要求書等綴(平成26年度） 理学部総務係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

会計 予算 決算等報告関係 施設整備費概算要求書等綴(平成27年度） 理学部総務係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

会計 予算 決算等報告関係 施設整備費概算要求書等綴(平成28年度） 理学部総務係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

会計 予算 決算等報告関係 施設整備費概算要求書等綴(平成29年度） 理学部総務係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

会計 予算 決算等報告関係 施設整備費概算要求書等綴(平成30年度） 理学部総務係 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

会計 予算 決算等報告関係 施設整備費概算要求書等綴(令和元年度） 理学部総務係 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

会計 物品 その他 購入依頼(平成27年度） 理学部総務係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

会計 物品 その他 購入依頼(平成28年度） 理学部総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

会計 物品 その他 購入依頼(平成29年度） 理学部総務係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

会計 物品 その他 購入依頼(平成30年度） 理学部総務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

会計 物品 その他 購入依頼(令和元年度） 理学部総務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

会計 物品 その他 立替払(平成27年度） 理学部総務係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

会計 物品 その他 立替払(平成28年度） 理学部総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

会計 物品 その他 立替払(平成29年度） 理学部総務係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

会計 物品 その他 立替払(平成30年度） 理学部総務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

会計 物品 その他 立替払(令和元年度） 理学部総務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

会計 契約 その他 臨時雇用伺(平成27年度） 理学部総務係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

会計 契約 その他 臨時雇用伺(平成28年度） 理学部総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

会計 契約 その他 臨時雇用(平成29年度） 理学部総務係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

会計 契約 その他 臨時雇用(平成30年度） 理学部総務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

会計 契約 その他 臨時雇用(令和元年度） 理学部総務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

施設 工事 その他 工事・修繕依頼書(平成22年度） 理学部総務係 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

施設 工事 その他 工事・修繕依頼書(平成23年度） 理学部総務係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄
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施設 工事 その他 工事・修繕依頼書(平成24年度） 理学部総務係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

施設 工事 その他 工事・修繕依頼書(平成25年度） 理学部総務係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

施設 工事 その他 工事・修繕依頼書(平成26年度） 理学部総務係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

施設 工事 その他 工事・修繕依頼書(平成27年度） 理学部総務係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

施設 工事 その他 工事・修繕依頼書(平成28年度） 理学部総務係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

施設 工事 その他 工事・修繕依頼書(平成29年度） 理学部総務係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

施設 工事 その他 工事・修繕依頼書(平成30年度） 理学部総務係 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

施設 工事 その他 工事・修繕依頼書(令和元年度） 理学部総務係 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 総括 その他 郵便切手請求書綴(平成27年度） 理学部総務係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

庶務 総括 その他 郵便切手請求書綴(平成28年度） 理学部総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 総括 その他 郵便切手請求書綴(平成29年度） 理学部総務係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 総括 その他 郵便切手請求書綴(平成30年度） 理学部総務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

庶務 総括 その他 郵便切手請求書綴(令和元年度） 理学部総務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

会計 謝金 その他 謝金(平成27年度） 理学部総務係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

会計 謝金 その他 謝金(平成28年度） 理学部総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

会計 謝金 その他 謝金(平成29年度） 理学部総務係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

会計 謝金 その他 謝金(平成30年度） 理学部総務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

会計 謝金 その他 謝金(令和元年度） 理学部総務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

会計 物品 寄附物品 寄附受入調書・資産関係(平成27年度） 理学部総務係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

会計 物品 寄附物品 寄附受入調書・資産関係(平成28年度） 理学部総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

会計 物品 寄附物品 寄附受入調書・資産関係(平成29年度） 理学部総務係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

会計 物品 寄附物品 寄附受入調書・資産関係(平成30年度） 理学部総務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

会計 物品 寄附物品 寄附受入調書・資産関係(令和元年度） 理学部総務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

会計 物品 その他 化学物質取扱者命免簿(平成27年度） 理学部総務係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

会計 物品 その他 化学物質取扱者命免簿(平成28年度） 理学部総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

会計 物品 その他 化学物質取扱者命免簿(平成29年度） 理学部総務係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

会計 物品 その他 化学物質取扱者命免簿(平成30年度） 理学部総務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

会計 物品 その他 化学物質取扱者命免簿(令和元年度） 理学部総務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

会計 物品 その他
アルコ-ル使用業務報告書
PRTR法に基づく取扱量調査
排水水質検査の結果(平成22年度）

理学部総務係 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

会計 物品 その他
アルコ-ル使用業務報告書
PRTR法に基づく取扱量調査
排水水質検査の結果(平成23年度）

理学部総務係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄
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会計 物品 その他
アルコ-ル使用業務報告書
PRTR法に基づく取扱量調査
排水水質検査の結果(平成24年度）

理学部総務係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

会計 物品 その他
アルコ-ル使用業務報告書
PRTR法に基づく取扱量調査
排水水質検査の結果(平成25年度）

理学部総務係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

会計 物品 その他
アルコ-ル使用業務報告書
PRTR法に基づく取扱量調査
排水水質検査の結果(平成26年度）

理学部総務係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

会計 物品 その他
アルコ-ル使用業務報告書
PRTR法に基づく取扱量調査
排水水質検査の結果(平成27年度）

理学部総務係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

会計 物品 その他
アルコ-ル使用業務報告書
PRTR法に基づく取扱量調査
排水水質検査の結果(平成28年度）

理学部総務係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

会計 物品 その他
アルコ-ル使用業務報告書
PRTR法に基づく取扱量調査
排水水質検査の結果(平成29年度）

理学部総務係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

会計 物品 その他
アルコ-ル使用業務報告書
PRTR法に基づく取扱量調査
排水水質検査の結果(平成30年度）

理学部総務係 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

会計 物品 その他
アルコ-ル使用業務報告書
PRTR法に基づく取扱量調査
排水水質検査の結果(令和元年度）

理学部総務係 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

会計 物品 その他 国際規制物質関係(平成22年度） 理学部総務係 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

会計 物品 その他 国際規制物質関係(平成23年度） 理学部総務係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

会計 物品 その他 国際規制物質関係(平成24年度） 理学部総務係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

会計 物品 その他 国際規制物質関係(平成25年度） 理学部総務係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

会計 物品 その他 国際規制物質関係(平成26年度） 理学部総務係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

会計 物品 その他 国際規制物質関係(平成27年度） 理学部総務係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

会計 物品 その他 国際規制物質関係(平成28年度） 理学部総務係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

会計 物品 その他 国際規制物質関係(平成29年度） 理学部総務係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

会計 物品 その他 国際規制物質関係(平成30年度） 理学部総務係 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

会計 物品 その他 国際規制物質関係(令和元年度） 理学部総務係 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

施設 施設 その他 エコロジカル・キャンパス（環境活動）(平成27年度） 理学部総務係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 理学部倉庫 理学部総務係 廃棄

施設 施設 その他 エコロジカル・キャンパス（環境活動）(平成28年度） 理学部総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

施設 施設 その他 エコロジカル・キャンパス（環境活動）(平成29年度） 理学部総務係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

施設 施設 その他 エコロジカル・キャンパス（環境活動）(平成30年度） 理学部総務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

施設 施設 その他 エコロジカル・キャンパス（環境活動）(令和元年度） 理学部総務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 理学部事務室 理学部総務係 廃棄

学務 会議 学内会議・委員会 教育委員会関係(平成22年度） 理学部学務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 会議 学内会議・委員会 教育委員会関係(平成23年度） 理学部学務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 会議 学内会議・委員会 教育委員会関係(平成24年度） 理学部学務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 会議 学内会議・委員会 教育委員会関係(平成25年度） 理学部学務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄
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学務 会議 学内会議・委員会 教育委員会関係(平成26年度） 理学部学務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 会議 学内会議・委員会 教育委員会関係(平成27年度） 理学部学務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 会議 学内会議・委員会 教育委員会関係(平成28年度） 理学部学務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 会議 学内会議・委員会 教育委員会関係(平成29年度） 理学部学務担当 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 会議 学内会議・委員会 教育委員会関係(平成30年度） 理学部学務係 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 会議 学内会議・委員会 教育委員会関係(令和元年度） 理学部学務係 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 学生 事件・事故 学生の事故等関係文書(平成16年度） 理学部学務担当 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 学生 事件・事故 学生の事故等関係文書(平成17年度） 理学部学務担当 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 学生 事件・事故 学生の事故等関係文書(平成18年度） 理学部学務担当 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 学生 事件・事故 学生の事故等関係文書(平成19年度） 理学部学務担当 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 学生 事件・事故 学生の事故等関係文書(平成20年度） 理学部学務担当 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 学生 事件・事故 学生の事故等関係文書(平成21年度） 理学部学務担当 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 学生 事件・事故 学生の事故等関係文書(平成22年度） 理学部学務担当 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 学生 事件・事故 学生の事故等関係文書(平成23～27年度） 理学部学務担当 2011年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 学生 事件・事故 学生の事故等関係文書(平成28～29年度） 理学部学務担当 2016年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 学生 事件・事故 学生の事故等関係文書(平成30年度） 理学部学務係 2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 学生 事件・事故 学生の事故等関係文書(令和元年度） 理学部学務係 2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 学生 その他 学生部関係綴(平成27年度） 理学部学務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 学生 その他 学生部関係綴(平成28年度） 理学部学務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 学生 その他 学生部関係綴(平成29年度） 理学部学務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 学生 その他 学生部関係綴(平成30年度） 理学部学務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 学生 その他 学生部関係綴(令和元年度） 理学部学務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(1） 教員免許課程認定申請 課程認定関係綴(昭和47年度） 理学部学務担当 1972年度 1973/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(1） 教員免許課程認定申請 課程認定関係綴(平成11年度） 理学部学務担当 1999年度 2000/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(1） 教員免許課程認定申請 課程認定関係綴(平成7年度） 理学部学務担当 1995年度 1996/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(1） 教員免許課程認定申請 課程認定関係綴(平成9年度） 理学部学務担当 1997年度 1998/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(1） 教員免許課程認定申請 課程認定申請書(副）(平成7年度） 理学部学務担当 1995年度 1996/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(1） 教員免許課程認定申請 課程認定申請書(副）(平成9年度） 理学部学務担当 1997年度 1998/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(1） 教員免許課程認定申請 課程認定申請書(副）(平成11年度） 理学部学務担当 1999年度 2000/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(1） 教員免許課程認定申請 課程認定関係綴(平成20年度） 理学部学務担当 2008年度 2009/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(1） 教員免許課程認定申請 課程認定関係綴(平成21年度） 理学部学務担当 2009年度 2010/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限
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学務 教務(1） 教員免許課程認定申請 課程認定関係綴(平成22年度） 理学部学務担当 2010年度 2011/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(1） 教員免許課程認定申請 課程認定関係綴(平成23年度） 理学部学務担当 2011年度 2012/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(1） 教員免許課程認定申請 課程認定関係綴(平成24年度） 理学部学務担当 2012年度 2013/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(1） 教員免許課程認定申請 課程認定関係綴(平成25年度） 理学部学務担当 2013年度 2014/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(1） 教員免許課程認定申請 課程認定関係綴(平成26年度） 理学部学務担当 2014年度 2015/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(1） 教員免許課程認定申請 課程認定関係綴(平成27年度） 理学部学務担当 2015年度 2016/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(1） 教員免許課程認定申請 課程認定関係綴(平成28年度） 理学部学務担当 2016年度 2017/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(1） 教員免許課程認定申請 課程認定関係綴(平成29年度） 理学部学務担当 2017年度 2018/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(1） 教員免許課程認定申請 課程認定関係綴(平成30年度） 理学部学務係 2018年度 2019/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(1） 教員免許課程認定申請 課程認定関係綴令和元年度） 理学部学務係 2019年度 2020/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務(1） 学生便覧(学年暦） 学生便覧等関係綴(平成25年度） 理学部学務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

当初の保存期間満了
日：2019年3月31日
延長期間：5年
証明書発行業務に必
要とするため。

学務 教務(1） 学生便覧(学年暦） 学生便覧等関係綴(平成26年度） 理学部学務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

当初の保存期間満了
日：2020年3月31日
延長期間：5年
証明書発行業務に必
要とするため。

学務 教務(1） 学生便覧(学年暦） 学生便覧等関係綴(平成27年度） 理学部学務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(1） 学生便覧(学年暦） 学生便覧等関係綴(平成28年度） 理学部学務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(1） 学生便覧(学年暦） 学生便覧等関係綴(平成29年度） 理学部学務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(1） 学生便覧(学年暦） 学生便覧等関係綴(平成30年度） 理学部学務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(1） 学生便覧(学年暦） 学生便覧等関係綴(令和元年度） 理学部学務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(1） 学生便覧(学年暦） 大学院関係(学生便覧）綴(平成25年度） 理学部学務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

当初の保存期間満了
日：2019年3月31日
延長期間：5年
証明書発行業務に必
要とするため。

学務 教務(1） 学生便覧(学年暦） 大学院関係(学生便覧）綴(平成26年度） 理学部学務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

当初の保存期間満了
日：2020年3月31日
延長期間：5年
証明書発行業務に必
要とするため。

学務 教務(1） 学生便覧(学年暦） 大学院関係(学生便覧）綴(平成27年度） 理学部学務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(1） 学生便覧(学年暦） 大学院関係(学生便覧）綴(平成28年度） 理学部学務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(1） 学生便覧(学年暦） 大学院関係(学生便覧）綴(平成29年度） 理学部学務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(1） 学生便覧(学年暦） 大学院関係(学生便覧）綴(平成30年度） 理学部学務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(1） 学生便覧(学年暦） 大学院関係(学生便覧）綴令和元年度） 理学部学務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(1） 授業時間配当表 授業時間割関係（共通教育等科目）綴(平成27年度） 理学部学務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(1） 授業時間配当表 授業時間割関係（共通教育等科目）綴(平成28年度） 理学部学務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(1） 授業時間配当表 授業時間割関係（共通教育等科目）綴(平成29年度） 理学部学務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄
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学務 教務(1） 授業時間配当表 授業時間割関係（共通教育等科目）綴(平成30年度） 理学部学務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(1） 授業時間配当表 授業時間割関係（共通教育等科目）綴(令和元年度） 理学部学務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(1） 学事報告 卒業生台帳(平成9～17年度） 理学部学務担当 1997年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(1） 学事報告 卒業生台帳(平成18～28年度） 理学部学務担当 2006年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(1） 学事報告 卒業生台帳(平成29年度） 理学部学務担当 2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(1） 学事報告 卒業生台帳(平成30年度） 理学部学務係 2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(1） 学事報告 卒業生台帳(令和元年度） 理学部学務係 2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(3） 学事報告 学位記・副本(平成7～19年度） 理学部学務担当 1995年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(1） 除籍・休学・退学・復学 休学期間満了・除籍(平成19年度） 理学部学務担当 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(1） 除籍・休学・退学・復学 休学期間満了・除籍(平成20年度～平成21年度） 理学部学務担当 2008年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(1） 除籍・休学・退学・復学 休学期間満了・除籍(平成22年度～平成23年度） 理学部学務担当 2010年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(1） 除籍・休学・退学・復学 休学期間満了・除籍(平成24年度） 理学部学務担当 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(1） 除籍・休学・退学・復学 休学期間満了・除籍(平成25年度～平成26年度） 理学部学務担当 2013年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(1） 除籍・休学・退学・復学 休学期間満了・除籍(平成27年度～平成29年度） 理学部学務担当 2015年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(1） 除籍・休学・退学・復学 休学期間満了・除籍(平成30年度） 理学部学務係 2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(1） 除籍・休学・退学・復学 休学期間満了・除籍(令和元年度） 理学部学務係 2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(1） その他 転学部・再入学（平成24年度） 理学部学務担当 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(1） その他 転学部・再入学（平成25年度） 理学部学務担当 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(1） その他
入学関係綴(科目等履修生・研究生）(平成20年度～平成21年
度）

理学部学務担当 2008年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(1） その他
入学関係綴(科目等履修生・研究生）(平成22年度～平成23年
度）

理学部学務担当 2010年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(1） その他
入学関係綴(科目等履修生・研究生・再入学・転学部）(平成26年
度）

理学部学務担当 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(1） その他
入学関係綴(科目等履修生・研究生・再入学・転学部）(平成27年
度）

理学部学務担当 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(1） その他
入学関係綴(科目等履修生・研究生・再入学・転学部）(平成28年
度）

理学部学務担当 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(1） その他
入学関係綴(科目等履修生・研究生・再入学・転学部）(平成29年
度）

理学部学務担当 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(1） その他
入学関係綴(科目等履修生・研究生・再入学・転学部）(平成30年
度）

理学部学務係 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(1） その他
入学関係綴(科目等履修生・研究生・再入学・転学部）(令和元年
度）

理学部学務係 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(2） 授業評価 学生による授業評価(平成25～29年度） 理学部学務担当 2013年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(2） 授業評価 学生による授業評価(平成30年度） 理学部学務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(2） 授業評価 学生による授業評価(令和元年度） 理学部学務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(2） 登録・単位認定 単位認定及び単位互換等綴(平成6年度） 理学部学務担当 1994年度 1995/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(2） 登録・単位認定 単位認定及び単位互換等綴(平成７年度） 理学部学務担当 1995年度 1996/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限
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学務 教務(2） 登録・単位認定 単位認定及び単位互換等綴(平成８年度） 理学部学務担当 1996年度 1997/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(2） 登録・単位認定 単位認定及び単位互換等綴(平成９年度） 理学部学務担当 1997年度 1998/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(2） 登録・単位認定 単位認定及び単位互換等綴(平成10年度） 理学部学務担当 1998年度 1999/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(2） 登録・単位認定 単位認定及び単位互換等綴(平成11年度） 理学部学務担当 1999年度 2000/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(2） 登録・単位認定 単位認定及び単位互換等綴(平成12年度） 理学部学務担当 2000年度 2001/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(2） 登録・単位認定 単位認定及び単位互換等綴(平成13年度） 理学部学務担当 2001年度 2002/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(2） 登録・単位認定 単位認定及び単位互換等綴(平成14年度） 理学部学務担当 2002年度 2003/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(2） 登録・単位認定 単位認定及び単位互換等綴(平成15年度） 理学部学務担当 2003年度 2004/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(2） 登録・単位認定 単位認定及び単位互換等綴(平成16年度） 理学部学務担当 2004年度 2005/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(2） 登録・単位認定 単位認定及び単位互換等綴(平成17年度） 理学部学務担当 2005年度 2006/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(2） 登録・単位認定 単位認定及び単位互換等綴(平成18年度） 理学部学務担当 2006年度 2007/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(2） 登録・単位認定 単位認定及び単位互換等綴(平成19年度） 理学部学務担当 2007年度 2008/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(2） 登録・単位認定 単位認定及び単位互換等綴(平成20年度） 理学部学務担当 2008年度 2009/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(2） 登録・単位認定 単位認定及び単位互換等綴(平成21年度） 理学部学務担当 2009年度 2010/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(2） 登録・単位認定 単位認定及び単位互換等綴(平成22年度） 理学部学務担当 2010年度 2011/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(2） 登録・単位認定 単位認定及び単位互換等綴(平成23年度） 理学部学務担当 2011年度 2012/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(2） 登録・単位認定 単位認定及び単位互換等綴(平成24年度） 理学部学務担当 2012年度 2013/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(2） 登録・単位認定 単位認定及び単位互換等綴(平成25年度） 理学部学務担当 2013年度 2014/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(2） 登録・単位認定 単位認定及び単位互換等綴(平成26年度） 理学部学務担当 2014年度 2015/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(2） 登録・単位認定 単位認定及び単位互換等綴(平成27年度） 理学部学務担当 2015年度 2016/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(2） 登録・単位認定 単位認定及び単位互換等綴(平成28年度） 理学部学務担当 2016年度 2017/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(2） 登録・単位認定 単位認定及び単位互換等綴(平成29年度） 理学部学務担当 2017年度 2018/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務(2） 登録・単位認定 単位認定及び単位互換等綴(平成30年度） 理学部学務係 2018年度 2019/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務(2） 登録・単位認定 単位認定及び単位互換等綴(令和元年度） 理学部学務係 2019年度 2020/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務(2） 介護等体験実習 介護等体験関係綴(平成27年度） 理学部学務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(2） 介護等体験実習 介護等体験関係綴(平成28年度） 理学部学務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(2） 介護等体験実習 介護等体験関係綴(平成29年度） 理学部学務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(2） 介護等体験実習 介護等体験関係綴(平成30年度） 理学部学務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(2） 介護等体験実習 介護等体験関係綴(令和元年度） 理学部学務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(3） 修学指導 大学院関係綴(修士・博士修了判定）(平成16年度） 理学部学務担当 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 廃棄

学務 教務(3） 修学指導 大学院関係綴(修士・博士修了判定）(平成17年度） 理学部学務担当 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 廃棄
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学務 教務(3） 修学指導 大学院関係綴(修士・博士修了判定）(平成18年度） 理学部学務担当 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(3） 修学指導 大学院関係綴(修士・博士修了判定）(平成19年度） 理学部学務担当 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(3） 修学指導 大学院関係綴(修士・博士修了判定）(平成20年度） 理学部学務担当 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(3） 修学指導 大学院関係綴(修士・博士修了判定）(平成21年度） 理学部学務担当 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(3） 修学指導 大学院関係綴(修士・博士修了判定）(平成22年度） 理学部学務担当 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(3） 修学指導 大学院関係綴(修士・博士修了判定）(平成23年度） 理学部学務担当 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(3） 修学指導 大学院関係綴(修士・博士修了判定）(平成24年度） 理学部学務担当 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(3） 修学指導 大学院関係綴(修士・博士修了判定）(平成25年度） 理学部学務担当 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(3） 修学指導 大学院関係綴(修士・博士修了判定）(平成26年度） 理学部学務担当 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(3） 修学指導 大学院関係綴(修士・博士修了判定）(平成27年度） 理学部学務担当 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(3） 修学指導 大学院関係綴(修士・博士修了判定）(平成28年度） 理学部学務担当 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(3） 修学指導 大学院関係綴(修士・博士修了判定）(平成29年度） 理学部学務担当 2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(3） 修学指導 大学院関係綴(修士・博士修了判定）(平成30年度） 理学部学務係 2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(3） 修学指導 大学院関係綴(修士・博士修了判定）(令和元年度） 理学部学務係 2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(3） 修学指導 大学院関係綴(修論・修了判定）(平成16年度） 理学部学務担当 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 廃棄

学務 教務(3） 修学指導 大学院関係綴(修論・修了判定）(平成17年度） 理学部学務担当 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 廃棄

学務 教務(3） 修学指導 大学院関係綴(修論・修了判定）(平成18年度） 理学部学務担当 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 廃棄

学務 教務(3） 修学指導 大学院関係綴(修論・修了判定）(平成19年度） 理学部学務担当 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 廃棄

学務 教務(3） 履修申請 登録カ-ド(昭和57年度） 理学部学務担当 1982年度 1983/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 履修申請 登録カ-ド(昭和58年度） 理学部学務担当 1983年度 1984/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 履修申請 登録カ-ド(昭和59年度） 理学部学務担当 1984年度 1985/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 履修申請 登録カ-ド(昭和60年度） 理学部学務担当 1985年度 1986/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 履修申請 登録カ-ド(昭和61年度） 理学部学務担当 1986年度 1987/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 履修申請 登録カ-ド(昭和62年度） 理学部学務担当 1987年度 1988/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 履修申請 登録カ-ド(昭和63年度） 理学部学務担当 1988年度 1989/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 履修申請 登録カ-ド(平成元年度） 理学部学務担当 1989年度 1990/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 履修申請 登録カ-ド(平成2年度） 理学部学務担当 1990年度 1991/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 履修申請 登録カ-ド(平成3年度） 理学部学務担当 1991年度 1992/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 履修申請 登録カ-ド(平成4年度） 理学部学務担当 1992年度 1993/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 履修申請 登録カ-ド(平成5年度） 理学部学務担当 1993年度 1994/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 履修申請 登録カ-ド(平成6年度） 理学部学務担当 1994年度 1995/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限
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学務 教務(3） 履修申請 登録カ-ド(平成7年度） 理学部学務担当 1995年度 1996/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 履修申請 登録カ-ド(平成8年度） 理学部学務担当 1996年度 1997/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 履修申請 登録カ-ド(平成9年度） 理学部学務担当 1997年度 1998/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 履修申請 登録カ-ド(平成10年度） 理学部学務担当 1998年度 1999/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 履修申請 登録カ-ド(平成11年度） 理学部学務担当 1999年度 2000/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 履修申請 登録カ-ド(平成12年度） 理学部学務担当 2000年度 2001/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 履修申請 登録カ-ド(平成13年度） 理学部学務担当 2001年度 2002/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 履修申請 登録カ-ド(平成14年度） 理学部学務担当 2002年度 2003/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 履修申請 登録カ-ド(平成15年度） 理学部学務担当 2003年度 2004/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 履修申請 登録カ-ド(平成16年度） 理学部学務担当 2004年度 2005/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 履修申請 履修登録確認表(平成17年度） 理学部学務担当 2005年度 2006/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 履修申請 履修登録確認表(平成18年度） 理学部学務担当 2006年度 2007/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 履修申請 履修登録確認表(平成19年度） 理学部学務担当 2007年度 2008/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 履修申請 履修登録確認表(平成20年度） 理学部学務担当 2008年度 2009/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 履修申請 履修登録確認表(平成21年度） 理学部学務担当 2009年度 2010/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 履修申請 履修登録確認表(平成22年度） 理学部学務担当 2010年度 2011/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 履修申請 履修登録確認表(平成23年度） 理学部学務担当 2011年度 2012/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 履修申請 履修登録確認表(平成24年度） 理学部学務担当 2012年度 2013/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 履修申請 履修登録確認表(平成25年度） 理学部学務担当 2013年度 2014/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 履修申請 履修登録確認表(平成26年度） 理学部学務担当 2014年度 2015/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 履修申請 履修登録確認表(平成27年度） 理学部学務担当 2015年度 2016/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 履修申請 履修登録確認表(平成28年度） 理学部学務担当 2016年度 2017/4/1 無期限 無期限 紙 理学部211会議室 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 履修申請 履修登録確認表(平成29年度） 理学部学務担当 2017年度 2018/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 履修申請 履修登録確認表(平成30年度） 理学部学務係 2018年度 2019/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 履修申請 履修登録確認表(令和元年度） 理学部学務係 2019年度 2020/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 履修申請 登録カ-ド・科目等履修生・研究生(平成6～8年度） 理学部学務担当 1994年度 1997/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 履修申請 登録カ-ド・科目等履修生・研究生(平成9年度） 理学部学務担当 1997年度 1998/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 履修申請 登録カ-ド・科目等履修生・研究生(平成10年度） 理学部学務担当 1998年度 1999/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 履修申請 登録カ-ド・科目等履修生・研究生(平成11～14年度） 理学部学務担当 1999年度 2003/4/1 無期限 無期限 紙 理学部211会議室 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 履修申請 登録カ-ド・科目等履修生・研究生(平成15年度） 理学部学務担当 2003年度 2004/4/1 無期限 無期限 紙 理学部211会議室 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 履修申請 登録カ-ド・科目等履修生・研究生(平成16年度） 理学部学務担当 2004年度 2005/4/1 無期限 無期限 紙 理学部211会議室 理学部学務係 無期限
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学務 教務(3） 履修申請 登録カ-ド・科目等履修生・研究生(平成17年度～） 理学部学務担当 2005年度 2006/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 履修申請 登録カ-ド・研究生・聴講生(平成3年度） 理学部学務担当 1991年度 1992/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 履修申請 登録カ-ド・研究生・聴講生(平成4～5年度） 理学部学務担当 1992年度 1994/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 学部関係綴(卒業判定）(平成16年度） 理学部学務担当 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(3） 学業成績 学部関係綴(卒業判定）(平成17年度） 理学部学務担当 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(3） 学業成績 学部関係綴(卒業判定）(平成18年度） 理学部学務担当 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(3） 学業成績 学部関係綴(卒業判定）(平成19年度） 理学部学務担当 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(3） 学業成績 学部関係綴(卒業判定）(平成20年度） 理学部学務担当 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(3） 学業成績 学部関係綴(卒業判定）(平成21年度） 理学部学務担当 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(3） 学業成績 学部関係綴(卒業判定）(平成22年度） 理学部学務担当 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(3） 学業成績 学部関係綴(卒業判定）(平成23年度） 理学部学務担当 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(3） 学業成績 学部関係綴(卒業判定）(平成24年度） 理学部学務担当 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(3） 学業成績 学部関係綴(卒業判定）(平成25年度） 理学部学務担当 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(3） 学業成績 学部関係綴(卒業判定）(平成26年度） 理学部学務担当 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(3） 学業成績 学部関係綴(卒業判定）(平成27年度） 理学部学務担当 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(3） 学業成績 学部関係綴(卒業判定）(平成28年度） 理学部学務担当 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(3） 学業成績 学部関係綴(卒業判定）(平成29年度） 理学部学務担当 2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(3） 学業成績 学部関係綴(卒業判定）(平成30年度） 理学部学務係 2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(3） 学業成績 学部関係綴(卒業判定）(令和元年度） 理学部学務係 2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(3） 学業成績 研究生関係綴(修了関係）(平成9年度～平成22年度） 理学部学務担当 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(3） 学業成績 研究生関係綴(修了関係）(平成23年度～平成29年度） 理学部学務担当 2011年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(3） 学業成績 研究生関係綴(修了関係）(平成30年度） 理学部学務担当 2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(3） 学業成績 研究生関係綴(修了関係）(令和元年度） 理学部学務担当 2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(3） 学業成績 成績伝票(昭和55年度） 理学部学務担当 1980年度 1981/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 成績伝票(昭和56年度） 理学部学務担当 1981年度 1982/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 成績伝票(昭和57年度） 理学部学務担当 1982年度 1983/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 成績伝票(昭和58年度） 理学部学務担当 1983年度 1984/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 成績伝票(昭和59年度） 理学部学務担当 1984年度 1985/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 成績伝票(昭和60年度） 理学部学務担当 1985年度 1986/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 成績伝票(昭和61年度） 理学部学務担当 1986年度 1987/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 成績伝票(昭和62年度） 理学部学務担当 1987年度 1988/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限
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学務 教務(3） 学業成績 成績伝票(昭和63年度） 理学部学務担当 1988年度 1989/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 成績伝票(平成元年度） 理学部学務担当 1989年度 1990/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 成績伝票(平成2年度） 理学部学務担当 1990年度 1991/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 成績伝票(平成3年度） 理学部学務担当 1991年度 1992/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 成績伝票(平成4年度） 理学部学務担当 1992年度 1993/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 成績伝票(平成5年度） 理学部学務担当 1993年度 1994/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 成績伝票(平成6年度） 理学部学務担当 1994年度 1995/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 成績伝票(平成7年度） 理学部学務担当 1995年度 1996/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 成績伝票(平成8年度） 理学部学務担当 1996年度 1997/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 成績伝票(平成9年度） 理学部学務担当 1997年度 1998/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 成績伝票(平成10年度） 理学部学務担当 1998年度 1999/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 成績伝票(平成11年度） 理学部学務担当 1999年度 2000/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 成績伝票(平成12年度） 理学部学務担当 2000年度 2001/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 成績伝票(平成13年度） 理学部学務担当 2001年度 2002/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 成績伝票(平成14年度） 理学部学務担当 2002年度 2003/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 成績伝票(平成15年度） 理学部学務担当 2003年度 2004/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 成績伝票(平成16年度） 理学部学務担当 2004年度 2005/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 成績伝票(平成17年度） 理学部学務担当 2006年度 2007/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 成績伝票(平成18年度） 理学部学務担当 2006年度 2007/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 成績伝票(平成19年度） 理学部学務担当 2007年度 2008/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 成績伝票(平成20年度） 理学部学務担当 2008年度 2009/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 成績伝票(平成21年度） 理学部学務担当 2009年度 2010/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 成績伝票(平成22年度） 理学部学務担当 2010年度 2011/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 成績伝票(平成23年度） 理学部学務担当 2011年度 2012/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 成績伝票(平成24年度） 理学部学務担当 2012年度 2013/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 成績伝票(平成25年度） 理学部学務担当 2013年度 2014/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 成績伝票(平成26年度） 理学部学務担当 2014年度 2015/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 成績伝票(平成27年度） 理学部学務担当 2015年度 2016/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 卒業生学業成績表(昭和29年度） 理学部学務担当 1954年度 1955/4/1 無期限 無期限 紙 理学部211会議室 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 卒業生学業成績表(昭和30年度） 理学部学務担当 1955年度 1956/4/1 無期限 無期限 紙 理学部211会議室 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 卒業生学業成績表(昭和31年度） 理学部学務担当 1956年度 1957/4/1 無期限 無期限 紙 理学部211会議室 理学部学務係 無期限
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学務 教務(3） 学業成績 卒業生学業成績表(昭和32年度） 理学部学務担当 1957年度 1958/4/1 無期限 無期限 紙 理学部211会議室 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 卒業生学業成績表(昭和33年度） 理学部学務担当 1958年度 1959/4/1 無期限 無期限 紙 理学部211会議室 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 卒業生学業成績表(昭和34年度） 理学部学務担当 1959年度 1960/4/1 無期限 無期限 紙 理学部211会議室 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 卒業生学業成績表(昭和35年度） 理学部学務担当 1960年度 1961/4/1 無期限 無期限 紙 理学部211会議室 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 卒業生学業成績表(昭和36年度） 理学部学務担当 1961年度 1962/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 卒業生学業成績表(昭和37年度） 理学部学務担当 1962年度 1963/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 卒業生学業成績表(昭和38年度） 理学部学務担当 1963年度 1964/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 卒業生学業成績表(昭和39年度） 理学部学務担当 1964年度 1965/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 卒業生学業成績表(昭和40年度） 理学部学務担当 1965年度 1966/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 卒業生学業成績表(昭和41年度） 理学部学務担当 1966年度 1967/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 卒業生学業成績表(昭和42年度） 理学部学務担当 1967年度 1968/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 卒業生学業成績表(昭和43年度） 理学部学務担当 1968年度 1969/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 卒業生学業成績表(昭和44年度） 理学部学務担当 1969年度 1970/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 卒業生学業成績表(昭和45年度） 理学部学務担当 1970年度 1971/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 卒業生学業成績表(昭和46年度） 理学部学務担当 1971年度 1972/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 卒業生学業成績表(昭和47年度） 理学部学務担当 1972年度 1973/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 卒業生学業成績表(昭和48年度） 理学部学務担当 1973年度 1974/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 卒業生学業成績表(昭和49年度） 理学部学務担当 1974年度 1975/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 卒業生学業成績表(昭和50年度） 理学部学務担当 1975年度 1976/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 卒業生学業成績表(昭和51年度） 理学部学務担当 1976年度 1977/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 卒業生学業成績表(昭和52年度） 理学部学務担当 1977年度 1978/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 卒業生学業成績表(昭和53年度） 理学部学務担当 1978年度 1979/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 卒業生学業成績表(昭和54年度） 理学部学務担当 1979年度 1980/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 卒業生学業成績表(昭和55年度） 理学部学務担当 1980年度 1981/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 卒業生学業成績表(昭和56年度） 理学部学務担当 1981年度 1982/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 卒業生学業成績表(昭和57年度） 理学部学務担当 1982年度 1983/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 卒業生学業成績表(昭和58年度） 理学部学務担当 1983年度 1984/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 卒業生学業成績表(昭和59年度） 理学部学務担当 1984年度 1985/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 卒業生学業成績表(昭和60年度） 理学部学務担当 1985年度 1986/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 卒業生学業成績表(昭和61年度） 理学部学務担当 1986年度 1987/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 卒業生学業成績表(昭和62年度） 理学部学務担当 1987年度 1988/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限
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学務 教務(3） 学業成績 卒業生学業成績表(昭和63年度） 理学部学務担当 1988年度 1989/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 卒業生学業成績表(平成元年度） 理学部学務担当 1989年度 1990/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 卒業生学業成績表(平成2年度） 理学部学務担当 1990年度 1991/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 卒業生学業成績表(平成3年度） 理学部学務担当 1991年度 1992/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 卒業生学業成績表(平成4年度） 理学部学務担当 1992年度 1993/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 卒業生学業成績表(平成5年度） 理学部学務担当 1993年度 1994/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 卒業生学業成績表(平成6年度） 理学部学務担当 1994年度 1995/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 卒業生学業成績表(平成7年度） 理学部学務担当 1995年度 1996/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 卒業生学業成績表(平成8年度） 理学部学務担当 1996年度 1997/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 卒業生学業成績表(平成9年度） 理学部学務担当 1997年度 1998/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 卒業生学業成績表(平成10年度） 理学部学務担当 1998年度 1999/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 卒業生学業成績表(平成11年度） 理学部学務担当 1999年度 2000/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 卒業生学業成績表(平成12年度） 理学部学務担当 2000年度 2001/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 卒業生学業成績表(平成13年度） 理学部学務担当 2001年度 2002/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 卒業生学業成績表(平成14年度） 理学部学務担当 2002年度 2003/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 卒業生学業成績表(平成15年度） 理学部学務担当 2003年度 2004/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 卒業生学業成績表(平成16年度） 理学部学務担当 2005年度 2006/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 卒業生学業成績表(平成17年度） 理学部学務担当 2005年度 2006/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 卒業生学業成績表(平成18年度） 理学部学務担当 2006年度 2007/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 卒業生学業成績表(平成19年度） 理学部学務担当 2007年度 2008/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 登録・試験・成績・卒業綴(昭和57年度） 理学部学務担当 1982年度 1983/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 登録・試験・成績・卒業綴(昭和58年度） 理学部学務担当 1983年度 1984/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 登録・試験・成績・卒業綴(昭和59年度） 理学部学務担当 1984年度 1985/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 登録・試験・成績・卒業綴(昭和60年度） 理学部学務担当 1985年度 1986/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 登録・試験・成績・卒業綴(昭和61年度） 理学部学務担当 1986年度 1987/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 登録・試験・成績・卒業綴(昭和62年度） 理学部学務担当 1987年度 1988/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 登録・試験・成績・卒業綴(昭和63年度） 理学部学務担当 1988年度 1989/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 登録・試験・成績・卒業綴(平成元年度） 理学部学務担当 1989年度 1990/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 登録・試験・成績・卒業綴(平成2年度） 理学部学務担当 1990年度 1991/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 登録・試験・成績・卒業綴(平成3年度） 理学部学務担当 1991年度 1992/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 登録・試験・成績・卒業綴(平成4年度） 理学部学務担当 1992年度 1993/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限
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学務 教務(3） 学業成績 登録・試験・成績・卒業綴(平成5年度） 理学部学務担当 1993年度 1994/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 登録・試験・成績・卒業綴(平成6年度） 理学部学務担当 1994年度 1995/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 登録・試験・成績・卒業綴(平成7年度） 理学部学務担当 1995年度 1996/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 登録・試験・成績・卒業綴(平成8年度） 理学部学務担当 1996年度 1997/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 登録・成績関係綴(平成9・10年度） 理学部学務担当 1997年度 1999/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 登録・成績関係綴(平成11・12年度） 理学部学務担当 1999年度 2001/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 登録・成績関係綴(平成13年度～） 理学部学務担当 2001年度 2002/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 登録・成績関係綴(平成14年度～） 理学部学務担当 2002年度 2003/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 登録・成績関係綴(平成15年度） 理学部学務担当 2003年度 2004/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 登録・成績関係綴(平成16年度） 理学部学務担当 2004年度 2005/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 登録・成績関係綴(平成17年度） 理学部学務担当 2005年度 2006/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 登録・成績関係綴(平成18年度） 理学部学務担当 2006年度 2007/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 登録・成績関係綴(平成19年度） 理学部学務担当 2007年度 2008/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 登録・成績関係綴(平成20年度） 理学部学務担当 2008年度 2009/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 登録・成績関係綴(平成21年度） 理学部学務担当 2009年度 2010/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 登録・成績関係綴(平成22年度） 理学部学務担当 2010年度 2011/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 登録・成績関係綴(平成23年度） 理学部学務担当 2011年度 2012/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 登録・成績関係綴(平成24年度） 理学部学務担当 2012年度 2013/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 登録・成績関係綴(平成25年度） 理学部学務担当 2013年度 2014/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 登録・成績関係綴(平成26年度） 理学部学務担当 2014年度 2015/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 登録・成績関係綴(平成27年度） 理学部学務担当 2015年度 2016/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 登録・成績関係綴(平成28年度） 理学部学務担当 2016年度 2017/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 登録・成績関係綴(平成29年度） 理学部学務担当 2017年度 2018/4/1 無期限 無期限 紙 理学部3階倉庫 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 登録・成績関係綴(平成30年度） 理学部学務係 2018年度 2019/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） 学業成績 登録・成績関係綴(令和元年度） 理学部学務係 2019年度 2020/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務(3） その他 教員免許状一括申請(平成21年度） 理学部学務担当 2009年度 2010/4/1 15年 2025/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

当初の保存期間満了
日：2020年3月31日
延長期間：5年
証明書発行業務に必
要とするため。

学務 教務(3） その他 教員免許状一括申請(平成22年度） 理学部学務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(3） その他 教員免許状一括申請(平成23年度） 理学部学務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(3） その他 教員免許状一括申請(平成24年度） 理学部学務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(3） その他 教員免許状一括申請(平成25年度） 理学部学務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

25 / 36 



理学部

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 管理者
保存期間
満了時の

措置
備考

学務 教務(3） その他 教員免許状一括申請(平成26年度） 理学部学務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(3） その他 教員免許状一括申請(平成27年度） 理学部学務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(3） その他 教員免許状一括申請(平成28年度） 理学部学務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(3） その他 教員免許状一括申請(平成29年度） 理学部学務担当 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(3） その他 教員免許状一括申請(平成30年度） 理学部学務係 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(3） その他 教員免許状一括申請(令和元年度） 理学部学務係 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(5） その他 英文証明綴(平成25年度） 理学部学務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

当初の保存期間満了
日：
2019年3月31日
延長期間：5年
証明書発行業務に必
要とするため。

学務 教務(5） その他 英文証明綴(平成26年度） 理学部学務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

当初の保存期間満了
日：2020年3月31日
延長期間：5年
証明書発行業務に必
要とするため。

学務 教務(5） その他 英文証明綴(平成27年度） 理学部学務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(5） その他 英文証明綴(平成28年度） 理学部学務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(5） その他 英文証明綴(平成29年度） 理学部学務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(5） その他 英文証明綴(平成30年度） 理学部学務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(5） その他 英文証明綴(令和元年度） 理学部学務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(3） その他 証明書発行台帳(平成27年度） 理学部学務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(3） その他 証明書発行台帳(平成28年度） 理学部学務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(3） その他 証明書発行台帳(平成29年度） 理学部学務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(3） その他 証明書発行台帳(平成30年度） 理学部学務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(3） その他 証明書発行台帳(令和元年度） 理学部学務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 留学生交流 総括 留学生関係綴(平成22年度） 理学部学務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 留学生交流 総括 留学生関係綴(平成23年度） 理学部学務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 留学生交流 総括 留学生関係綴(平成24年度） 理学部学務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 留学生交流 総括 留学生関係綴(平成25年度） 理学部学務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 留学生交流 総括 留学生関係綴(平成26年度） 理学部学務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 留学生交流 総括 留学生関係綴(平成27年度） 理学部学務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 留学生交流 総括 留学生関係綴(平成28年度） 理学部学務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 留学生交流 総括 留学生関係綴(平成29年度） 理学部学務担当 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 留学生交流 総括 留学生関係綴(平成30年度） 理学部学務係 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 留学生交流 総括 留学生関係綴(令和元年度） 理学部学務係 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄
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学務 留学生交流 国費留学生 留学生特別プログラム関係綴(平成22年度） 理学部学務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 留学生交流 国費留学生 留学生特別プログラム関係綴(平成23年度） 理学部学務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 留学生交流 国費留学生 留学生特別プログラム関係綴(平成24年度） 理学部学務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 留学生交流 国費留学生 留学生特別プログラム関係綴(平成25年度） 理学部学務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 留学生交流 国費留学生 留学生特別プログラム関係綴(平成26年度） 理学部学務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 留学生交流 国費留学生 留学生特別プログラム関係綴(平成27年度） 理学部学務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 留学生交流 国費留学生 留学生特別プログラム関係綴(平成28年度） 理学部学務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 留学生交流 国費留学生 留学生特別プログラム関係綴(平成29年度） 理学部学務担当 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 留学生交流 国費留学生 留学生特別プログラム関係綴(平成30年度） 理学部学務係 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 留学生交流 国費留学生 留学生特別プログラム関係綴(令和元年度） 理学部学務係 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 留学生交流 その他 外国人留学生在学名簿(平成7-27年度） 理学部学務担当 1995年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 就職 その他 就職関係綴(平成29年度） 理学部学務担当 2017年度 2018/4/1 3年 2021/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 就職 その他 就職関係綴(平成30年度） 理学部学務係 2018年度 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 就職 その他 就職関係綴(令和元年度） 理学部学務係 2019年度 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 奨学援護 各種奨学金 奨学金関係綴(平成27年度） 理学部学務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 奨学援護 各種奨学金 奨学金関係綴(平成28年度） 理学部学務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 奨学援護 各種奨学金 奨学金関係綴(平成29年度） 理学部学務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 奨学援護 各種奨学金 奨学金関係綴(平成30年度） 理学部学務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 奨学援護 各種奨学金 奨学金関係綴(令和元年度） 理学部学務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(1） 除籍・休学・退学・復学 在籍異動綴（平成22年度） 理学部学務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(1） 除籍・休学・退学・復学 在籍異動綴（平成23年度） 理学部学務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(1） 除籍・休学・退学・復学 在籍異動綴（平成24年度） 理学部学務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(1） 除籍・休学・退学・復学 在籍異動綴（平成25年度） 理学部学務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(1） 除籍・休学・退学・復学 在籍異動綴（平成26年度） 理学部学務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(1） 除籍・休学・退学・復学 在籍異動綴（平成27年度） 理学部学務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(1） 除籍・休学・退学・復学 在籍異動綴（平成28年度） 理学部学務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(1） 除籍・休学・退学・復学 在籍異動綴（平成29年度） 理学部学務担当 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(1） 除籍・休学・退学・復学 在籍異動綴（平成30年度） 理学部学務係 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(1） 除籍・休学・退学・復学 在籍異動綴（令和元年度） 理学部学務係 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 教務 授業料等 入学料・授業料綴（平成27年度） 理学部学務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務 授業料等 入学料・授業料綴（平成28年度） 理学部学務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄
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学務 教務 授業料等 入学料・授業料綴（平成29年度） 理学部学務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 教務 授業料等 入学料・授業料綴（平成30年度） 理学部学務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 教務 授業料等 入学料・授業料綴（令和元年度） 理学部学務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(5） その他 和文証明綴(平成25年度） 理学部学務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

当初の保存期間満了
日：2019年3月31日
延長期間：5年
証明書発行業務に必
要とするため。

学務 教務(5） その他 和文証明綴(平成26年度） 理学部学務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

当初の保存期間満了
日：2020年3月31日
延長期間：5年
証明書発行業務に必
要とするため。

学務 教務(5） その他 和文証明綴(平成27年度） 理学部学務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(5） その他 和文証明綴(平成28年度） 理学部学務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(5） その他 和文証明綴(平成29年度） 理学部学務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(5） その他 和文証明綴(平成30年度） 理学部学務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(5） その他 和文証明綴(令和元年度） 理学部学務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 教務（2） 教職関係 教育実習（平成22年度） 理学部学務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務（2） 教職関係 教育実習（平成23年度） 理学部学務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務（2） 教職関係 教育実習（平成24年度） 理学部学務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務（2） 教職関係 教育実習（平成25年度） 理学部学務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務（2） 教職関係 教育実習（平成26年度） 理学部学務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務（2） 教職関係 教育実習（平成27年度） 理学部学務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務（2） 教職関係 教育実習（平成28年度） 理学部学務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務（2） 教職関係 教育実習（平成29年度） 理学部学務担当 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務（2） 教職関係 教育実習（平成30年度） 理学部学務係 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務（2） 教職関係 教育実習（令和元年度） 理学部学務係 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 教務（5） その他 公開臨海・実習関係（平成27年度） 理学部学務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務（5） その他 公開臨海・実習関係（平成28年度） 理学部学務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務（5） その他 公開臨海・実習関係（平成29年度） 理学部学務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務（5） その他 公開臨海・実習関係（平成30年度） 理学部学務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 教務（5） その他 公開臨海・実習関係（令和元年度） 理学部学務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 教務（5） インターンシップ インターンシップ関係（平成27年度） 理学部学務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務（5） インターンシップ インターンシップ関係（平成28年度） 理学部学務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務（5） インターンシップ インターンシップ関係（平成29年度） 理学部学務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務（5） インターンシップ インターンシップ関係（平成30年度） 理学部学務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄
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学務 教務（5） インターンシップ インターンシップ関係（令和元年度） 理学部学務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 教務（2） 教職関係 教職関係（平成25年度） 理学部学務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務（2） 教職関係 教職関係（平成26年度） 理学部学務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務（2） 教職関係 教職関係（平成27年度） 理学部学務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務（2） 教職関係 教職関係（平成28年度） 理学部学務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務（2） 教職関係 教職関係（平成29年度） 理学部学務担当 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務（2） 教職関係 教職関係（平成30年度） 理学部学務係 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務（2） 教職関係 教職関係（令和元年度） 理学部学務係 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 教務（2） 教職関係 教員免許状取得の手引（平成27年度） 理学部学務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務（2） 教職関係 教員免許状取得の手引（平成28年度） 理学部学務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務（2） 教職関係 教員免許状取得の手引（平成29年度） 理学部学務担当 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務（3） 成績不服申立 成績不服申立制度（平成23～29年度） 理学部学務担当 2011年度 2018/4/1 無期限 無期限 紙 理学部211会議室 理学部学務係 無期限

学務 教務（3） 成績不服申立 成績不服申立制度（平成30～令和元年度） 理学部学務係 2018年度 2020/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務（5） インターンシップ 実習生（インターンシップ）受入れ関係（平成27-28年度） 理学部学務担当 2015年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 教務（5） インターンシップ 実習生（インターンシップ）受入れ関係（平成29年度） 理学部学務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 教務（5） インターンシップ 実習生（インターンシップ）受入れ関係（平成30年度） 理学部学務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 教務（5） インターンシップ 実習生（インターンシップ）受入れ関係（令和元年度） 理学部学務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 入学試験 入学試験 学部入試関係綴(平成27年度） 理学部学務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 入学試験 入学試験 学部入試関係綴(平成28年度） 理学部学務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 入学試験 入学試験 学部入試関係綴(平成29年度） 理学部学務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 入学試験 入学試験 学部入試関係綴(平成30年度） 理学部学務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 入学試験 入学試験 学部入試関係綴(令和元年度） 理学部学務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 入学試験 大学院入学 大学院入試関係綴(平成27年度） 理学部学務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 入学試験 大学院入学 大学院入試関係綴(平成28年度） 理学部学務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 入学試験 大学院入学 大学院入試関係綴(平成29年度） 理学部学務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 入学試験 大学院入学 大学院入試関係綴(平成30年度） 理学部学務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 入学試験 大学院入学 大学院入試関係綴(令和元年度） 理学部学務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 入学試験 大学入試センター試験 センター試験関係綴(平成27年度） 理学部学務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 入学試験 大学入試センター試験 センター試験関係綴(平成28年度） 理学部学務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 入学試験 大学入試センター試験 センター試験関係綴(平成29年度） 理学部学務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 入学試験 大学入試センター試験 センター試験関係綴(平成30年度） 理学部学務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄
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学務 入学試験 大学入試センター試験 センター試験関係綴(令和元年度） 理学部学務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 入学試験 入学試験 学部入学手続関係(平成27年度） 理学部学務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 入学試験 入学試験 学部入学手続関係(平成28年度） 理学部学務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 入学試験 入学試験 学部入学手続関係(平成29年度） 理学部学務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 入学試験 入学試験 学部入学手続関係(平成30年度） 理学部学務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 入学試験 入学試験 学部入学手続関係(令和元年度） 理学部学務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 入学試験 大学院入学 大学院入学手続関係(平成27年度） 理学部学務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 入学試験 大学院入学 大学院入学手続関係(平成28年度） 理学部学務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 入学試験 大学院入学 大学院入学手続関係(平成29年度） 理学部学務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 入学試験 大学院入学 大学院入学手続関係(平成30年度） 理学部学務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 入学試験 大学院入学 大学院入学手続関係(令和元年度） 理学部学務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 入学試験 大学院入学 志願票（前期）（後期）(平成22年度） 理学部学務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 入学試験 大学院入学 志願票（前期）（後期）(平成23年度） 理学部学務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 入学試験 大学院入学 志願票（前期）（後期）(平成24年度） 理学部学務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 入学試験 大学院入学 志願票（前期）（後期）(平成25年度） 理学部学務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 入学試験 大学院入学 志願票（前期）（後期）(平成26年度） 理学部学務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 入学試験 大学院入学 志願票（前期）（後期）(平成27年度） 理学部学務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 入学試験 大学院入学 志願票（前期）（後期）(平成28年度） 理学部学務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 入学試験 大学院入学 志願票（前期）（後期）(平成29年度） 理学部学務担当 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 入学試験 大学院入学 志願票（前期）（後期）(平成30年度） 理学部学務係 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 入学試験 大学院入学 出願確認票（前期）（後期）(令和元年度） 理学部学務係 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 入学試験 入学試験 志願者整理票（前期）（後期）(平成22年度） 理学部学務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 入学試験 入学試験 志願者整理票（前期）（後期）(平成23年度） 理学部学務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 入学試験 入学試験 志願者整理票（前期）（後期）(平成24年度） 理学部学務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 入学試験 入学試験 志願者整理票（前期）（後期）(平成25年度） 理学部学務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 入学試験 入学試験 志願者整理票（前期）（後期）(平成26年度） 理学部学務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 入学試験 入学試験 志願者整理票（前期）（後期）(平成27年度） 理学部学務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 入学試験 入学試験 志願者整理票（前期）（後期）(平成28年度） 理学部学務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 入学試験 入学試験 志願者整理票（前期）（後期）(平成29年度） 理学部学務担当 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 入学試験 入学試験 志願者整理票（前期）（後期）(平成30年度） 理学部学務係 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 入学試験 入学試験 調査書（前期）（後期）(平成22年度） 理学部学務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄
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学務 入学試験 入学試験 調査書（前期）（後期）(平成23年度） 理学部学務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 入学試験 入学試験 調査書（前期）（後期）(平成24年度） 理学部学務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 入学試験 入学試験 調査書（前期）（後期）(平成25年度） 理学部学務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 入学試験 入学試験 調査書（前期）（後期）(平成26年度） 理学部学務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 入学試験 入学試験 調査書（前期）（後期）(平成27年度） 理学部学務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 入学試験 入学試験 調査書（前期）（後期）(平成28年度） 理学部学務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 入学試験 入学試験 調査書（前期）（後期）(平成29年度） 理学部学務担当 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 入学試験 入学試験 調査書（前期）（後期）(平成30年度） 理学部学務係 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 入学試験 入学試験 調査書（前期）（後期）(令和元年度） 理学部学務係 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 入学試験 入学試験 一般願書受付簿(平成27年度） 理学部学務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2025/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 入学試験 入学試験 一般願書受付簿(平成28年度） 理学部学務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2026/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 入学試験 入学試験 志願者受付簿・検定料納付書(平成29年度） 理学部学務担当 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 入学試験 入学試験 志願者受付簿・検定料納付書(平成30年度） 理学部学務係 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 入学試験 推薦入学 私費外国人留学生・推薦Ⅱ志願票(平成22年度） 理学部学務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 入学試験 推薦入学 私費外国人留学生・推薦Ⅱ志願票(平成23年度） 理学部学務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 入学試験 推薦入学 私費外国人留学生・推薦Ⅱ志願票(平成24年度） 理学部学務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 入学試験 推薦入学 私費外国人留学生・推薦Ⅱ志願票(平成25年度） 理学部学務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 入学試験 推薦入学 私費外国人留学生・推薦Ⅱ志願票(平成26年度） 理学部学務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 入学試験 推薦入学 私費外国人留学生・推薦Ⅱ志願票(平成27年度） 理学部学務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 入学試験 推薦入学 私費外国人留学生・推薦Ⅱ志願票(平成28年度） 理学部学務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 入学試験 推薦入学 私費外国人留学生・推薦Ⅱ志願票(平成29年度） 理学部学務担当 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 入学試験 推薦入学 私費外国人留学生・推薦Ⅱ志願票(平成30年度） 理学部学務係 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 入学試験 推薦入学 私費外国人留学生・推薦Ⅱ志願票(令和元年度） 理学部学務係 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 入学試験 入学試験 入学者選抜要項(平成27年度） 理学部学務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 入学試験 入学試験 入学者選抜要項(平成28年度） 理学部学務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 入学試験 入学試験 入学者選抜要項(平成29年度） 理学部学務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 入学試験 入学試験 入学者選抜要項(平成30年度） 理学部学務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 入学試験 入学試験 入学者選抜要項(令和元年度） 理学部学務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 入学試験 大学院入学 大学院募集要項(平成27年度） 理学部学務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 入学試験 大学院入学 大学院募集要項(平成28年度） 理学部学務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 入学試験 大学院入学 大学院募集要項(平成29年度） 理学部学務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄
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学務 入学試験 大学院入学 大学院募集要項(平成30年度） 理学部学務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 入学試験 大学院入学 大学院募集要項(令和元年度） 理学部学務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 入学試験 その他 オープンキャンパス関係(平成27年度） 理学部学務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 入学試験 その他 オープンキャンパス関係(平成28年度） 理学部学務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 入学試験 その他 オープンキャンパス関係(平成29年度） 理学部学務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 入学試験 その他 オープンキャンパス関係(平成30年度） 理学部学務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 入学試験 その他 オープンキャンパス関係(令和元年度） 理学部学務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 学生 その他 学校基本調査(平成27年度） 理学部学務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 学生 その他 学校基本調査(平成28年度） 理学部学務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 学生 その他 学校基本調査(平成29年度） 理学部学務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 学生 その他 学校基本調査(平成30年度） 理学部学務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 学生 その他 学校基本調査(令和元年度） 理学部学務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 入学試験 入学試験 大学案内(平成27年度） 理学部学務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 入学試験 入学試験 大学案内(平成28年度） 理学部学務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 入学試験 入学試験 大学案内(平成29年度） 理学部学務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 入学試験 入学試験 大学案内(平成30年度） 理学部学務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 入学試験 入学試験 大学案内(令和元年度） 理学部学務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 教務 学業成績 保護者への成績通知(平成24年度） 理学部学務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務 学業成績 保護者への成績通知(平成25年度） 理学部学務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務 学業成績 保護者への成績通知(平成26年度） 理学部学務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務 学業成績 保護者への成績通知(平成27年度） 理学部学務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務 学業成績 保護者への成績通知(平成28年度） 理学部学務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務 学業成績 保護者への成績通知(平成29年度） 理学部学務担当 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務 学業成績 保護者への成績通知(平成30年度） 理学部学務係 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 教務 学業成績 保護者への成績通知(令和元年度） 理学部学務係 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(1） 授業時間配当表 授業時間割関係（大学院）綴(平成27年度） 理学部学務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(1） 授業時間配当表 授業時間割関係（大学院）綴(平成28年度） 理学部学務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(1） 授業時間配当表 授業時間割関係（大学院）綴(平成29年度） 理学部学務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(1） 授業時間配当表 授業時間割関係（大学院）綴(平成30年度） 理学部学務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(1） 授業時間配当表 授業時間割関係（大学院）綴(令和元年度） 理学部学務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(1） 授業時間配当表 授業時間割関係（専門科目）綴(平成27年度） 理学部学務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄
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学務 教務(1） 授業時間配当表 授業時間割関係（専門科目）綴(平成28年度） 理学部学務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(1） 授業時間配当表 授業時間割関係（専門科目）綴(平成29年度） 理学部学務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(1） 授業時間配当表 授業時間割関係（専門科目）綴(平成30年度） 理学部学務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(1） 授業時間配当表 授業時間割関係（専門科目）綴(令和元年度） 理学部学務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(5） その他 学生証再発行願（平成26年度～29年度） 理学部学務担当 2014年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(5） その他 入講許可証交付申請書（平成27年度） 理学部学務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(5） その他 入講許可証交付申請書（平成28年度） 理学部学務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(5） その他 入講許可証交付申請書（平成29年度） 理学部学務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(5） その他 入講許可証交付申請書（平成30年度） 理学部学務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(5） その他 入講許可証交付申請書（令和元年度） 理学部学務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 学生 その他 調査関係(平成27年度） 理学部学務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 学生 その他 調査関係(平成28年度） 理学部学務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 学生 その他 調査関係(平成29年度） 理学部学務担当 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 学生 その他 調査関係(平成30年度） 理学部学務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 学生 その他 調査関係(令和元年度） 理学部学務係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 入学関係 その他 高校訪問(平成30年度） 理学部学務係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 留学生交流 その他 国際課関係（平成24年度） 理学部学務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 留学生交流 その他 国際課関係（平成25年度） 理学部学務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 留学生交流 その他 国際課関係（平成26年度） 理学部学務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 留学生交流 その他 国際課関係（平成27年度） 理学部学務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 留学生交流 その他 国際課関係（平成28年度） 理学部学務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 留学生交流 その他 国際課関係（平成29年度） 理学部学務担当 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 留学生交流 その他 国際課関係（平成30年度） 理学部学務係 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 留学生交流 その他 国際課関係（令和元年度） 理学部学務係 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(1） 除籍・休学・退学・復学 長期履修生関係（理工学研究科）（平成23年度～平成30年度） 理学部学務係 2011年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(1） 除籍・休学・退学・復学 長期履修生関係（理工学研究科・理学部）（令和元年度） 理学部学務係 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(1） 表彰 学長表彰関係（平成22年度） 理学部学務係 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(1） 表彰 学長表彰関係（平成23年度～平成26年度） 理学部学務係 2011年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(1） 表彰 学長表彰関係（平成27年度） 理学部学務係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(1） 表彰 学長表彰関係（平成28年度） 理学部学務係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 理学部211会議室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(1） 表彰 学生表彰（平成29年度） 理学部学務係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄
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学務 教務(1） 表彰 学生表彰（平成30年度） 理学部学務係 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 教務(1） 表彰 学生表彰（令和元年度） 理学部学務係 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 理学部事務室 理学部学務係 廃棄

学務 教務 総括 学籍簿（全学部）（1950学年度） 理学部学務係 1950年度
1951/4/1

無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務 総括 学籍簿（理工学部）（1950学年度） 理学部学務係 1950年度
1951/4/1

無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務 総括 退学者学籍簿（理学部）（1950年入学） 理学部学務係 1950年度
1951/4/1

無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務 総括 学籍簿（理工学部）（1951学年度） 理学部学務係 1951年度 1952/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務 総括 学籍簿（理工学部）（1952学年度） 理学部学務係 1952年度 1953/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務 総括 退学者学籍簿（理学部）（1952年入学） 理学部学務係 1952年度 1953/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務 総括 学籍簿（理工学部）（1953学年度） 理学部学務係 1953年度 1954/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務 総括 修了生学籍簿（農家政工学部実用工学科）（1953年入学） 理学部学務係 1953年度 1954/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務 総括 学籍簿（理工学部）（1954学年度） 理学部学務係 1954年度 1955/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務 総括 学籍簿（理工学部）（1955学年度） 理学部学務係 1955年度 1956/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務 総括 学籍簿（理工学部）（1956学年度） 理学部学務係 1956年度 1957/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務 総括 学籍簿（理工学部）（1957学年度） 理学部学務係 1957年度 1958/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務 総括 学籍簿（理工学部）（1958学年度） 理学部学務係 1958年度 1959/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務 総括 学籍簿（理工学部）（1959学年度） 理学部学務係 1959年度 1960/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務 総括 学籍簿（理工学部）（1960学年度） 理学部学務係 1960年度 1961/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務 総括 学籍簿（理工学部）（1961学年度） 理学部学務係 1961年度 1962/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務 総括 学籍簿（理工学部）（1962学年度） 理学部学務係 1962年度 1963/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務 総括 学籍簿（理工学部）（1963学年度） 理学部学務係 1963年度 1964/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務 総括 学籍簿（理工学部）（1964学年度） 理学部学務係 1964年度 1965/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務 総括 学籍簿（理工学部）（1965学年度） 理学部学務係 1965年度 1966/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務 総括 学籍簿（理工学部）（1966学年度） 理学部学務係 1966年度 1967/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務 総括 学籍簿（理工学部）（1967学年度） 理学部学務係 1967年度 1968/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務 総括 学籍簿（理工学部）（1968学年度） 理学部学務係 1968年度 1969/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務 総括 学籍簿（理工学部）（1969学年度） 理学部学務係 1969年度 1970/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務 総括 学籍簿（理工学部）（1970学年度） 理学部学務係 1970年度 1971/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務 総括 学籍簿（理工学部）（1971学年度） 理学部学務係 1971年度 1972/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務 総括 学籍簿（理工学部）（1972学年度） 理学部学務係 1972年度 1973/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務 総括 学籍簿（理工学部）（1973学年度） 理学部学務係 1973年度 1974/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務 総括 学籍簿（理工学部）（1974学年度） 理学部学務係 1974年度 1975/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限
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学務 教務 総括 学籍簿（理工学部）（1975学年度） 理学部学務係 1975年度 1976/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務 総括 学籍簿（理工学部）（1976学年度） 理学部学務係 1976年度 1977/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務 総括 学籍簿（理学部）（1977年度） 理学部学務係 1977年度 1978/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務 総括 学籍簿（理学部）（1978年度） 理学部学務係 1978年度 1979/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務 総括 学籍簿（理学部）（1979年度） 理学部学務係 1979年度 1980/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務 総括 学籍簿（理学部）（1980年度） 理学部学務係 1980年度 1981/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務 総括 学籍簿（理学部）（1981年度） 理学部学務係 1981年度 1982/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務 総括 学籍簿（理学部）（1982年度） 理学部学務係 1982年度 1983/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務 総括 学籍簿（理学部）（1983年度） 理学部学務係 1983年度 1984/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務 総括 学籍簿（理学部）（1984年度） 理学部学務係 1984年度 1985/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務 総括 学籍簿（理学部）（1985年度） 理学部学務係 1985年度 1986/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務 総括 学籍簿（理学部）（1986年度） 理学部学務係 1986年度 1987/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務 総括 学籍簿（理学部）（1987年度） 理学部学務係 1987年度 1988/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務 総括 学籍簿（理学部）（1988年度） 理学部学務係 1988年度 1989/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務 総括 学籍簿（理学部）（1989年度） 理学部学務係 1989年度 1990/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務 総括 学籍簿（理学部）（1990年度） 理学部学務係 1990年度 1991/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務 総括 学籍簿（理学部）（1991年度） 理学部学務係 1991年度 1992/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務 総括 学籍簿（理学部）（1992年度） 理学部学務係 1992年度 1993/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務 総括 学籍簿（理学部）（1993年度） 理学部学務係 1993年度 1994/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務 総括 学籍簿（理学部）（1994年度） 理学部学務係 1994年度 1995/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務 総括 学籍簿（理学部）（1995年度） 理学部学務係 1995年度 1996/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務 総括 学籍簿（理学部）（1996年度） 理学部学務係 1996年度 1997/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務 総括 学籍簿（理学部）（1997年度） 理学部学務係 1997年度 1998/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務 総括 学籍簿（理学部）（1998年度） 理学部学務係 1998年度 1999/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務 総括 学籍簿（理学部）（1999年度） 理学部学務係 1999年度 2000/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務 総括 学籍簿（理学部）（2000年度） 理学部学務係 2000年度 2001/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務 総括 学籍簿（理学部）（2001年度） 理学部学務係 2001年度 2002/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務 総括 学籍簿（理学部）（2002年度） 理学部学務係 2002年度 2003/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務 総括 学籍簿（理学部）（2003年度） 理学部学務係 2003年度 2004/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務 総括 学籍簿（理学部）（2004年度） 理学部学務係 2004年度 2005/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務 総括 学籍簿（理学部）（2005年度） 理学部学務係 2005年度 2006/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限
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学務 教務 総括 学籍簿（理学部）（2006年度） 理学部学務係 2006年度 2007/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務 総括 学籍簿（理学部）（2007年度） 理学部学務係 2007年度 2008/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務 総括 学籍簿（理学部）（2008年度） 理学部学務係 2008年度 2009/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務 総括 学籍簿（理学部）（2009年度～） 理学部学務係 2009年度 2010/4/1 無期限 無期限 電子 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務 総括 学籍簿（理学研究科）（昭和55年度～平成5年度） 理学部学務係 1980年度 1994/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務 総括 学籍簿（理学研究科）（平成6年度～平成10年度） 理学部学務係 1994年度 1999/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務 総括 学籍簿（理工学研究科博士前期課程）（平成10年度） 理学部学務係 1998年度 1999/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務 総括
学籍簿（理工学研究科博士後期課程）（平成10年度～平成12年
度）

理学部学務係 1998年度 2001/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務 総括 研究生写真台帳（理学部）（昭和55年度～平成15年度） 理学部学務係 1980年度 2004/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務 総括 研究生写真台帳（理学研究科）（平成7年度～平成15年度） 理学部学務係 1995年度 2004/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務 総括
聴講生・科目等履修生写真台帳（理学部）（昭和55年度～平成15年
度）

理学部学務係 1980年度 2004/4/1 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務 総括
科目等履修生・研究生写真台帳（理学部・理工学研究科）（平成16年度
～）

理学部学務係 2004年度 未完 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限

学務 教務 総括
研究生修了台帳（理学部・理学研究科・理工学研究科）（昭和58年度
～）

理学部学務係 1983年度 未完 無期限 無期限 紙 理学部事務室 理学部学務係 無期限
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