
法人文書ファイル管理簿 理学部
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満了後の措
置

備考

2016 年度 平成28年 学務に関する事項 学位申請・論文審査に関する文書 博士学位論文申請関係 理学部学務係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2017 年度 平成29年 学務に関する事項 学位申請・論文審査に関する文書 博士学位論文申請関係 理学部学務係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2018 年度 平成30年 学務に関する事項 学位申請・論文審査に関する文書 博士学位論文申請関係 理学部学務係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2019 年度 令和1年 学務に関する事項 学位申請・論文審査に関する文書 博士学位論文申請関係 理学部学務係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2020 年度 令和2年 学務に関する事項 学位申請・論文審査に関する文書 博士学位論文申請関係 理学部学務係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2011 年度 平成23年 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 改姓届・本籍変更届 理学部学務係 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2012 年度 平成24年 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 改姓届・本籍変更届 理学部学務係 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2013 年度 平成25年 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 改姓届・本籍変更届 理学部学務係 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2014 年度 平成26年 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 改姓届・本籍変更届 理学部学務係 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2015 年度 平成27年 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 改姓届・本籍変更届 理学部学務係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2016 年度 平成28年 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 改姓届・本籍変更届 理学部学務係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2017 年度 平成29年 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 改姓届・本籍変更届 理学部学務係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2018 年度 平成30年 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 改姓届・本籍変更届 理学部学務係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2019 年度 令和1年 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 改姓届・本籍変更届 理学部学務係 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2020 年度 令和2年 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 改姓届・本籍変更届 理学部学務係 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2011 年度 平成23年 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 学生異動 理学部学務係 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 書庫 理学部学務係 廃棄

2012 年度 平成24年 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 学生異動 理学部学務係 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 書庫 理学部学務係 廃棄

2013 年度 平成25年 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 学生異動 理学部学務係 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 書庫 理学部学務係 廃棄

2014 年度 平成26年 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 学生異動 理学部学務係 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2015 年度 平成27年 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 学生異動 理学部学務係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2016 年度 平成28年 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 学生異動 理学部学務係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2017 年度 平成29年 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 学生異動 理学部学務係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2018 年度 平成30年 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 学生異動 理学部学務係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2019 年度 令和1年 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 学生異動 理学部学務係 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2020 年度 令和2年 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 学生異動 理学部学務係 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2011 年度 平成23年 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 転学部 理学部学務係 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2012 年度 平成24年 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 転学部 理学部学務係 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2013 年度 平成25年 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 転学部 理学部学務係 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2014 年度 平成26年 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 転学部 理学部学務係 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2015 年度 平成27年 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 転学部 理学部学務係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2016 年度 平成28年 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 転学部 理学部学務係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2017 年度 平成29年 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 転学部 理学部学務係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2018 年度 平成30年 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 転学部 理学部学務係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2019 年度 令和1年 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 転学部 理学部学務係 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2020 年度 令和2年 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 転学部 理学部学務係 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2011 年度 平成23年 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 転学科・転コース 理学部学務係 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2012 年度 平成24年 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 転学科・転コース 理学部学務係 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2013 年度 平成25年 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 転学科・転コース 理学部学務係 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2014 年度 平成26年 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 転学科・転コース 理学部学務係 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄
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作成・取得年度等 文　書　分　類 名称

2015 年度 平成27年 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 転学科・転コース 理学部学務係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2016 年度 平成28年 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 転学科・転コース 理学部学務係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2017 年度 平成29年 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 転学科・転コース 理学部学務係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2018 年度 平成30年 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 転学科・転コース 理学部学務係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2019 年度 令和1年 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 転学科・転コース 理学部学務係 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2020 年度 令和2年 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 転学科・転コース 理学部学務係 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2011 年度 平成23年 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 交換留学生 理学部学務係 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2012 年度 平成24年 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 交換留学生 理学部学務係 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2013 年度 平成25年 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 交換留学生 理学部学務係 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2014 年度 平成26年 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 交換留学生 理学部学務係 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2015 年度 平成27年 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 交換留学生 理学部学務係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2016 年度 平成28年 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 交換留学生 理学部学務係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

1991 年度 平成3年 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関するもので重要な文書 学生の事件・事故
人文学部・理学部学部第
二係

1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 書庫 理学部学務係 廃棄

1992 年度 平成4年 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関するもので重要な文書 学生の事件・事故
人文学部・理学部学部第
二係

1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 書庫 理学部学務係 廃棄

1993 年度 平成5年 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関するもので重要な文書 学生の事件・事故
人文学部・理学部学部第
二係

1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 書庫 理学部学務係 廃棄

1994 年度 平成6年 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関するもので重要な文書 学生の事件・事故
人文学部・理学部学部第
二係

1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 書庫 理学部学務係 廃棄

1995 年度 平成7年 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関するもので重要な文書 学生の事件・事故
人文学部・理学部学部第
二係

1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 書庫 理学部学務係 廃棄

1996 年度 平成8年 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関するもので重要な文書 学生の事件・事故
人文学部・理学部学部第
二係

1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 書庫 理学部学務係 廃棄

1997 年度 平成9年 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関するもので重要な文書 学生の事件・事故
人文学部・理学部学部第
二係

1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 書庫 理学部学務係 廃棄

1998 年度 平成10年 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関するもので重要な文書 学生の事件・事故
人文学部・理学部学部第
二係

1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 書庫 理学部学務係 廃棄

1999 年度 平成11年 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関するもので重要な文書 学生の事件・事故
人文学部・理学部学部第
二係

2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 書庫 理学部学務係 廃棄

2000 年度 平成12年 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関するもので重要な文書 学生の事件・事故
人文学部・理学部学部第
二係

2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 書庫 理学部学務係 廃棄

2001 年度 平成13年 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関するもので重要な文書 学生の事件・事故
人文学部・理学部学部第
二係

2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 書庫 理学部学務係 廃棄

2002 年度 平成14年 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関するもので重要な文書 学生の事件・事故
人文学部・理学部学部第
二係

2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 書庫 理学部学務係 廃棄

2003 年度 平成15年 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関するもので重要な文書 学生の事件・事故
人文学部・理学部学部第
二係

2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 書庫 理学部学務係 廃棄

2004 年度 平成16年 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関するもので重要な文書 学生の事件・事故
人文学部・理学部学部第
二係

2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 書庫 理学部学務係 廃棄

2005 年度 平成17年 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関するもので重要な文書 学生の事件・事故
人文学部・理学部学部第
二係

2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2006 年度 平成18年 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関するもので重要な文書 学生の事件・事故
人文学部・理学部学部第
二係

2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2007 年度 平成19年 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関するもので重要な文書 学生の事件・事故
人文学部・理学部学部第
二係

2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2008 年度 平成20年 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関するもので重要な文書 学生の事件・事故
人文学部・理学部学部第
二係

2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2009 年度 平成21年 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関するもので重要な文書 学生の事件・事故
人文学部・理学部学部第
二係

2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2010 年度 平成22年 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関するもので重要な文書 学生の事件・事故
人文学部・理学部学部第
二係

2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2011 年度 平成23年 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関するもので重要な文書 学生の事件・事故 理学部学務係 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2012 年度 平成24年 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関するもので重要な文書 学生の事件・事故 理学部学務係 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2013 年度 平成25年 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関するもので重要な文書 学生の事件・事故 理学部学務係 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2014 年度 平成26年 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関するもので重要な文書 学生の事件・事故 理学部学務係 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2015 年度 平成27年 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関するもので重要な文書 学生の事件・事故 理学部学務係 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2016 年度 平成28年 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関するもので重要な文書 学生の事件・事故 理学部学務係 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2017 年度 平成29年 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関するもので重要な文書 学生の事件・事故 理学部学務係 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2018 年度 平成30年 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関するもので重要な文書 学生の事件・事故 理学部学務係 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄
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2019 年度 令和1年 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関するもので重要な文書 学生の事件・事故 理学部学務係 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2020 年度 令和2年 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関するもので重要な文書 学生の事件・事故 理学部学務係 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2011 年度 平成23年 学務に関する事項 学生募集要項 大学院入試　募集要項 理学部学務係 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 書庫 理学部学務係 廃棄

2012 年度 平成24年 学務に関する事項 学生募集要項 大学院入試　募集要項 理学部学務係 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2013 年度 平成25年 学務に関する事項 学生募集要項 大学院入試　募集要項 理学部学務係 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2014 年度 平成26年 学務に関する事項 学生募集要項 大学院入試　募集要項 理学部学務係 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2015 年度 平成27年 学務に関する事項 学生募集要項 大学院入試　募集要項 理学部学務係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2016 年度 平成28年 学務に関する事項 学生募集要項 大学院入試　募集要項 理学部学務係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2017 年度 平成29年 学務に関する事項 学生募集要項 大学院入試　募集要項 理学部学務係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2018 年度 平成30年 学務に関する事項 学生募集要項 大学院入試　募集要項 理学部学務係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2019 年度 令和1年 学務に関する事項 学生募集要項 大学院入試　募集要項 理学部学務係 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2020 年度 令和2年 学務に関する事項 学生募集要項 大学院入試　募集要項 理学部学務係 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

1952 年度 昭和27年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（学部生）
人文学部・理学部学部第
二係

1953/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

1953 年度 昭和28年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（学部生）
人文学部・理学部学部第
二係

1954/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

1954 年度 昭和29年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（学部生）
人文学部・理学部学部第
二係

1955/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

1955 年度 昭和30年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（学部生）
人文学部・理学部学部第
二係

1956/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

1956 年度 昭和31年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（学部生）
人文学部・理学部学部第
二係

1957/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

1957 年度 昭和32年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（学部生）
人文学部・理学部学部第
二係

1958/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

1958 年度 昭和33年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（学部生）
人文学部・理学部学部第
二係

1959/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

1959 年度 昭和34年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（学部生）
人文学部・理学部学部第
二係

1960/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

1960 年度 昭和35年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（学部生）
人文学部・理学部学部第
二係

1961/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

1961 年度 昭和36年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（学部生）
人文学部・理学部学部第
二係

1962/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

1962 年度 昭和37年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（学部生）
人文学部・理学部学部第
二係

1963/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

1963 年度 昭和38年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（学部生）
人文学部・理学部学部第
二係

1964/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

1964 年度 昭和39年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（学部生）
人文学部・理学部学部第
二係

1965/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

1965 年度 昭和40年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（学部生）
人文学部・理学部学部第
二係

1966/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

1966 年度 昭和41年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（学部生）
人文学部・理学部学部第
二係

1967/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

1967 年度 昭和42年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（学部生）
人文学部・理学部学部第
二係

1968/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

1968 年度 昭和43年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（学部生）
人文学部・理学部学部第
二係

1969/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

1969 年度 昭和44年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（学部生）
人文学部・理学部学部第
二係

1970/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

1970 年度 昭和45年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（学部生）
人文学部・理学部学部第
二係

1971/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

1971 年度 昭和46年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（学部生）
人文学部・理学部学部第
二係

1972/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

1972 年度 昭和47年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（学部生）
人文学部・理学部学部第
二係

1973/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

1973 年度 昭和48年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（学部生）
人文学部・理学部学部第
二係

1974/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

1974 年度 昭和49年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（学部生）
人文学部・理学部学部第
二係

1975/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

1975 年度 昭和50年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（学部生）
人文学部・理学部学部第
二係

1976/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

1976 年度 昭和51年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（学部生）
人文学部・理学部学部第
二係

1977/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

1977 年度 昭和52年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（学部生）
人文学部・理学部学部第
二係

1978/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

1978 年度 昭和53年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（学部生）
人文学部・理学部学部第
二係

1979/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

1979 年度 昭和54年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（学部生）
人文学部・理学部学部第
二係

1980/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係
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1980 年度 昭和55年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（学部生）
人文学部・理学部学部第
二係

1981/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

1981 年度 昭和56年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（学部生）
人文学部・理学部学部第
二係

1982/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

1982 年度 昭和57年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（学部生）
人文学部・理学部学部第
二係

1983/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

1983 年度 昭和58年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（学部生）
人文学部・理学部学部第
二係

1984/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

1984 年度 昭和59年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（学部生）
人文学部・理学部学部第
二係

1985/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

1985 年度 昭和60年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（学部生）
人文学部・理学部学部第
二係

1986/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

1986 年度 昭和61年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（学部生）
人文学部・理学部学部第
二係

1987/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

1987 年度 昭和62年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（学部生）
人文学部・理学部学部第
二係

1988/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

1988 年度 昭和63年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（学部生）
人文学部・理学部学部第
二係

1989/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

1989 年度 平成1年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（学部生）
人文学部・理学部学部第
二係

1990/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

1990 年度 平成2年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（学部生）
人文学部・理学部学部第
二係

1991/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

1991 年度 平成3年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（学部生）
人文学部・理学部学部第
二係

1992/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

1992 年度 平成4年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（学部生）
人文学部・理学部学部第
二係

1993/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

1993 年度 平成5年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（学部生）
人文学部・理学部学部第
二係

1994/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

1994 年度 平成6年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（学部生）
人文学部・理学部学部第
二係

1995/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

1995 年度 平成7年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（学部生）
人文学部・理学部学部第
二係

1996/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

1996 年度 平成8年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（学部生）
人文学部・理学部学部第
二係

1997/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

1997 年度 平成9年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（学部生）
人文学部・理学部学部第
二係

1998/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

1998 年度 平成10年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（学部生）
人文学部・理学部学部第
二係

1999/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

1999 年度 平成11年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（学部生）
人文学部・理学部学部第
二係

2000/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

2000 年度 平成12年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（学部生）
人文学部・理学部学部第
二係

2001/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

2001 年度 平成13年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（学部生）
人文学部・理学部学部第
二係

2002/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

2002 年度 平成14年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（学部生）
人文学部・理学部学部第
二係

2003/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

2003 年度 平成15年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（学部生）
人文学部・理学部学部第
二係

2004/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

2004 年度 平成16年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（学部生）
人文学部・理学部学部第
二係

2005/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

2005 年度 平成17年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（学部生）
人文学部・理学部学部第
二係

2006/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

2006 年度 平成18年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（学部生）
人文学部・理学部学部第
二係

2007/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

2007 年度 平成19年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（学部生）
人文学部・理学部学部第
二係

2008/4/1 無期限 未定
共有
サー
バー内

学務係事務室 理学部学務係

2008 年度 平成20年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（学部生）
人文学部・理学部学部第
二係

2009/4/1 無期限 未定
共有
サー
バー内

学務係事務室 理学部学務係

2009 年度 平成21年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（学部生）
人文学部・理学部学部第
二係

2010/4/1 無期限 未定
共有
サー
バー内

学務係事務室 理学部学務係

2010 年度 平成22年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（学部生）
人文学部・理学部学部第
二係

2011/4/1 無期限 未定
共有
サー
バー内

学務係事務室 理学部学務係

2011 年度 平成23年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（学部生） 理学部学務係 2012/4/1 無期限 未定
共有
サー
バー内

学務係事務室 理学部学務係

2012 年度 平成24年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（学部生） 理学部学務係 2013/4/1 無期限 未定
共有
サー
バー内

学務係事務室 理学部学務係

2013 年度 平成25年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（学部生） 理学部学務係 2014/4/1 無期限 未定
共有
サー
バー内

学務係事務室 理学部学務係

2014 年度 平成26年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（学部生） 理学部学務係 2015/4/1 無期限 未定
共有
サー
バー内

学務係事務室 理学部学務係

2015 年度 平成27年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（学部生） 理学部学務係 2016/4/1 無期限 未定
共有
サー
バー内

学務係事務室 理学部学務係

2016 年度 平成28年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（学部生） 理学部学務係 2017/4/1 無期限 未定
共有
サー
バー内

学務係事務室 理学部学務係

2017 年度 平成29年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（学部生） 理学部学務係 2018/4/1 無期限 未定
共有
サー
バー内

学務係事務室 理学部学務係

2018 年度 平成30年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（学部生） 理学部学務係 2019/4/1 無期限 未定
共有
サー
バー内

学務係事務室 理学部学務係

2019 年度 令和1年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（学部生） 理学部学務係 2020/4/1 無期限 未定
共有
サー
バー内

学務係事務室 理学部学務係
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2020 年度 令和2年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（学部生） 理学部学務係 2021/4/1 無期限 未定
共有
サー
バー内

学務係事務室 理学部学務係

1993 年度 平成5年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（科目履修生）
人文学部・理学部学部第
二係

1994/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1994 年度 平成6年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（科目履修生）
人文学部・理学部学部第
二係

1995/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1995 年度 平成7年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（科目履修生）
人文学部・理学部学部第
二係

1996/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1996 年度 平成8年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（科目履修生）
人文学部・理学部学部第
二係

1997/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1997 年度 平成9年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（科目履修生）
人文学部・理学部学部第
二係

1998/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1998 年度 平成10年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（科目履修生）
人文学部・理学部学部第
二係

1999/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1999 年度 平成11年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（科目履修生）
人文学部・理学部学部第
二係

2000/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2000 年度 平成12年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（科目履修生）
人文学部・理学部学部第
二係

2001/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2001 年度 平成13年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（科目履修生）
人文学部・理学部学部第
二係

2002/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2002 年度 平成14年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（科目履修生）
人文学部・理学部学部第
二係

2003/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2003 年度 平成15年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（科目履修生）
人文学部・理学部学部第
二係

2004/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2004 年度 平成16年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（科目履修生）
人文学部・理学部学部第
二係

2005/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2005 年度 平成17年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（科目履修生）
人文学部・理学部学部第
二係

2006/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2006 年度 平成18年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（科目履修生）
人文学部・理学部学部第
二係

2007/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2007 年度 平成19年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（科目履修生）
人文学部・理学部学生支
援室

2008/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2008 年度 平成20年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（科目履修生）
人文学部・理学部学部第
二係

2009/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2009 年度 平成21年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（科目履修生）
人文学部・理学部学部第
二係

2010/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2010 年度 平成22年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（科目履修生）
人文学部・理学部学部第
二係

2011/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2011 年度 平成23年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（科目履修生） 理学部学務係 2012/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2012 年度 平成24年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（科目履修生） 理学部学務係 2013/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2013 年度 平成25年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（科目履修生） 理学部学務係 2014/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2014 年度 平成26年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（科目履修生） 理学部学務係 2015/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2015 年度 平成27年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（科目履修生） 理学部学務係 2016/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2016 年度 平成28年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（科目履修生） 理学部学務係 2017/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2017 年度 平成29年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（科目履修生） 理学部学務係 2018/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2018 年度 平成30年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（科目履修生） 理学部学務係 2019/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2019 年度 令和1年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（科目履修生） 理学部学務係 2020/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2020 年度 令和2年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（科目履修生） 理学部学務係 2021/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

1996 年度 平成8年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（研究生）
人文学部・理学部学部第
二係

1997/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

1997 年度 平成9年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（研究生）
人文学部・理学部学部第
二係

1998/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

1998 年度 平成10年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（研究生）
人文学部・理学部学部第
二係

1999/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2000 年度 平成12年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（研究生）
人文学部・理学部学部第
二係

2001/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2001 年度 平成13年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（研究生）
人文学部・理学部学部第
二係

2002/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2002 年度 平成14年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（研究生）
人文学部・理学部学部第
二係

2003/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2003 年度 平成15年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（研究生）
人文学部・理学部学部第
二係

2004/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2004 年度 平成16年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（研究生）
人文学部・理学部学部第
二係

2005/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2005 年度 平成17年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（研究生）
人文学部・理学部学部第
二係

2006/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2006 年度 平成18年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（研究生）
人文学部・理学部学部第
二係

2007/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2007 年度 平成19年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（研究生）
人文学部・理学部学生支
援室

2008/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係
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2008 年度 平成20年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（研究生）
人文学部・理学部学部第
二係

2009/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2009 年度 平成21年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（研究生）
人文学部・理学部学部第
二係

2010/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2010 年度 平成22年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（研究生） 理学部学務係 2011/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2011 年度 平成23年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（研究生） 理学部学務係 2012/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2012 年度 平成24年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（研究生） 理学部学務係 2013/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2013 年度 平成25年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（研究生） 理学部学務係 2014/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2014 年度 平成26年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（研究生） 理学部学務係 2015/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2015 年度 平成27年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（研究生） 理学部学務係 2016/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2016 年度 平成28年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（研究生） 理学部学務係 2017/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2017 年度 平成29年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（研究生） 理学部学務係 2018/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2018 年度 平成30年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（研究生） 理学部学務係 2019/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2019 年度 令和1年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（研究生） 理学部学務係 2020/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2020 年度 令和2年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（研究生） 理学部学務係 2021/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

1966 年度 昭和41年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（専攻生）
人文学部・理学部学部第
二係

1967/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1967 年度 昭和42年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（専攻生）
人文学部・理学部学部第
二係

1968/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1968 年度 昭和43年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（専攻生）
人文学部・理学部学部第
二係

1969/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1970 年度 昭和45年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（専攻生）
人文学部・理学部学部第
二係

1971/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1971 年度 昭和46年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（専攻生）
人文学部・理学部学部第
二係

1972/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1972 年度 昭和47年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（専攻生）
人文学部・理学部学部第
二係

1973/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1973 年度 昭和48年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（専攻生）
人文学部・理学部学部第
二係

1974/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1974 年度 昭和49年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（専攻生）
人文学部・理学部学部第
二係

1975/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1975 年度 昭和50年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（専攻生）
人文学部・理学部学部第
二係

1976/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1976 年度 昭和51年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（専攻生）
人文学部・理学部学部第
二係

1977/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1977 年度 昭和52年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（専攻生）
人文学部・理学部学部第
二係

1978/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1978 年度 昭和53年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（専攻生）
人文学部・理学部学部第
二係

1979/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1979 年度 昭和54年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（専攻生）
人文学部・理学部学部第
二係

1980/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1980 年度 昭和55年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（専攻生）
人文学部・理学部学部第
二係

1981/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1981 年度 昭和56年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（専攻生）
人文学部・理学部学部第
二係

1982/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1983 年度 昭和58年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（大学院）
人文学部・理学部学部第
二係

1984/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1984 年度 昭和59年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（大学院）
人文学部・理学部学部第
二係

1985/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1985 年度 昭和60年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（大学院）
人文学部・理学部学部第
二係

1986/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1986 年度 昭和61年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（大学院）
人文学部・理学部学部第
二係

1987/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1987 年度 昭和62年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（大学院）
人文学部・理学部学部第
二係

1988/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1988 年度 昭和63年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（大学院）
人文学部・理学部学部第
二係

1989/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1989 年度 平成1年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（大学院）
人文学部・理学部学部第
二係

1990/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1990 年度 平成2年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（大学院）
人文学部・理学部学部第
二係

1991/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1991 年度 平成3年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（大学院）
人文学部・理学部学部第
二係

1992/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1992 年度 平成4年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（大学院）
人文学部・理学部学部第
二係

1993/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1993 年度 平成5年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（大学院）
人文学部・理学部学部第
二係

1994/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1994 年度 平成6年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（大学院）
人文学部・理学部学部第
二係

1995/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係
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1995 年度 平成7年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（大学院）
人文学部・理学部学部第
二係

1996/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1996 年度 平成8年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（大学院）
人文学部・理学部学部第
二係

1997/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1997 年度 平成9年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（大学院）
人文学部・理学部学部第
二係

1998/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1999 年度 平成11年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（大学院博士後期（D)）
人文学部・理学部学部第
二係

2000/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

2000 年度 平成12年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（大学院博士後期（D)）
人文学部・理学部学部第
二係

2001/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

2001 年度 平成13年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（大学院博士後期（D)）
人文学部・理学部学部第
二係

2002/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

2002 年度 平成14年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（大学院博士後期（D)）
人文学部・理学部学部第
二係

2003/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

2003 年度 平成15年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（大学院博士後期（D)）
人文学部・理学部学部第
二係

2004/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

2004 年度 平成16年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（大学院博士後期（D)）
人文学部・理学部学部第
二係

2005/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

2005 年度 平成17年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（大学院博士後期（D)）
人文学部・理学部学部第
二係

2006/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

2006 年度 平成18年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（大学院博士後期（D)）
人文学部・理学部学部第
二係

2007/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

2007 年度 平成19年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（大学院博士後期（D)）
人文学部・理学部学部第
二係

2008/4/1 無期限 未定
共有
サー
バー内

学務係事務室 理学部学務係

2008 年度 平成20年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（大学院博士後期（D)）
人文学部・理学部学部第
二係

2009/4/1 無期限 未定
共有
サー
バー内

学務係事務室 理学部学務係

2009 年度 平成21年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（大学院博士後期（D)）
人文学部・理学部学部第
二係

2010/4/1 無期限 未定
共有
サー
バー内

学務係事務室 理学部学務係

2010 年度 平成22年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（大学院博士後期（D)）
人文学部・理学部学部第
二係

2011/4/1 無期限 未定
共有
サー
バー内

学務係事務室 理学部学務係

2011 年度 平成23年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（大学院博士後期（D)） 理学部学務係 2012/4/1 無期限 未定
共有
サー
バー内

学務係事務室 理学部学務係

2012 年度 平成24年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（大学院博士後期（D)） 理学部学務係 2013/4/1 無期限 未定
共有
サー
バー内

学務係事務室 理学部学務係

2013 年度 平成25年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（大学院博士後期（D)） 理学部学務係 2014/4/1 無期限 未定
共有
サー
バー内

学務係事務室 理学部学務係

2014 年度 平成26年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（大学院博士後期（D)） 理学部学務係 2015/4/1 無期限 未定
共有
サー
バー内

学務係事務室 理学部学務係

2015 年度 平成27年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（大学院博士後期（D)） 理学部学務係 2016/4/1 無期限 未定
共有
サー
バー内

学務係事務室 理学部学務係

2016 年度 平成28年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（大学院博士後期（D)） 理学部学務係 2017/4/1 無期限 未定
共有
サー
バー内

学務係事務室 理学部学務係

2017 年度 平成29年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（大学院博士後期（D)） 理学部学務係 2018/4/1 無期限 未定
共有
サー
バー内

学務係事務室 理学部学務係

2018 年度 平成30年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（大学院博士後期（D)） 理学部学務係 2019/4/1 無期限 未定
共有
サー
バー内

学務係事務室 理学部学務係

2019 年度 令和1年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（大学院博士後期（D)） 理学部学務係 2020/4/1 無期限 未定
共有
サー
バー内

学務係事務室 理学部学務係

2020 年度 令和2年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（大学院博士後期（D)） 理学部学務係 2021/4/1 無期限 未定
共有
サー
バー内

学務係事務室 理学部学務係

1998 年度 平成10年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（大学院博士前期（M)）
人文学部・理学部学部第
二係

1999/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

1999 年度 平成11年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（大学院博士前期（M)）
人文学部・理学部学部第
二係

2000/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

2000 年度 平成12年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（大学院博士前期（M)）
人文学部・理学部学部第
二係

2001/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

2001 年度 平成13年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（大学院博士前期（M)）
人文学部・理学部学部第
二係

2002/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

2002 年度 平成14年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（大学院博士前期（M)）
人文学部・理学部学部第
二係

2003/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

2003 年度 平成15年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（大学院博士前期（M)）
人文学部・理学部学部第
二係

2004/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

2004 年度 平成16年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（大学院博士前期（M)）
人文学部・理学部学部第
二係

2005/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

2005 年度 平成17年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（大学院博士前期（M)）
人文学部・理学部学部第
二係

2006/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

2006 年度 平成18年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（大学院博士前期（M)）
人文学部・理学部学部第
二係

2007/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

2007 年度 平成19年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（大学院博士前期（M)）
人文学部・理学部学部第
二係

2008/4/1 無期限 未定
共有
サー
バー内

学務係事務室 理学部学務係

2008 年度 平成20年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（大学院博士前期（M)）
人文学部・理学部学部第
二係

2009/4/1 無期限 未定
共有
サー
バー内

学務係事務室 理学部学務係

2009 年度 平成21年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（大学院博士前期（M)）
人文学部・理学部学部第
二係

2010/4/1 無期限 未定
共有
サー
バー内

学務係事務室 理学部学務係

2010 年度 平成22年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（大学院博士前期（M)）
人文学部・理学部学部第
二係

2011/4/1 無期限 未定
共有
サー
バー内

学務係事務室 理学部学務係

2011 年度 平成23年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（大学院博士前期（M)） 理学部学務係 2012/4/1 無期限 未定
共有
サー
バー内

学務係事務室 理学部学務係

2012 年度 平成24年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（大学院博士前期（M)） 理学部学務係 2013/4/1 無期限 未定
共有
サー
バー内

学務係事務室 理学部学務係
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2013 年度 平成25年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（大学院博士前期（M)） 理学部学務係 2014/4/1 無期限 未定
共有
サー
バー内

学務係事務室 理学部学務係

2014 年度 平成26年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（大学院博士前期（M)） 理学部学務係 2015/4/1 無期限 未定
共有
サー
バー内

学務係事務室 理学部学務係

2015 年度 平成27年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（大学院博士前期（M)） 理学部学務係 2016/4/1 無期限 未定
共有
サー
バー内

学務係事務室 理学部学務係

2016 年度 平成28年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（大学院博士前期（M)） 理学部学務係 2017/4/1 無期限 未定
共有
サー
バー内

学務係事務室 理学部学務係

2017 年度 平成29年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（大学院博士前期（M)） 理学部学務係 2018/4/1 無期限 未定
共有
サー
バー内

学務係事務室 理学部学務係

2018 年度 平成30年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（大学院博士前期（M)） 理学部学務係 2019/4/1 無期限 未定
共有
サー
バー内

学務係事務室 理学部学務係

2019 年度 令和1年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（大学院博士前期（M)） 理学部学務係 2020/4/1 無期限 未定
共有
サー
バー内

学務係事務室 理学部学務係

2020 年度 令和2年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（大学院博士前期（M)） 理学部学務係 2021/4/1 無期限 未定
共有
サー
バー内

学務係事務室 理学部学務係

1964 年度 昭和39年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（聴講生）
人文学部・理学部学部第
二係

1965/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1965 年度 昭和40年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（聴講生）
人文学部・理学部学部第
二係

1966/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1966 年度 昭和41年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（聴講生）
人文学部・理学部学部第
二係

1967/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1967 年度 昭和42年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（聴講生）
人文学部・理学部学部第
二係

1968/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1968 年度 昭和43年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（聴講生）
人文学部・理学部学部第
二係

1969/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1969 年度 昭和44年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（聴講生）
人文学部・理学部学部第
二係

1970/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1970 年度 昭和45年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（聴講生）
人文学部・理学部学部第
二係

1971/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1971 年度 昭和46年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（聴講生）
人文学部・理学部学部第
二係

1972/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1972 年度 昭和47年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（聴講生）
人文学部・理学部学部第
二係

1973/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1973 年度 昭和48年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（聴講生）
人文学部・理学部学部第
二係

1974/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1974 年度 昭和49年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（聴講生）
人文学部・理学部学部第
二係

1975/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1975 年度 昭和50年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（聴講生）
人文学部・理学部学部第
二係

1976/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1976 年度 昭和51年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（聴講生）
人文学部・理学部学部第
二係

1977/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1977 年度 昭和52年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（聴講生）
人文学部・理学部学部第
二係

1978/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1978 年度 昭和53年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（聴講生）
人文学部・理学部学部第
二係

1979/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1979 年度 昭和54年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（聴講生）
人文学部・理学部学部第
二係

1980/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1981 年度 昭和56年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（聴講生）
人文学部・理学部学部第
二係

1982/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1982 年度 昭和57年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（聴講生）
人文学部・理学部学部第
二係

1983/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1983 年度 昭和58年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（聴講生）
人文学部・理学部学部第
二係

1984/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1984 年度 昭和59年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（聴講生）
人文学部・理学部学部第
二係

1985/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1985 年度 昭和60年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（聴講生）
人文学部・理学部学部第
二係

1986/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1986 年度 昭和61年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（聴講生）
人文学部・理学部学部第
二係

1987/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1987 年度 昭和62年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（聴講生）
人文学部・理学部学部第
二係

1988/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1988 年度 昭和63年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（聴講生）
人文学部・理学部学部第
二係

1989/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1989 年度 平成1年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（聴講生）
人文学部・理学部学部第
二係

1990/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

2016 年度 平成28年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 サイエンス実習・特別実習 理学部学務係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2017 年度 平成29年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 サイエンス実習・特別実習 理学部学務係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2018 年度 平成30年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 サイエンス実習・特別実習 理学部学務係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2019 年度 令和1年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 サイエンス実習・特別実習 理学部学務係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2020 年度 令和2年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 サイエンス実習・特別実習 理学部学務係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2016 年度 平成28年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 指導教員 理学部学務係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2017 年度 平成29年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 指導教員 理学部学務係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄
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保存期間 媒体の 保存期間

(西暦) (区分) (和暦換算) 大分類 中分類 （小分類） (付記) 作成・取得者 起算日 保存期間 満了日 種別 保存場所 管理者
満了後の措
置

備考

作成・取得年度等 文　書　分　類 名称

2018 年度 平成30年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 指導教員 理学部学務係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2019 年度 令和1年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 指導教員 理学部学務係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2020 年度 令和2年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 指導教員 理学部学務係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2016 年度 平成28年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 授業時間割（保存用） 理学部学務係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2017 年度 平成29年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 授業時間割（保存用） 理学部学務係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2018 年度 平成30年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 授業時間割（保存用） 理学部学務係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2019 年度 令和1年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 授業時間割（保存用） 理学部学務係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2020 年度 令和2年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 授業時間割（保存用） 理学部学務係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2016 年度 平成28年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 進級判定資料 理学部学務係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2017 年度 平成29年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 進級判定資料 理学部学務係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2018 年度 平成30年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 進級判定資料 理学部学務係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2019 年度 令和1年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 進級判定資料 理学部学務係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2020 年度 令和2年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 進級判定資料 理学部学務係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2016 年度 平成28年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 成績保管表・成績採点表 理学部学務係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2017 年度 平成29年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 成績保管表・成績採点表 理学部学務係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2018 年度 平成30年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 成績保管表・成績採点表 理学部学務係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2019 年度 令和1年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 成績保管表・成績採点表 理学部学務係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2020 年度 令和2年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 成績保管表・成績採点表 理学部学務係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2016 年度 平成28年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 卒業判定 理学部学務係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2017 年度 平成29年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 卒業判定 理学部学務係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2018 年度 平成30年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 卒業判定 理学部学務係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2019 年度 令和1年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 卒業判定 理学部学務係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2020 年度 令和2年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 卒業判定 理学部学務係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2016 年度 平成28年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 放送大学・山口県立大学 理学部学務係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2017 年度 平成29年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 放送大学・山口県立大学 理学部学務係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2018 年度 平成30年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 放送大学・山口県立大学 理学部学務係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2019 年度 令和1年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 放送大学・山口県立大学 理学部学務係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2020 年度 令和2年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 放送大学・山口県立大学 理学部学務係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2016 年度 平成28年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 履修簿・時間割・授業計画 理学部学務係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2017 年度 平成29年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 履修簿・時間割・授業計画 理学部学務係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2018 年度 平成30年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 履修簿・時間割・授業計画 理学部学務係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2019 年度 令和1年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 履修簿・時間割・授業計画 理学部学務係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2020 年度 令和2年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 履修簿・時間割・授業計画 理学部学務係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2016 年度 平成28年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 科目履修生（理学部） 理学部学務係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2017 年度 平成29年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 科目履修生（理学部） 理学部学務係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2018 年度 平成30年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 科目履修生（理学部） 理学部学務係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2019 年度 令和1年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 科目履修生（理学部） 理学部学務係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2020 年度 令和2年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 科目履修生（理学部） 理学部学務係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2016 年度 平成28年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 既修得単位認定 理学部学務係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2017 年度 平成29年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 既修得単位認定 理学部学務係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄
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保存期間 媒体の 保存期間

(西暦) (区分) (和暦換算) 大分類 中分類 （小分類） (付記) 作成・取得者 起算日 保存期間 満了日 種別 保存場所 管理者
満了後の措
置

備考

作成・取得年度等 文　書　分　類 名称

2018 年度 平成30年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 既修得単位認定 理学部学務係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2019 年度 令和1年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 既修得単位認定 理学部学務係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2020 年度 令和2年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 既修得単位認定 理学部学務係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2016 年度 平成28年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 研究生（理学部） 理学部学務係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2017 年度 平成29年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 研究生（理学部） 理学部学務係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2018 年度 平成30年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 研究生（理学部） 理学部学務係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2019 年度 令和1年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 研究生（理学部） 理学部学務係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2020 年度 令和2年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 研究生（理学部） 理学部学務係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2011 年度 平成23年 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 介護実習関連 理学部学務係 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 書庫 理学部学務係 廃棄

2012 年度 平成24年 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 介護実習関連 理学部学務係 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 書庫 理学部学務係 廃棄

2013 年度 平成25年 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 介護実習関連 理学部学務係 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 書庫 理学部学務係 廃棄

2014 年度 平成26年 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 介護実習関連 理学部学務係 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 書庫 理学部学務係 廃棄

2015 年度 平成27年 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 介護実習関連 理学部学務係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 書庫 理学部学務係 廃棄

2016 年度 平成28年 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 介護実習関連 理学部学務係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2017 年度 平成29年 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 介護実習関連 理学部学務係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2018 年度 平成30年 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 介護実習関連 理学部学務係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2019 年度 令和1年 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 介護実習関連 理学部学務係 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2020 年度 令和2年 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 介護実習関連 理学部学務係 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2011 年度 平成23年 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 学力に関する証明書 理学部学務係 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2012 年度 平成24年 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 学力に関する証明書 理学部学務係 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2013 年度 平成25年 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 学力に関する証明書 理学部学務係 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2014 年度 平成26年 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 学力に関する証明書 理学部学務係 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2015 年度 平成27年 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 学力に関する証明書 理学部学務係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2016 年度 平成28年 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 学力に関する証明書 理学部学務係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2017 年度 平成29年 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 学力に関する証明書 理学部学務係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2018 年度 平成30年 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 学力に関する証明書 理学部学務係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2019 年度 令和1年 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 学力に関する証明書 理学部学務係 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2020 年度 令和2年 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 学力に関する証明書 理学部学務係 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2011 年度 平成23年 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 教育実習関連 理学部学務係 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 書庫 理学部学務係 廃棄

2012 年度 平成24年 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 教育実習関連 理学部学務係 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 書庫 理学部学務係 廃棄

2013 年度 平成25年 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 教育実習関連 理学部学務係 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 書庫 理学部学務係 廃棄

2014 年度 平成26年 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 教育実習関連 理学部学務係 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 書庫 理学部学務係 廃棄

2015 年度 平成27年 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 教育実習関連 理学部学務係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 書庫 理学部学務係 廃棄

2016 年度 平成28年 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 教育実習関連 理学部学務係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2017 年度 平成29年 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 教育実習関連 理学部学務係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2018 年度 平成30年 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 教育実習関連 理学部学務係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2019 年度 令和1年 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 教育実習関連 理学部学務係 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2020 年度 令和2年 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 教育実習関連 理学部学務係 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2011 年度 平成23年 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 教育実習希望調査 理学部学務係 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 書庫 理学部学務係 廃棄

2012 年度 平成24年 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 教育実習希望調査 理学部学務係 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 書庫 理学部学務係 廃棄
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2013 年度 平成25年 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 教育実習希望調査 理学部学務係 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2014 年度 平成26年 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 教育実習希望調査 理学部学務係 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2015 年度 平成27年 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 教育実習希望調査 理学部学務係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2016 年度 平成28年 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 教育実習希望調査 理学部学務係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2017 年度 平成29年 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 教育実習希望調査 理学部学務係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2018 年度 平成30年 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 教育実習希望調査 理学部学務係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2019 年度 令和1年 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 教育実習希望調査 理学部学務係 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2020 年度 令和2年 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 教育実習希望調査 理学部学務係 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2011 年度 平成23年 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 教育実習内諾書類 理学部学務係 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 書庫 理学部学務係 廃棄

2012 年度 平成24年 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 教育実習内諾書類 理学部学務係 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 書庫 理学部学務係 廃棄

2013 年度 平成25年 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 教育実習内諾書類 理学部学務係 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 書庫 理学部学務係 廃棄

2014 年度 平成26年 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 教育実習内諾書類 理学部学務係 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 書庫 理学部学務係 廃棄

2015 年度 平成27年 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 教育実習内諾書類 理学部学務係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 書庫 理学部学務係 廃棄

2016 年度 平成28年 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 教育実習内諾書類 理学部学務係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2017 年度 平成29年 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 教育実習内諾書類 理学部学務係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2018 年度 平成30年 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 教育実習内諾書類 理学部学務係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2019 年度 令和1年 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 教育実習内諾書類 理学部学務係 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2020 年度 令和2年 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 教育実習内諾書類 理学部学務係 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2011 年度 平成23年 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 教育職員免許山口申請関係（理学部）
人文学部・理学部学生支
援室

2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 書庫 理学部学務係 廃棄

2012 年度 平成24年 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 教育職員免許山口申請関係（理学部）
人文学部・理学部学生支
援室

2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 書庫 理学部学務係 廃棄

2013 年度 平成25年 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 教育職員免許山口申請関係（理学部）
人文学部・理学部学生支
援室

2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 書庫 理学部学務係 廃棄

2014 年度 平成26年 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 教育職員免許山口申請関係（理学部） 理学部学務係 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 書庫 理学部学務係 廃棄

2015 年度 平成27年 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 教育職員免許山口申請関係（理学部） 理学部学務係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 書庫 理学部学務係 廃棄

2016 年度 平成28年 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 教育職員免許山口申請関係（理学部） 理学部学務係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2017 年度 平成29年 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 教育職員免許山口申請関係（理学部） 理学部学務係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2018 年度 平成30年 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 教育職員免許山口申請関係（理学部） 理学部学務係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2019 年度 令和1年 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 教育職員免許山口申請関係（理学部） 理学部学務係 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2020 年度 令和2年 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 教育職員免許山口申請関係（理学部） 理学部学務係 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2014 年度 平成26年 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 教職オリ・教職指導・教職実践演習 理学部学務係 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2015 年度 平成27年 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 教職オリ・教職指導・教職実践演習 理学部学務係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2016 年度 平成28年 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 教職オリ・教職指導・教職実践演習 理学部学務係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2017 年度 平成29年 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 教職オリ・教職指導・教職実践演習 理学部学務係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2018 年度 平成30年 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 教職オリ・教職指導・教職実践演習 理学部学務係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2019 年度 令和1年 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 教職オリ・教職指導・教職実践演習 理学部学務係 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2020 年度 令和2年 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 教職オリ・教職指導・教職実践演習 理学部学務係 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

1983 年度 昭和58年 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 学位記簿 理学部学務係 1984/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1984 年度 昭和59年 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 学位記簿 理学部学務係 1985/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1985 年度 昭和60年 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 学位記簿 理学部学務係 1986/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1986 年度 昭和61年 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 学位記簿 理学部学務係 1987/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1987 年度 昭和62年 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 学位記簿 理学部学務係 1988/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係
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1988 年度 昭和63年 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 学位記簿 理学部学務係 1989/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1989 年度 平成1年 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 学位記簿 理学部学務係 1990/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1990 年度 平成2年 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 学位記簿 理学部学務係 1991/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1991 年度 平成3年 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 学位記簿 理学部学務係 1992/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1992 年度 平成4年 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 学位記簿 理学部学務係 1993/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1993 年度 平成5年 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 学位記簿 理学部学務係 1994/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1994 年度 平成6年 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 学位記簿 理学部学務係 1995/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1995 年度 平成7年 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 学位記簿
人文学部・理学部学部第
二係

1996/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1996 年度 平成8年 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 学位記簿
人文学部・理学部学部第
二係

1997/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1997 年度 平成9年 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 学位記簿
人文学部・理学部学部第
二係

1998/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1998 年度 平成10年 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 学位記簿
人文学部・理学部学部第
二係

1999/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1999 年度 平成11年 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 学位記簿
人文学部・理学部学部第
二係

2000/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

2000 年度 平成12年 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 学位記簿
人文学部・理学部学部第
二係

2001/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

2001 年度 平成13年 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 学位記簿
人文学部・理学部学部第
二係

2002/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

2002 年度 平成14年 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 学位記簿 理学部学務係 2003/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

2003 年度 平成15年 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 学位記簿
人文学部・理学部学部第
二係

2004/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

2004 年度 平成16年 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 学位記簿
人文学部・理学部学部第
二係

2005/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

2005 年度 平成17年 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 学位記簿 人文学部・理学部第二係 2006/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

2006 年度 平成18年 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 学位記簿
人文学部・理学部学部第
二係

2007/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

2007 年度 平成19年 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 学位記簿
人文学部・理学部学部第
二係

2008/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

2008 年度 平成20年 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 学位記簿 理学部学務係 2009/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

2009 年度 平成21年 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 学位記簿
人文学部・理学部学部第
二係

2010/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

2010 年度 平成22年 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 学位記簿 理学部学務係 2011/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

2011 年度 平成23年 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 学位記簿 理学部学務係 2012/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

2012 年度 平成24年 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 学位記簿 （大学院） 理学部学務係 2013/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

2013 年度 平成25年 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 学位記簿 （大学院） 理学部学務係 2014/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

2014 年度 平成26年 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 学位記簿 （大学院） 理学部学務係 2015/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

2011 年度 平成23年 学務に関する事項 その他10年保存が必要であると認める文書 博物館実習 理学部学務係 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 書庫 理学部学務係 廃棄

2012 年度 平成24年 学務に関する事項 その他10年保存が必要であると認める文書 博物館実習 理学部学務係 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 書庫 理学部学務係 廃棄

2013 年度 平成25年 学務に関する事項 その他10年保存が必要であると認める文書 博物館実習 理学部学務係 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 書庫 理学部学務係 廃棄

2014 年度 平成26年 学務に関する事項 その他10年保存が必要であると認める文書 博物館実習 理学部学務係 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2015 年度 平成27年 学務に関する事項 その他10年保存が必要であると認める文書 博物館実習 理学部学務係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2016 年度 平成28年 学務に関する事項 その他10年保存が必要であると認める文書 博物館実習 理学部学務係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2017 年度 平成29年 学務に関する事項 その他10年保存が必要であると認める文書 博物館実習 理学部学務係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2018 年度 平成30年 学務に関する事項 その他10年保存が必要であると認める文書 博物館実習 理学部学務係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2019 年度 令和1年 学務に関する事項 その他10年保存が必要であると認める文書 博物館実習 理学部学務係 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2020 年度 令和2年 学務に関する事項 その他10年保存が必要であると認める文書 博物館実習 理学部学務係 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2016 年度 平成28年 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 学部広報資料 理学部学務係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2017 年度 平成29年 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 学部広報資料 理学部学務係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄
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2018 年度 平成30年 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 学部広報資料 理学部学務係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2019 年度 令和1年 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 学部広報資料 理学部学務係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2020 年度 令和2年 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 学部広報資料 理学部学務係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2018 年度 平成30年 学務に関する事項 その他３年保存が必要であると認める文書 大学院入試　募集要項（校正） 理学部学務係 2019/4/1 ３年 2022/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2019 年度 令和1年 学務に関する事項 その他３年保存が必要であると認める文書 大学院入試　募集要項（校正） 理学部学務係 2020/4/1 ３年 2023/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2020 年度 令和2年 学務に関する事項 その他３年保存が必要であると認める文書 大学院入試　募集要項（校正） 理学部学務係 2021/4/1 ３年 2024/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2016 年度 平成28年 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 大学院入学試験過去問題 理学部学務係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2017 年度 平成29年 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 大学院入学試験過去問題 理学部学務係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2018 年度 平成30年 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 大学院入学試験過去問題 理学部学務係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2019 年度 令和1年 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 大学院入学試験過去問題 理学部学務係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2020 年度 令和2年 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 大学院入学試験過去問題 理学部学務係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2016 年度 平成28年 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 理学部入試試験過去問 理学部学務係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2017 年度 平成29年 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 理学部入試試験過去問 理学部学務係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2018 年度 平成30年 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 理学部入試試験過去問 理学部学務係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2019 年度 令和1年 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 理学部入試試験過去問 理学部学務係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2020 年度 令和2年 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 理学部入試試験過去問 理学部学務係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2018 年度 平成30年 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 共通テスト導入に係る検討 理学部学務係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2019 年度 令和1年 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 共通テスト導入に係る検討 理学部学務係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2016 年度 平成28年 学務に関する事項 入学手続書類 国費留学生 理学部学務係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2017 年度 平成29年 学務に関する事項 入学手続書類 国費留学生 理学部学務係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2018 年度 平成30年 学務に関する事項 入学手続書類 国費留学生 理学部学務係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2019 年度 令和1年 学務に関する事項 入学手続書類 国費留学生 理学部学務係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2020 年度 令和2年 学務に関する事項 入学手続書類 国費留学生 理学部学務係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2016 年度 平成28年 学務に関する事項 入学手続書類 身上報告書（学部生） 理学部学務係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2017 年度 平成29年 学務に関する事項 入学手続書類 身上報告書（学部生） 理学部学務係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2018 年度 平成30年 学務に関する事項 入学手続書類 身上報告書（学部生） 理学部学務係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2019 年度 令和1年 学務に関する事項 入学手続書類 身上報告書（学部生） 理学部学務係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2020 年度 令和2年 学務に関する事項 入学手続書類 身上報告書（学部生） 理学部学務係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2016 年度 平成28年 学務に関する事項 入学手続書類 身上報告書・入学届・承諾書（大学院） 理学部学務係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2017 年度 平成29年 学務に関する事項 入学手続書類 身上報告書・入学届・承諾書（大学院） 理学部学務係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2018 年度 平成30年 学務に関する事項 入学手続書類 身上報告書・入学届・承諾書（大学院） 理学部学務係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2019 年度 令和1年 学務に関する事項 入学手続書類 身上報告書・入学届・承諾書（大学院） 理学部学務係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2020 年度 令和2年 学務に関する事項 入学手続書類 身上報告書・入学届・承諾書（大学院） 理学部学務係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2016 年度 平成28年 学務に関する事項 入学手続書類 入学届・宣誓書（学部生） 理学部学務係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 書庫 理学部学務係 廃棄

2017 年度 平成29年 学務に関する事項 入学手続書類 入学届・宣誓書（学部生） 理学部学務係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 書庫 理学部学務係 廃棄

2018 年度 平成30年 学務に関する事項 入学手続書類 入学届・宣誓書（学部生） 理学部学務係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2019 年度 令和1年 学務に関する事項 入学手続書類 入学届・宣誓書（学部生） 理学部学務係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2020 年度 令和2年 学務に関する事項 入学手続書類 入学届・宣誓書（学部生） 理学部学務係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2017 年度 平成29年 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 交換留学生 理学部学務係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2018 年度 平成30年 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 交換留学生 理学部学務係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄
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2019 年度 令和1年 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 交換留学生 理学部学務係 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2020 年度 令和2年 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 交換留学生 理学部学務係 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

1994 年度 平成6年 学務に関する事項 教職課程認定に関する文書〈変更届を含む〉 課程認定申請 （学部）
人文学部・理学部学部第
二係

1995/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

1995 年度 平成7年 学務に関する事項 教職課程認定に関する文書〈変更届を含む〉 課程認定申請 （学部）
人文学部・理学部学部第
二係

1996/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

1996 年度 平成8年 学務に関する事項 教職課程認定に関する文書〈変更届を含む〉 課程認定申請 （学部）
人文学部・理学部学部第
二係

1997/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

1996 年度 平成8年 学務に関する事項 教職課程認定に関する文書〈変更届を含む〉 課程認定申請 （大学院）
人文学部・理学部学部第
二係

1997/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

1997 年度 平成9年 学務に関する事項 教職課程認定に関する文書〈変更届を含む〉 課程認定申請 （変更届）
人文学部・理学部学部第
二係

1998/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2000 年度 平成12年 学務に関する事項 教職課程認定に関する文書〈変更届を含む〉 課程認定申請 （学部）
人文学部・理学部学部第
二係

2001/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2001 年度 平成13年 学務に関する事項 教職課程認定に関する文書〈変更届を含む〉 課程認定申請 （変更届）
人文学部・理学部学部第
二係

2002/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2002 年度 平成14年 学務に関する事項 教職課程認定に関する文書〈変更届を含む〉 課程認定申請 （変更届）
人文学部・理学部学部第
二係

2003/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2003 年度 平成15年 学務に関する事項 教職課程認定に関する文書〈変更届を含む〉 課程認定申請 （変更届）
人文学部・理学部学部第
二係

2004/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2004 年度 平成16年 学務に関する事項 教職課程認定に関する文書〈変更届を含む〉 課程認定申請 （変更届）
人文学部・理学部学部第
二係

2005/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2004 年度 平成16年 学務に関する事項 教職課程認定に関する文書〈変更届を含む〉 課程認定申請 （大学院）
人文学部・理学部学部第
二係

2005/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2005 年度 平成17年 学務に関する事項 教職課程認定に関する文書〈変更届を含む〉 課程認定申請 （変更届）
人文学部・理学部学部第
二係

2006/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2005 年度 平成17年 学務に関する事項 教職課程認定に関する文書〈変更届を含む〉 課程認定申請 （学部）
人文学部・理学部学部第
二係

2006/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2005 年度 平成17年 学務に関する事項 教職課程認定に関する文書〈変更届を含む〉 課程認定申請 （大学院）
人文学部・理学部学部第
二係

2006/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2006 年度 平成18年 学務に関する事項 教職課程認定に関する文書〈変更届を含む〉 課程認定申請 （変更届）
人文学部・理学部学部第
二係

2007/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2007 年度 平成19年 学務に関する事項 教職課程認定に関する文書〈変更届を含む〉 課程認定申請 （変更届）
人文学部・理学部学部第
二係

2008/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2008 年度 平成20年 学務に関する事項 教職課程認定に関する文書〈変更届を含む〉 課程認定申請 （変更届）
人文学部・理学部学部第
二係

2009/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2009 年度 平成21年 学務に関する事項 教職課程認定に関する文書〈変更届を含む〉 課程認定申請 （変更届） 理学部学務係 2010/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2010 年度 平成22年 学務に関する事項 教職課程認定に関する文書〈変更届を含む〉 課程認定申請 （変更届） 理学部学務係 2011/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2011 年度 平成23年 学務に関する事項 教職課程認定に関する文書〈変更届を含む〉 課程認定申請 （変更届） 理学部学務係 2012/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2012 年度 平成24年 学務に関する事項 教職課程認定に関する文書〈変更届を含む〉 課程認定申請 （変更届） 理学部学務係 2013/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2013 年度 平成25年 学務に関する事項 教職課程認定に関する文書〈変更届を含む〉 課程認定申請 （変更届） 理学部学務係 2014/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2014 年度 平成26年 学務に関する事項 教職課程認定に関する文書〈変更届を含む〉 課程認定申請 （大学院）
人文学部・理学部学部第
二係

2015/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2014 年度 平成26年 学務に関する事項 教職課程認定に関する文書〈変更届を含む〉 課程認定申請 （変更届） 理学部学務係 2015/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2015 年度 平成27年 学務に関する事項 教職課程認定に関する文書〈変更届を含む〉 課程認定申請 （変更届） 理学部学務係 2016/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2016 年度 平成28年 学務に関する事項 教職課程認定に関する文書〈変更届を含む〉 課程認定申請 （変更届） 理学部学務係 2017/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2017 年度 平成29年 学務に関する事項 教職課程認定に関する文書〈変更届を含む〉 課程認定申請 （変更届） 理学部学務係 2018/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2018 年度 平成30年 学務に関する事項 教職課程認定に関する文書〈変更届を含む〉 課程認定申請 （変更届） 理学部学務係 2019/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2019 年度 令和1年 学務に関する事項 教職課程認定に関する文書〈変更届を含む〉 課程認定申請 （学部） 理学部学務係 2020/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2019 年度 令和1年 学務に関する事項 教職課程認定に関する文書〈変更届を含む〉 課程認定申請 （変更届） 理学部学務係 2020/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2020 年度 令和2年 学務に関する事項 教職課程認定に関する文書〈変更届を含む〉 課程認定申請 （学部） 理学部学務係 2021/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2020 年度 令和2年 学務に関する事項 教職課程認定に関する文書〈変更届を含む〉 課程認定申請 （変更届） 理学部学務係 2021/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

1985 年度 昭和60年 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿
人文学部・理学部学部第
二係

1986/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1986 年度 昭和61年 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿
人文学部・理学部学部第
二係

1987/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1987 年度 昭和62年 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿
人文学部・理学部学部第
二係

1988/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1988 年度 昭和63年 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿
人文学部・理学部学部第
二係

1989/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1989 年度 平成1年 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿
人文学部・理学部学部第
二係

1990/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1990 年度 平成2年 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿
人文学部・理学部学部第
二係

1991/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係
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1991 年度 平成3年 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿
人文学部・理学部学部第
二係

1992/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1992 年度 平成4年 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿
人文学部・理学部学部第
二係

1993/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1993 年度 平成5年 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿
人文学部・理学部学部第
二係

1994/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1994 年度 平成6年 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿
人文学部・理学部学部第
二係

1995/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1995 年度 平成7年 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿
人文学部・理学部学部第
二係

1996/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1996 年度 平成8年 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿
人文学部・理学部学部第
二係

1997/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1997 年度 平成9年 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿
人文学部・理学部学部第
二係

1998/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1998 年度 平成10年 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿
人文学部・理学部学部第
二係

1999/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1999 年度 平成11年 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿
人文学部・理学部学部第
二係

2000/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

2000 年度 平成12年 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿
人文学部・理学部学部第
二係

2001/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

2001 年度 平成13年 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿
人文学部・理学部学部第
二係

2002/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

2002 年度 平成14年 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿
人文学部・理学部学部第
二係

2003/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

2003 年度 平成15年 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿
人文学部・理学部学部第
二係

2004/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

2004 年度 平成16年 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿
人文学部・理学部学部第
二係

2005/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

2005 年度 平成17年 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿
人文学部・理学部学部第
二係

2006/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

2006 年度 平成18年 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿
人文学部・理学部学部第
二係

2007/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

2007 年度 平成19年 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿
人文学部・理学部学部第
二係

2008/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

2008 年度 平成20年 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿
人文学部・理学部学部第
二係

2009/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

2009 年度 平成21年 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿
人文学部・理学部学部第
二係

2010/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

2010 年度 平成22年 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿
人文学部・理学部学部第
二係

2011/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

2011 年度 平成23年 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿 理学部学務係 2012/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

2012 年度 平成24年 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿 理学部学務係 2013/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

2013 年度 平成25年 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿 理学部学務係 2014/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

2014 年度 平成26年 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿 理学部学務係 2015/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

2015 年度 平成27年 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿 理学部学務係 2016/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

2016 年度 平成28年 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿 理学部学務係 2017/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

2017 年度 平成29年 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿 理学部学務係 2018/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

2018 年度 平成30年 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿 理学部学務係 2019/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

2019 年度 令和1年 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿 理学部学務係 2020/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

2020 年度 令和2年 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿 理学部学務係 2021/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

2018 年度 平成30年 学務に関する事項
日本学生支援機構及びその他育英団体の奨学金に関する
文書

留学生奨学金 理学部学務係 2019/4/1 ３年 2022/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2019 年度 令和1年 学務に関する事項
日本学生支援機構及びその他育英団体の奨学金に関する
文書

留学生奨学金 理学部学務係 2020/4/1 ３年 2023/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2020 年度 令和2年 学務に関する事項
日本学生支援機構及びその他育英団体の奨学金に関する
文書

留学生奨学金 理学部学務係 2021/4/1 ３年 2024/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2016 年度 平成28年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 就職委員会 理学部学務係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2017 年度 平成29年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 就職委員会 理学部学務係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2018 年度 平成30年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 就職委員会 理学部学務係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2019 年度 令和1年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 就職委員会 理学部学務係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2020 年度 令和2年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 就職委員会 理学部学務係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2016 年度 平成28年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 卒業・修了 理学部学務係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2017 年度 平成29年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 卒業・修了 理学部学務係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄
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保存期間 媒体の 保存期間

(西暦) (区分) (和暦換算) 大分類 中分類 （小分類） (付記) 作成・取得者 起算日 保存期間 満了日 種別 保存場所 管理者
満了後の措
置

備考

作成・取得年度等 文　書　分　類 名称

2018 年度 平成30年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 卒業・修了 理学部学務係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2019 年度 令和1年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 卒業・修了 理学部学務係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2020 年度 令和2年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 卒業・修了 理学部学務係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2016 年度 平成28年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 博士前期課程修了判定 理学部学務係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2017 年度 平成29年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 博士前期課程修了判定 理学部学務係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2018 年度 平成30年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 博士前期課程修了判定 理学部学務係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2019 年度 令和1年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 博士前期課程修了判定 理学部学務係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2020 年度 令和2年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 博士前期課程修了判定 理学部学務係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2016 年度 平成28年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 表彰・卒業修了記念品 理学部学務係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2017 年度 平成29年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 表彰・卒業修了記念品 理学部学務係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2018 年度 平成30年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 表彰・卒業修了記念品 理学部学務係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2019 年度 令和1年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 表彰・卒業修了記念品 理学部学務係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2020 年度 令和2年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 表彰・卒業修了記念品 理学部学務係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2015 年度 平成27年 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 学位記簿 （大学院） 理学部学務係 2016/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

2016 年度 平成28年 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 学位記簿 （大学院） 理学部学務係 2017/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

2017 年度 平成29年 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 学位記簿 （大学院） 理学部学務係 2018/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

2018 年度 平成30年 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 学位記簿 （大学院） 理学部学務係 2019/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

2019 年度 令和1年 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 学位記簿 （大学院） 理学部学務係 2020/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

2020 年度 令和2年 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 学位記簿 （大学院） 理学部学務係 2021/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2016 年度 平成28年 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 ＡＯ入試 理学部学務係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 書庫 理学部学務係 廃棄

2017 年度 平成29年 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 ＡＯ入試 理学部学務係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 事務室 理学部学務係 廃棄

2018 年度 平成30年 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 ＡＯ入試 理学部学務係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 事務室 理学部学務係 廃棄

2019 年度 令和1年 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 ＡＯ入試 理学部学務係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 事務室 理学部学務係 廃棄

2020 年度 令和2年 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 総合型選抜 理学部学務係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 事務室 理学部学務係 廃棄

2016 年度 平成28年 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 大学入試センター 理学部学務係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 書庫 理学部学務係 廃棄

2017 年度 平成29年 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 大学入試センター 理学部学務係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 事務室 理学部学務係 廃棄

2018 年度 平成30年 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 大学入試センター 理学部学務係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 事務室 理学部学務係 廃棄

2019 年度 令和1年 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 大学入試センター 理学部学務係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 事務室 理学部学務係 廃棄

2020 年度 令和2年 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 大学入試センター 理学部学務係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 事務室 理学部学務係 廃棄

2016 年度 平成28年 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 入試に関する通達 理学部学務係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2017 年度 平成29年 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 入試に関する通達 理学部学務係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2018 年度 平成30年 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 入試に関する通達 理学部学務係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2019 年度 令和1年 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 入試に関する通達 理学部学務係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2020 年度 令和2年 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 入試に関する通達 理学部学務係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2016 年度 平成28年 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 理学部一般入試 理学部学務係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 書庫 理学部学務係 廃棄

2017 年度 平成29年 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 理学部一般入試 理学部学務係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2018 年度 平成30年 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 理学部一般入試 理学部学務係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2019 年度 令和1年 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 理学部一般入試 理学部学務係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2020 年度 令和2年 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 一般選抜 理学部学務係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2016 年度 平成28年 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 理学部学生募集要項・選抜要項 理学部学務係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄
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保存期間 媒体の 保存期間

(西暦) (区分) (和暦換算) 大分類 中分類 （小分類） (付記) 作成・取得者 起算日 保存期間 満了日 種別 保存場所 管理者
満了後の措
置

備考

作成・取得年度等 文　書　分　類 名称

2017 年度 平成29年 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 理学部学生募集要項・選抜要項 理学部学務係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2018 年度 平成30年 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 理学部学生募集要項・選抜要項 理学部学務係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2019 年度 令和1年 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 理学部学生募集要項・選抜要項 理学部学務係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2020 年度 令和2年 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 理学部学生募集要項・選抜要項 理学部学務係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2016 年度 平成28年 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 理学部私費留学生入試 理学部学務係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2017 年度 平成29年 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 理学部私費留学生入試 理学部学務係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2018 年度 平成30年 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 理学部私費留学生入試 理学部学務係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2019 年度 令和1年 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 理学部私費留学生入試 理学部学務係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2020 年度 令和2年 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 理学部私費留学生入試 理学部学務係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2016 年度 平成28年 学務に関する事項 入学手続書類 留学生受入（私費留学生） 理学部学務係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2017 年度 平成29年 学務に関する事項 入学手続書類 留学生受入（私費留学生） 理学部学務係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2018 年度 平成30年 学務に関する事項 入学手続書類 留学生受入（私費留学生） 理学部学務係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2019 年度 令和1年 学務に関する事項 入学手続書類 留学生受入（私費留学生） 理学部学務係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2020 年度 令和2年 学務に関する事項 入学手続書類 留学生受入（私費留学生） 理学部学務係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2012 年度 平成24年 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 学位記記載事項確認・特別研究題目届 理学部学務係 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 書庫 理学部学務係 廃棄

2011 年度 平成23年 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 学位記記載事項確認・特別研究題目届 理学部学務係 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 書庫 理学部学務係 廃棄

2016 年度 平成28年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 留学生関係通知文書 理学部学務係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2017 年度 平成29年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 留学生関係通知文書 理学部学務係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2018 年度 平成30年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 留学生関係通知文書 理学部学務係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2019 年度 令和1年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 留学生関係通知文書 理学部学務係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2020 年度 令和2年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 留学生関係通知文書 理学部学務係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2016 年度 平成28年 学務に関する事項 入学料､授業料等の免除に関するもので重要な文書 授業料免除・奨学金 理学部学務係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2017 年度 平成29年 学務に関する事項 入学料､授業料等の免除に関するもので重要な文書 授業料免除・奨学金 理学部学務係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2018 年度 平成30年 学務に関する事項 入学料､授業料等の免除に関するもので重要な文書 授業料免除・奨学金 理学部学務係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2019 年度 令和1年 学務に関する事項 入学料､授業料等の免除に関するもので重要な文書 授業料免除・奨学金 理学部学務係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2020 年度 令和2年 学務に関する事項 入学料､授業料等の免除に関するもので重要な文書 授業料免除・奨学金 理学部学務係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2016 年度 平成28年 学務に関する事項 課外教育の実施に関するもので重要な文書 オリエンテーション・フレッシュマンセミナー 理学部学務係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2017 年度 平成29年 学務に関する事項 課外教育の実施に関するもので重要な文書 オリエンテーション・フレッシュマンセミナー 理学部学務係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2018 年度 平成30年 学務に関する事項 課外教育の実施に関するもので重要な文書 オリエンテーション・フレッシュマンセミナー 理学部学務係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2019 年度 令和1年 学務に関する事項 課外教育の実施に関するもので重要な文書 オリエンテーション・フレッシュマンセミナー 理学部学務係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2020 年度 令和2年 学務に関する事項 課外教育の実施に関するもので重要な文書 オリエンテーション・フレッシュマンセミナー 理学部学務係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2016 年度 平成28年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 公開臨海実習 理学部学務係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2017 年度 平成29年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 公開臨海実習 理学部学務係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2018 年度 平成30年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 公開臨海実習 理学部学務係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2019 年度 令和1年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 公開臨海実習 理学部学務係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2020 年度 令和2年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 公開臨海実習 理学部学務係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2016 年度 平成28年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 最先端ライフサイエンス研究科目 理学部学務係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2017 年度 平成29年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 最先端ライフサイエンス研究科目 理学部学務係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2018 年度 平成30年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 最先端ライフサイエンス研究科目 理学部学務係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2019 年度 令和1年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 最先端自然科学研究科目 理学部学務係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄
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保存期間 媒体の 保存期間

(西暦) (区分) (和暦換算) 大分類 中分類 （小分類） (付記) 作成・取得者 起算日 保存期間 満了日 種別 保存場所 管理者
満了後の措
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作成・取得年度等 文　書　分　類 名称

2020 年度 令和2年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 最先端自然科学研究科目 理学部学務係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2016 年度 平成28年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 集中講義 理学部学務係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2017 年度 平成29年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 集中講義 理学部学務係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2018 年度 平成30年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 集中講義 理学部学務係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2019 年度 令和1年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 集中講義 理学部学務係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2020 年度 令和2年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 集中講義 理学部学務係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2016 年度 平成28年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 他施設への研究派遣 理学部学務係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2017 年度 平成29年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 他施設への研究派遣 理学部学務係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2018 年度 平成30年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 他施設への研究派遣 理学部学務係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2019 年度 令和1年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 他施設への研究派遣 理学部学務係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2020 年度 令和2年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 他施設への研究派遣 理学部学務係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2016 年度 平成28年 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 理学部推薦Ⅰ・帰国生徒入試 理学部学務係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2017 年度 平成29年 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 理学部推薦Ⅰ・帰国生徒入試 理学部学務係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2018 年度 平成30年 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 理学部推薦Ⅰ・帰国生徒入試 理学部学務係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2019 年度 令和1年 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 理学部推薦Ⅰ・帰国生徒入試 理学部学務係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2020 年度 令和2年 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 学校推薦型選抜Ⅰ 理学部学務係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2018 年度 平成30年 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 理学部推薦入試Ⅱ 理学部学務係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2019 年度 令和1年 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 理学部推薦入試Ⅱ 理学部学務係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2020 年度 令和2年 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 学校推薦型選抜Ⅱ 理学部学務係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2016 年度 平成28年 学務に関する事項 課外教育の実施に関するもので重要な文書 学生と教員との懇談会 理学部学務係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2017 年度 平成29年 学務に関する事項 課外教育の実施に関するもので重要な文書 学生と教員との懇談会 理学部学務係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2018 年度 平成30年 学務に関する事項 課外教育の実施に関するもので重要な文書 学生と教員との懇談会 理学部学務係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2019 年度 令和1年 学務に関する事項 課外教育の実施に関するもので重要な文書 学生と教員との懇談会 理学部学務係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2020 年度 令和2年 学務に関する事項 課外教育の実施に関するもので重要な文書 学生と教員との懇談会 理学部学務係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2016 年度 平成28年 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 統計・調査 理学部学務係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2017 年度 平成29年 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 統計・調査 理学部学務係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2018 年度 平成30年 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 統計・調査 理学部学務係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2019 年度 令和1年 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 統計・調査 理学部学務係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2020 年度 令和2年 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 統計・調査 理学部学務係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2011 年度 平成23年 管理運営に関する事項 各種統計調査に関するもので重要な文書 学校基本調査 理学部学務係 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2012 年度 平成24年 管理運営に関する事項 各種統計調査に関するもので重要な文書 学校基本調査 理学部学務係 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2013 年度 平成25年 管理運営に関する事項 各種統計調査に関するもので重要な文書 学校基本調査 理学部学務係 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2014 年度 平成26年 管理運営に関する事項 各種統計調査に関するもので重要な文書 学校基本調査 理学部学務係 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2015 年度 平成27年 管理運営に関する事項 各種統計調査に関するもので重要な文書 学校基本調査 理学部学務係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2016 年度 平成28年 管理運営に関する事項 各種統計調査に関するもので重要な文書 学校基本調査 理学部学務係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2017 年度 平成29年 管理運営に関する事項 各種統計調査に関するもので重要な文書 学校基本調査 理学部学務係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2018 年度 平成30年 管理運営に関する事項 各種統計調査に関するもので重要な文書 学校基本調査 理学部学務係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2019 年度 令和1年 管理運営に関する事項 各種統計調査に関するもので重要な文書 学校基本調査 理学部学務係 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2020 年度 令和2年 管理運営に関する事項 各種統計調査に関するもので重要な文書 学校基本調査 理学部学務係 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄
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作成・取得年度等 文　書　分　類 名称

1982 年度 昭和57年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（退学・除籍分）
人文学部・理学部学部第
二係

1983/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1983 年度 昭和58年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（退学・除籍分）
人文学部・理学部学部第
二係

1984/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1984 年度 昭和59年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（退学・除籍分）
人文学部・理学部学部第
二係

1985/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1985 年度 昭和60年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（退学・除籍分）
人文学部・理学部学部第
二係

1986/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1986 年度 昭和61年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（退学・除籍分）
人文学部・理学部学部第
二係

1987/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1987 年度 昭和62年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（退学・除籍分）
人文学部・理学部学部第
二係

1988/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1988 年度 昭和63年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（退学・除籍分）
人文学部・理学部学部第
二係

1989/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1989 年度 平成1年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（退学・除籍分）
人文学部・理学部学部第
二係

1990/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1990 年度 平成2年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（退学・除籍分）
人文学部・理学部学部第
二係

1991/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1991 年度 平成3年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（退学・除籍分）
人文学部・理学部学部第
二係

1992/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1992 年度 平成4年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（退学・除籍分）
人文学部・理学部学部第
二係

1993/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1993 年度 平成5年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（退学・除籍分）
人文学部・理学部学部第
二係

1994/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1994 年度 平成6年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（退学・除籍分）
人文学部・理学部学部第
二係

1995/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1995 年度 平成7年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（退学・除籍分）
人文学部・理学部学部第
二係

1996/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1996 年度 平成8年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（退学・除籍分）
人文学部・理学部学部第
二係

1997/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1997 年度 平成9年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（退学・除籍分）
人文学部・理学部学部第
二係

1998/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1998 年度 平成10年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（退学・除籍分）
人文学部・理学部学部第
二係

1999/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1999 年度 平成11年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（退学・除籍分）
人文学部・理学部学部第
二係

2000/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

2000 年度 平成12年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（退学・除籍分）
人文学部・理学部学部第
二係

2001/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

2001 年度 平成13年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（退学・除籍分）
人文学部・理学部学部第
二係

2002/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

2002 年度 平成14年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（退学・除籍分）
人文学部・理学部学部第
二係

2003/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

2003 年度 平成15年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（退学・除籍分）
人文学部・理学部学部第
二係

2004/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

2004 年度 平成16年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（退学・除籍分）
人文学部・理学部学部第
二係

2005/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

2005 年度 平成17年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（退学・除籍分） 理学部学務係 2006/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

2006 年度 平成18年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（退学・除籍分）
人文学部・理学部学部第
二係

2007/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

2007 年度 平成19年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（退学・除籍分）
人文学部・理学部学部第
二係

2008/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

2008 年度 平成20年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 学籍簿（退学・除籍分） 理学部学務係 2009/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1952 年度 昭和27年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

1953/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

1953 年度 昭和28年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

1954/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

1954 年度 昭和29年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

1955/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

1955 年度 昭和30年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

1956/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

1956 年度 昭和31年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

1957/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

1957 年度 昭和32年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

1958/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

1958 年度 昭和33年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

1959/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

1959 年度 昭和34年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

1960/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

1960 年度 昭和35年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

1961/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

1961 年度 昭和36年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

1962/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

1962 年度 昭和37年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

1963/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

1963 年度 昭和38年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

1964/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係
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1964 年度 昭和39年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

1965/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

1965 年度 昭和40年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

1966/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

1966 年度 昭和41年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

1967/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

1967 年度 昭和42年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

1968/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

1968 年度 昭和43年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

1969/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

1969 年度 昭和44年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

1970/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

1970 年度 昭和45年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

1971/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

1971 年度 昭和46年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

1972/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

1972 年度 昭和47年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

1973/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

1973 年度 昭和48年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

1974/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

1974 年度 昭和49年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

1975/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

1975 年度 昭和50年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

1976/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

1976 年度 昭和51年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

1977/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

1977 年度 昭和52年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

1978/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

1978 年度 昭和53年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 成績証明書 理学部学務係 1979/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

1979 年度 昭和54年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

1980/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

1980 年度 昭和55年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

1981/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

1981 年度 昭和56年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 成績証明書 理学部学務係 1982/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

1982 年度 昭和57年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

1983/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

1983 年度 昭和58年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

1984/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

1984 年度 昭和59年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

1985/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

1985 年度 昭和60年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

1986/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

1986 年度 昭和61年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

1987/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

1987 年度 昭和62年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

1988/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

1988 年度 昭和63年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

1989/4/1 無期限 未定 紙 物品等倉庫 理学部学務係

1989 年度 平成1年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

1990/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1990 年度 平成2年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

1991/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1991 年度 平成3年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

1992/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1992 年度 平成4年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

1993/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1993 年度 平成5年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

1994/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1994 年度 平成6年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

1995/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1995 年度 平成7年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

1996/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1996 年度 平成8年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

1997/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1997 年度 平成9年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

1998/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1998 年度 平成10年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

1999/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1999 年度 平成11年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

2000/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

2000 年度 平成12年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

2001/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

2001 年度 平成13年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

2002/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

2002 年度 平成14年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

2003/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

2003 年度 平成15年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

2004/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係
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2004 年度 平成16年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

2005/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

2005 年度 平成17年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

2006/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

2006 年度 平成18年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

2007/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

2007 年度 平成19年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

2008/4/1 無期限 未定
共有
サー
バー内

学務係事務室 理学部学務係

2008 年度 平成20年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

2009/4/1 無期限 未定
共有
サー
バー内

学務係事務室 理学部学務係

2009 年度 平成21年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

2010/4/1 無期限 未定
共有
サー
バー内

学務係事務室 理学部学務係

2010 年度 平成22年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

2011/4/1 無期限 未定
共有
サー
バー内

学務係事務室 理学部学務係

2011 年度 平成23年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 成績証明書 理学部学務係 2012/4/1 無期限 未定
共有
サー
バー内

学務係事務室 理学部学務係

2012 年度 平成24年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 成績証明書 理学部学務係 2013/4/1 無期限 未定
共有
サー
バー内

学務係事務室 理学部学務係

2013 年度 平成25年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 成績証明書 理学部学務係 2014/4/1 無期限 未定
共有
サー
バー内

学務係事務室 理学部学務係

2014 年度 平成26年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 成績証明書 理学部学務係 2015/4/1 無期限 未定
共有
サー
バー内

学務係事務室 理学部学務係

2015 年度 平成27年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 成績証明書 理学部学務係 2016/4/1 無期限 未定
共有
サー
バー内

学務係事務室 理学部学務係

2016 年度 平成28年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 成績証明書 理学部学務係 2017/4/1 無期限 未定
共有
サー
バー内

学務係事務室 理学部学務係

2017 年度 平成29年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 成績証明書 理学部学務係 2018/4/1 無期限 未定
共有
サー
バー内

学務係事務室 理学部学務係

2018 年度 平成30年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 成績証明書 理学部学務係 2019/4/1 無期限 未定
共有
サー
バー内

学務係事務室 理学部学務係

2019 年度 令和1年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 成績証明書 理学部学務係 2020/4/1 無期限 未定
共有
サー
バー内

学務係事務室 理学部学務係

2020 年度 令和2年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 成績証明書 理学部学務係 2021/4/1 無期限 未定
共有
サー
バー内

学務係事務室 理学部学務係

1954 年度 昭和29年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 退学者等・成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

1955/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1955 年度 昭和30年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 退学者等・成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

1956/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1956 年度 昭和31年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 退学者等・成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

1957/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1957 年度 昭和32年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 退学者等・成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

1958/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1958 年度 昭和33年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 退学者等・成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

1959/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1959 年度 昭和34年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 退学者等・成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

1960/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1960 年度 昭和35年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 退学者等・成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

1961/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1961 年度 昭和36年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 退学者等・成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

1962/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1962 年度 昭和37年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 退学者等・成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

1963/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1963 年度 昭和38年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 退学者等・成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

1964/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1964 年度 昭和39年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 退学者等・成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

1965/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1965 年度 昭和40年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 退学者等・成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

1966/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1966 年度 昭和41年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 退学者等・成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

1967/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1967 年度 昭和42年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 退学者等・成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

1968/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1968 年度 昭和43年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 退学者等・成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

1969/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1969 年度 昭和44年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 退学者等・成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

1970/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1970 年度 昭和45年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 退学者等・成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

1971/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1971 年度 昭和46年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 退学者等・成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

1972/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1972 年度 昭和47年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 退学者等・成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

1973/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1973 年度 昭和48年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 退学者等・成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

1974/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1974 年度 昭和49年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 退学者等・成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

1975/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1975 年度 昭和50年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 退学者等・成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

1976/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1976 年度 昭和51年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 退学者等・成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

1977/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係
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1977 年度 昭和52年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 退学者等・成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

1978/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1978 年度 昭和53年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 退学者等・成績証明書 理学部学務係 1979/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1979 年度 昭和54年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 退学者等・成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

1980/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1980 年度 昭和55年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 退学者等・成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

1981/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1981 年度 昭和56年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 退学者等・成績証明書 理学部学務係 1982/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1982 年度 昭和57年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 退学者等・成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

1983/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1983 年度 昭和58年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 退学者等・成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

1984/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1984 年度 昭和59年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 退学者等・成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

1985/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1985 年度 昭和60年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 退学者等・成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

1986/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1986 年度 昭和61年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 退学者等・成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

1987/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1987 年度 昭和62年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 退学者等・成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

1988/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1988 年度 昭和63年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 退学者等・成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

1989/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1989 年度 平成1年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 退学者等・成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

1990/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1990 年度 平成2年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 退学者等・成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

1991/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1991 年度 平成3年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 退学者等・成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

1992/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1992 年度 平成4年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 退学者等・成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

1993/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1993 年度 平成5年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 退学者等・成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

1994/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1994 年度 平成6年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 退学者等・成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

1995/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1995 年度 平成7年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 退学者等・成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

1996/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1996 年度 平成8年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 退学者等・成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

1997/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1997 年度 平成9年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 退学者等・成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

1998/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

1998 年度 平成10年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 退学者等・成績証明書
人文学部・理学部学部第
二係

1999/4/1 無期限 未定 紙
学務係事務室金
庫

理学部学務係

2016 年度 平成28年 学務に関する事項 その他10年保存が必要であると認める文書 ＪＡＢＥＥ関係　測量士補含む 理学部学務係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2017 年度 平成29年 学務に関する事項 その他10年保存が必要であると認める文書 ＪＡＢＥＥ関係　測量士補含む 理学部学務係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2018 年度 平成30年 学務に関する事項 その他10年保存が必要であると認める文書 ＪＡＢＥＥ関係　測量士補含む 理学部学務係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2019 年度 令和1年 学務に関する事項 その他10年保存が必要であると認める文書 ＪＡＢＥＥ関係　測量士補含む 理学部学務係 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2020 年度 令和2年 学務に関する事項 その他10年保存が必要であると認める文書 ＪＡＢＥＥ関係　測量士補含む 理学部学務係 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2016 年度 平成28年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 授業出席状況調査 理学部学務係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2017 年度 平成29年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 授業出席状況調査 理学部学務係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2018 年度 平成30年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 授業出席状況調査 理学部学務係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2019 年度 令和1年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 授業出席状況調査 理学部学務係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2020 年度 令和2年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 授業出席状況調査 理学部学務係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2016 年度 平成28年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 特別待遇学生 理学部学務係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2017 年度 平成29年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 特別待遇学生 理学部学務係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2018 年度 平成30年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 特別待遇学生 理学部学務係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2019 年度 令和1年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 特別待遇学生 理学部学務係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2020 年度 令和2年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 特別待遇学生 理学部学務係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2016 年度 平成28年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 保護者への成績表送付 理学部学務係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2017 年度 平成29年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 保護者への成績表送付 理学部学務係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2018 年度 平成30年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 保護者への成績表送付 理学部学務係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄
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2019 年度 令和1年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 保護者への成績表送付 理学部学務係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2020 年度 令和2年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 保護者への成績表送付 理学部学務係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2018 年度 平成30年 学務に関する事項 オープンキャンパス等広報活動に関する文書 オープンキャンパス 理学部学務係 2019/4/1 ３年 2022/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2019 年度 令和1年 学務に関する事項 オープンキャンパス等広報活動に関する文書 オープンキャンパス 理学部学務係 2020/4/1 ３年 2023/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2020 年度 令和2年 学務に関する事項 オープンキャンパス等広報活動に関する文書 オープンキャンパス 理学部学務係 2021/4/1 ３年 2024/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2016 年度 平成28年 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 入試に係る調査・照会 理学部学務係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2017 年度 平成29年 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 入試に係る調査・照会 理学部学務係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2018 年度 平成30年 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 入試に係る調査・照会 理学部学務係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2019 年度 令和1年 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 入試に係る調査・照会 理学部学務係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2020 年度 令和2年 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 入試に係る調査・照会 理学部学務係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2016 年度 平成28年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 学生委員会 理学部学務係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2017 年度 平成29年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 学生委員会 理学部学務係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2018 年度 平成30年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 学生委員会 理学部学務係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2016 年度 平成28年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 教務委員会 理学部学務係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2017 年度 平成29年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 教務委員会 理学部学務係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2018 年度 平成30年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 教務委員会 理学部学務係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2019 年度 令和1年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 教学委員会 理学部学務係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2020 年度 令和2年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 教学委員会 理学部学務係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2016 年度 平成28年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 国際連携室委員会 理学部学務係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2017 年度 平成29年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 国際連携室委員会 理学部学務係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2018 年度 平成30年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 国際連携室委員会 理学部学務係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2019 年度 令和1年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 国際連携室委員会 理学部学務係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2020 年度 令和2年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 国際連携室委員会 理学部学務係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2016 年度 平成28年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 入試委員会 理学部学務係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2017 年度 平成29年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 入試委員会 理学部学務係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2018 年度 平成30年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 入試委員会 理学部学務係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2019 年度 令和1年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 入試委員会 理学部学務係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2020 年度 令和2年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 入試委員会 理学部学務係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2016 年度 平成28年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 先取り履修 理学部学務係 2017/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2017 年度 平成29年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 先取り履修 理学部学務係 2018/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2018 年度 平成30年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 先取り履修 理学部学務係 2019/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2019 年度 令和1年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 先取り履修 理学部学務係 2020/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2020 年度 令和2年 学務に関する事項 学籍簿及び成績原簿等 先取り履修 理学部学務係 2021/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2016 年度 平成28年 学務に関する事項 教育課程に関する文書 ＹＦＬ（理学部） 理学部学務係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

1996 年度 平成8年 学務に関する事項 シラバス及び履修要項・便覧等 履修簿 理学部学務係 1997/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

1997 年度 平成9年 学務に関する事項 シラバス及び履修要項・便覧等 履修簿 理学部学務係 1998/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

1998 年度 平成10年 学務に関する事項 シラバス及び履修要項・便覧等 履修簿 理学部学務係 1999/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

1999 年度 平成11年 学務に関する事項 シラバス及び履修要項・便覧等 履修簿 理学部学務係 2000/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2000 年度 平成12年 学務に関する事項 シラバス及び履修要項・便覧等 履修簿 理学部学務係 2001/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係
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2001 年度 平成13年 学務に関する事項 シラバス及び履修要項・便覧等 履修簿 理学部学務係 2002/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2002 年度 平成14年 学務に関する事項 シラバス及び履修要項・便覧等 履修簿 理学部学務係 2003/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2003 年度 平成15年 学務に関する事項 シラバス及び履修要項・便覧等 履修簿 理学部学務係 2004/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2004 年度 平成16年 学務に関する事項 シラバス及び履修要項・便覧等 履修簿 理学部学務係 2005/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2005 年度 平成17年 学務に関する事項 シラバス及び履修要項・便覧等 履修簿 理学部学務係 2006/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2006 年度 平成18年 学務に関する事項 シラバス及び履修要項・便覧等 履修簿 理学部学務係 2007/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2007 年度 平成19年 学務に関する事項 シラバス及び履修要項・便覧等 履修簿 理学部学務係 2008/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2008 年度 平成20年 学務に関する事項 シラバス及び履修要項・便覧等 履修簿 理学部学務係 2009/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2009 年度 平成21年 学務に関する事項 シラバス及び履修要項・便覧等 履修簿 理学部学務係 2010/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2010 年度 平成22年 学務に関する事項 シラバス及び履修要項・便覧等 履修簿 理学部学務係 2011/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2011 年度 平成23年 学務に関する事項 シラバス及び履修要項・便覧等 履修簿 理学部学務係 2012/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2012 年度 平成24年 学務に関する事項 シラバス及び履修要項・便覧等 履修簿 理学部学務係 2013/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2013 年度 平成25年 学務に関する事項 シラバス及び履修要項・便覧等 履修簿 理学部学務係 2014/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2014 年度 平成26年 学務に関する事項 シラバス及び履修要項・便覧等 履修簿 理学部学務係 2015/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2015 年度 平成27年 学務に関する事項 シラバス及び履修要項・便覧等 履修簿 理学部学務係 2016/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2016 年度 平成28年 学務に関する事項 シラバス及び履修要項・便覧等 履修簿 理学部学務係 2017/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2017 年度 平成29年 学務に関する事項 シラバス及び履修要項・便覧等 履修簿 理学部学務係 2018/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2018 年度 平成30年 学務に関する事項 シラバス及び履修要項・便覧等 履修簿 理学部学務係 2019/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2019 年度 令和1年 学務に関する事項 シラバス及び履修要項・便覧等 履修簿 理学部学務係 2020/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2020 年度 令和2年 学務に関する事項 シラバス及び履修要項・便覧等 履修簿 理学部学務係 2021/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2015 年度 平成27年 学務に関する事項 その他10年保存が必要であると認める文書 創成科学研究科設置関係 理学部学務係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2016 年度 平成28年 学務に関する事項 その他10年保存が必要であると認める文書 創成科学研究科設置関係 理学部学務係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2017 年度 平成29年 学務に関する事項 その他10年保存が必要であると認める文書 創成科学研究科設置関係 理学部学務係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2018 年度 平成30年 学務に関する事項 その他10年保存が必要であると認める文書 創成科学研究科設置関係 理学部学務係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2016 年度 平成28年 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 大学院博士後期課程入試 理学部学務係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2017 年度 平成29年 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 大学院博士後期課程入試 理学部学務係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2018 年度 平成30年 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 大学院博士後期課程入試 理学部学務係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2019 年度 令和1年 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 大学院博士後期課程入試 理学部学務係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2020 年度 令和2年 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 大学院博士後期課程入試 理学部学務係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2016 年度 平成28年 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 大学院博士前期課程入試 理学部学務係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2017 年度 平成29年 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 大学院博士前期課程入試 理学部学務係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2018 年度 平成30年 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 大学院博士前期課程入試 理学部学務係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2019 年度 令和1年 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 大学院博士前期課程入試 理学部学務係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2020 年度 令和2年 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 大学院博士前期課程入試 理学部学務係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2016 年度 平成28年 国際連携に関する事項 海外交流〈短期滞在プログラム〉に関する文書 理学部サマープログラム 理学部学務係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2017 年度 平成29年 国際連携に関する事項 海外交流〈短期滞在プログラム〉に関する文書 理学部サマープログラム 理学部学務係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2018 年度 平成30年 国際連携に関する事項 海外交流〈短期滞在プログラム〉に関する文書 理学部サマープログラム 理学部学務係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2019 年度 令和1年 国際連携に関する事項 海外交流〈短期滞在プログラム〉に関する文書 理学部サマープログラム 理学部学務係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄

2020 年度 令和2年 国際連携に関する事項 海外交流〈短期滞在プログラム〉に関する文書 理学部サマープログラム 理学部学務係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 学務係事務室 理学部学務係 廃棄
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作成・取得年度等 文　書　分　類 名称

2020 年度 令和2年 学務に関する事項 その他無期限保存が必要であると認める文書 新型コロナウイルス関係 理学部学務係 2021/4/1 無期限 未定 紙 学務係事務室 理学部学務係

2011 年度 平成23年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 ＲＡ（リサーチ・アシスタント）の任免
人文学部・理学部総務室
（理学部）

2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2012 年度 平成24年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 ＲＡ（リサーチ・アシスタント）の任免
人文学部・理学部総務室
（理学部）

2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2013 年度 平成25年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 ＲＡ（リサーチ・アシスタント）の任免
人文学部・理学部総務室
（理学部）

2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2014 年度 平成26年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 ＲＡ（リサーチ・アシスタント）の任免 理学部総務企画係 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2015 年度 平成27年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 ＲＡ（リサーチ・アシスタント）の任免 理学部総務企画係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2016 年度 平成28年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 ＲＡ（リサーチ・アシスタント）の任免 理学部総務企画係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2017 年度 平成29年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 ＲＡ（リサーチ・アシスタント）の任免 理学部総務企画係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2018 年度 平成30年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 ＲＡ（リサーチ・アシスタント）の任免 理学部総務企画係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2019 年度 令和1年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 ＲＡ（リサーチ・アシスタント）の任免 理学部総務企画係 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2020 年度 令和2年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 ＲＡ（リサーチ・アシスタント）の任免 理学部総務企画係 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2011 年度 平成23年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 TA・SA
人文学部・理学部総務室
（理学部）

2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2012 年度 平成24年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 TA・SA
人文学部・理学部総務室
（理学部）

2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2013 年度 平成25年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 TA・SA
人文学部・理学部総務室
（理学部）

2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2014 年度 平成26年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 TA・SA 理学部総務企画係 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2015 年度 平成27年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 TA・SA 理学部総務企画係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2016 年度 平成28年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 TA・SA 理学部総務企画係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2017 年度 平成29年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 TA・SA 理学部総務企画係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2018 年度 平成30年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 TA・SA 理学部総務企画係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2019 年度 令和1年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 TA・SA 理学部総務企画係 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2020 年度 令和2年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 TA・SA 理学部総務企画係 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2014 年度 平成26年 管理運営に関する事項 安全保障輸出管理に関する文書 安全保障輸出管理に関する文書 理学部総務企画係 2015/4/1 ７年 2022/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2015 年度 平成27年 管理運営に関する事項 安全保障輸出管理に関する文書 安全保障輸出管理に関する文書 理学部総務企画係 2016/4/1 ７年 2023/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2016 年度 平成28年 管理運営に関する事項 安全保障輸出管理に関する文書 安全保障輸出管理に関する文書 理学部総務企画係 2017/4/1 ７年 2024/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2017 年度 平成29年 管理運営に関する事項 安全保障輸出管理に関する文書 安全保障輸出管理に関する文書 理学部総務企画係 2018/4/1 ７年 2025/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2018 年度 平成30年 管理運営に関する事項 安全保障輸出管理に関する文書 安全保障輸出管理に関する文書 理学部総務企画係 2019/4/1 ７年 2026/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2019 年度 令和1年 管理運営に関する事項 安全保障輸出管理に関する文書 安全保障輸出管理に関する文書 理学部総務企画係 2020/4/1 ７年 2027/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2020 年度 令和2年 管理運営に関する事項 安全保障輸出管理に関する文書 安全保障輸出管理に関する文書 理学部総務企画係 2021/4/1 ７年 2028/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2016 年度 平成28年 職員の人事に関する事項 外国人研究員等の雇用に関する文書 外国人研究者の受入について 理学部総務企画係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2017 年度 平成29年 職員の人事に関する事項 外国人研究員等の雇用に関する文書 外国人研究者の受入について 理学部総務企画係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2018 年度 平成30年 職員の人事に関する事項 外国人研究員等の雇用に関する文書 外国人研究者の受入について 理学部総務企画係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2019 年度 令和1年 職員の人事に関する事項 外国人研究員等の雇用に関する文書 外国人研究者の受入について 理学部総務企画係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2010 年度 平成22年 管理運営に関する事項 諸規則の制定・改廃に関する文書 学部内規則の制定・改廃
人文学部・理学部総務室
（理学部）

2011/4/1 無期限 未定 紙 事務室 理学部総務企画係

2011 年度 平成23年 管理運営に関する事項 諸規則の制定・改廃に関する文書 学部内規則の制定・改廃
人文学部・理学部総務室
（理学部）

2012/4/1 無期限 未定 紙 事務室 理学部総務企画係

2012 年度 平成24年 管理運営に関する事項 諸規則の制定・改廃に関する文書 学部内規則の制定・改廃
人文学部・理学部総務室
（理学部）

2013/4/1 無期限 未定 紙 事務室 理学部総務企画係

2013 年度 平成25年 管理運営に関する事項 諸規則の制定・改廃に関する文書 学部内規則の制定・改廃
人文学部・理学部総務室
（理学部）

2014/4/1 無期限 未定 紙 事務室 理学部総務企画係

2014 年度 平成26年 管理運営に関する事項 諸規則の制定・改廃に関する文書 学部内規則の制定・改廃 理学部総務企画係 2015/4/1 無期限 未定 紙 事務室 理学部総務企画係

2015 年度 平成27年 管理運営に関する事項 諸規則の制定・改廃に関する文書 学部内規則の制定・改廃 理学部総務企画係 2016/4/1 無期限 未定 紙 事務室 理学部総務企画係

2016 年度 平成28年 管理運営に関する事項 諸規則の制定・改廃に関する文書 学部内規則の制定・改廃 理学部総務企画係 2017/4/1 無期限 未定 紙 事務室 理学部総務企画係
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2017 年度 平成29年 管理運営に関する事項 諸規則の制定・改廃に関する文書 学部内規則の制定・改廃 理学部総務企画係 2018/4/1 無期限 未定 紙 事務室 理学部総務企画係

2018 年度 平成30年 管理運営に関する事項 諸規則の制定・改廃に関する文書 学部内規則の制定・改廃 理学部総務企画係 2019/4/1 無期限 未定 紙 事務室 理学部総務企画係

2019 年度 令和1年 管理運営に関する事項 諸規則の制定・改廃に関する文書 学部内規則の制定・改廃 理学部総務企画係 2020/4/1 無期限 未定 紙 事務室 理学部総務企画係

2020 年度 令和2年 管理運営に関する事項 諸規則の制定・改廃に関する文書 学部内規則の制定・改廃 理学部総務企画係 2021/4/1 無期限 未定 紙 事務室 理学部総務企画係

2011 年度 平成23年 管理運営に関する事項 監事監査に関する文書 監事監査 理学部企画係 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2012 年度 平成24年 管理運営に関する事項 監事監査に関する文書 監事監査 理学部企画係 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2013 年度 平成25年 管理運営に関する事項 監事監査に関する文書 監事監査 理学部企画係 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2014 年度 平成26年 管理運営に関する事項 監事監査に関する文書 監事監査 理学部総務企画係 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2015 年度 平成27年 管理運営に関する事項 監事監査に関する文書 監事監査 理学部総務企画係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2016 年度 平成28年 管理運営に関する事項 監事監査に関する文書 監事監査 理学部総務企画係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2017 年度 平成29年 管理運営に関する事項 監事監査に関する文書 監事監査 理学部総務企画係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2018 年度 平成30年 管理運営に関する事項 監事監査に関する文書 監事監査 理学部総務企画係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2019 年度 令和1年 管理運営に関する事項 監事監査に関する文書 監事監査 理学部総務企画係 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2016 年度 平成28年 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 休暇簿 理学部総務企画係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2017 年度 平成29年 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 休暇簿 理学部総務企画係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2018 年度 平成30年 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 休暇簿 理学部総務企画係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2019 年度 令和1年 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 休暇簿 教員 理学部総務企画係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2019 年度 令和1年 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 休暇簿 教員以外 理学部総務企画係 2020/4/1 ５年 2025/3/31
共有サー
バー内

事務室 理学部総務企画係 廃棄

2020 年度 令和2年 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 休暇簿 理学部総務企画係 2021/4/1 ５年 2026/3/31
共有サー
バー内

事務室 理学部総務企画係 廃棄

2016 年度 平成28年 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 休日の振替簿 理学部総務企画係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2017 年度 平成29年 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 休日の振替簿 理学部総務企画係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2018 年度 平成30年 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 休日の振替簿 理学部総務企画係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2019 年度 令和1年 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 休日の振替簿 理学部総務企画係 2020/4/1 ５年 2025/3/31
共有サー
バー内

事務室 理学部総務企画係 廃棄

2020 年度 令和2年 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 休日の振替簿 理学部総務企画係 2021/4/1 ５年 2026/3/31
共有サー
バー内

事務室 理学部総務企画係 廃棄

2011 年度 平成23年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 教員公募 理学部企画係 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2012 年度 平成24年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 教員公募 理学部企画係 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2013 年度 平成25年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 教員公募 理学部企画係 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2014 年度 平成26年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 教員公募 理学部総務企画係 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2015 年度 平成27年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 教員公募 理学部総務企画係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2016 年度 平成28年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 教員公募 理学部総務企画係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2017 年度 平成29年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 教員公募 理学部総務企画係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2018 年度 平成30年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 教員公募 理学部総務企画係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2019 年度 令和1年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 教員公募 理学部総務企画係 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2020 年度 令和2年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 教員公募 理学部総務企画係 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2018 年度 平成30年 職員の人事に関する事項 評価に関する文書 教員人事評価 理学部総務企画係 2019/4/1 ３年 2022/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2019 年度 令和1年 職員の人事に関する事項 評価に関する文書 教員人事評価 理学部総務企画係 2020/4/1 ３年 2023/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2020 年度 令和2年 職員の人事に関する事項 評価に関する文書 教員人事評価 理学部総務企画係 2021/4/1 ３年 2024/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2008 年度 平成20年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 教員配置 理学部総務・予算係 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2009 年度 平成21年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 教員配置 理学部総務・予算係 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2010 年度 平成22年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 教員配置 理学部企画係 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄
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保存期間 媒体の 保存期間

(西暦) (区分) (和暦換算) 大分類 中分類 （小分類） (付記) 作成・取得者 起算日 保存期間 満了日 種別 保存場所 管理者
満了後の措
置

備考

作成・取得年度等 文　書　分　類 名称

2011 年度 平成23年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 教員配置 理学部企画係 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2012 年度 平成24年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 教員配置 理学部企画係 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2013 年度 平成25年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 教員配置 理学部企画係 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2014 年度 平成26年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 教員配置 理学部企画係 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2015 年度 平成27年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 教員配置 理学部企画係 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2016 年度 平成28年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 教員配置 理学部企画係 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2017 年度 平成29年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 教員配置 理学部総務企画係 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2018 年度 平成30年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 教員配置 理学部総務企画係 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2019 年度 令和1年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 教員配置 理学部総務企画係 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2020 年度 令和2年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 教員配置 理学部総務企画係 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2018 年度 平成30年 管理運営に関する事項 その他３年保存が必要であると認める文書 共催及び後援等 理学部総務企画係 2019/4/1 ３年 2022/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2019 年度 令和1年 管理運営に関する事項 その他３年保存が必要であると認める文書 共催及び後援等 理学部総務企画係 2020/4/1 ３年 2023/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2020 年度 令和2年 管理運営に関する事項 その他３年保存が必要であると認める文書 共催及び後援等 理学部総務企画係 2021/4/1 ３年 2024/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2016 年度 平成28年 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 勤務時間等状況表 理学部総務企画係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2017 年度 平成29年 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 勤務時間等状況表 理学部総務企画係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2018 年度 平成30年 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 勤務時間等状況表 理学部総務企画係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2019 年度 令和1年 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 勤務時間等状況表 理学部総務企画係 2020/4/1 ５年 2025/3/31
共有サー
バー内 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2020 年度 令和2年 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 勤務時間等状況表 理学部総務企画係 2021/4/1 ５年 2026/3/31
共有サー
バー内 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2020 年度 令和2年 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 勤務時間等状況表
就業支援シス
テム以外

理学部総務企画係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2016 年度 平成28年 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 勤務時間報告書 理学部総務企画係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2017 年度 平成29年 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 勤務時間報告書 理学部総務企画係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2018 年度 平成30年 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 勤務時間報告書 理学部総務企画係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2019 年度 令和1年 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 勤務時間報告書 理学部総務企画係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2020 年度 令和2年 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 勤務時間報告書 理学部総務企画係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2016 年度 平成28年 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 勤務時間割振表 理学部総務企画係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2017 年度 平成29年 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 勤務時間割振表 理学部総務企画係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2018 年度 平成30年 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 勤務時間割振表 理学部総務企画係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2019 年度 令和1年 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 勤務時間割振表 理学部総務企画係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2020 年度 令和2年 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 勤務時間割振表 理学部総務企画係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2011 年度 平成23年 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業
人文学部・理学部総務室
（理学部）

2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2012 年度 平成24年 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業
人文学部・理学部総務室
（理学部）

2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2013 年度 平成25年 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業
人文学部・理学部総務室
（理学部）

2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2014 年度 平成26年 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業 理学部総務企画係 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2015 年度 平成27年 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業 理学部総務企画係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2016 年度 平成28年 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業 理学部総務企画係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2017 年度 平成29年 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業 理学部総務企画係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2018 年度 平成30年 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業 理学部総務企画係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2019 年度 令和1年 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業 理学部総務企画係 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2020 年度 令和2年 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業 理学部総務企画係 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄
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保存期間 媒体の 保存期間

(西暦) (区分) (和暦換算) 大分類 中分類 （小分類） (付記) 作成・取得者 起算日 保存期間 満了日 種別 保存場所 管理者
満了後の措
置

備考

作成・取得年度等 文　書　分　類 名称

2011 年度 平成23年 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業報告
人文学部・理学部総務室
（理学部）

2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2012 年度 平成24年 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業報告
人文学部・理学部総務室
（理学部）

2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2013 年度 平成25年 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業報告
人文学部・理学部総務室
（理学部）

2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2014 年度 平成26年 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業報告 理学部総務企画係 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2015 年度 平成27年 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業報告 理学部総務企画係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2016 年度 平成28年 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業報告 理学部総務企画係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2017 年度 平成29年 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業報告 理学部総務企画係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2018 年度 平成30年 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業報告 理学部総務企画係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2019 年度 令和1年 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業報告 理学部総務企画係 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2020 年度 令和2年 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業報告 理学部総務企画係 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2018 年度 平成30年 職員の人事に関する事項 研修に関する文書 研修願 理学部総務企画係 2019/4/1 ３年 2022/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2019 年度 令和1年 職員の人事に関する事項 研修に関する文書 研修願 理学部総務企画係 2020/4/1 ３年 2023/3/31
共有サー
バー内 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2020 年度 令和2年 職員の人事に関する事項 研修に関する文書 研修願 理学部総務企画係 2021/4/1 ３年 2024/3/31
共有サー
バー内 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2016 年度 平成28年 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 時間外勤務等命令簿 理学部総務企画係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2017 年度 平成29年 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 時間外勤務等命令簿 理学部総務企画係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2018 年度 平成30年 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 時間外勤務等命令簿 理学部総務企画係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2019 年度 令和1年 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 時間外勤務等命令簿 理学部総務企画係 2020/4/1 ５年 2025/3/31
共有サー
バー内 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2020 年度 令和2年 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 時間外勤務等命令簿 理学部総務企画係 2021/4/1 ５年 2026/3/31
共有サー
バー内 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2011 年度 平成23年 管理運営に関する事項
入学式､卒業式､学位記授与式その他本法人が主催する記
念行事に関するもので重要な文書

式典
人文学部・理学部総務室
（理学部）

2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2012 年度 平成24年 管理運営に関する事項
入学式､卒業式､学位記授与式その他本法人が主催する記
念行事に関するもので重要な文書

式典
人文学部・理学部総務室
（理学部）

2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2013 年度 平成25年 管理運営に関する事項
入学式､卒業式､学位記授与式その他本法人が主催する記
念行事に関するもので重要な文書

式典
人文学部・理学部総務室
（理学部）

2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2014 年度 平成26年 管理運営に関する事項
入学式､卒業式､学位記授与式その他本法人が主催する記
念行事に関するもので重要な文書

式典 理学部総務企画係 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2015 年度 平成27年 管理運営に関する事項
入学式､卒業式､学位記授与式その他本法人が主催する記
念行事に関するもので重要な文書

式典 理学部総務企画係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2016 年度 平成28年 管理運営に関する事項
入学式､卒業式､学位記授与式その他本法人が主催する記
念行事に関するもので重要な文書

式典 理学部総務企画係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2017 年度 平成29年 管理運営に関する事項
入学式､卒業式､学位記授与式その他本法人が主催する記
念行事に関するもので重要な文書

式典 理学部総務企画係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2018 年度 平成30年 管理運営に関する事項
入学式､卒業式､学位記授与式その他本法人が主催する記
念行事に関するもので重要な文書

式典 理学部総務企画係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2019 年度 令和1年 管理運営に関する事項
入学式､卒業式､学位記授与式その他本法人が主催する記
念行事に関するもので重要な文書

式典 理学部総務企画係 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2020 年度 令和2年 管理運営に関する事項
入学式､卒業式､学位記授与式その他本法人が主催する記
念行事に関するもので重要な文書

式典 理学部総務企画係 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2016 年度 平成28年 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 出勤簿 理学部総務企画係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2017 年度 平成29年 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 出勤簿 理学部総務企画係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2018 年度 平成30年 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 出勤簿 理学部総務企画係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2019 年度 令和1年 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 出勤簿（非常勤講師） 理学部総務企画係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2020 年度 令和2年 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 出勤簿（非常勤講師） 理学部総務企画係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2016 年度 平成28年 管理運営に関する事項 旅行命令に関する文書 出張関係 理学部総務企画係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2017 年度 平成29年 管理運営に関する事項 旅行命令に関する文書 出張関係 理学部総務企画係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2018 年度 平成30年 管理運営に関する事項 旅行命令に関する文書 出張関係 理学部総務企画係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2011 年度 平成23年 職員の人事に関する事項 職員の安全衛生に関する文書 職員の健康診断
人文学部・理学部総務室
（理学部）

2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2012 年度 平成24年 職員の人事に関する事項 職員の安全衛生に関する文書 職員の健康診断
人文学部・理学部総務室
（理学部）

2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2013 年度 平成25年 職員の人事に関する事項 職員の安全衛生に関する文書 職員の健康診断 理学部総務企画係 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄
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保存期間 媒体の 保存期間

(西暦) (区分) (和暦換算) 大分類 中分類 （小分類） (付記) 作成・取得者 起算日 保存期間 満了日 種別 保存場所 管理者
満了後の措
置

備考

作成・取得年度等 文　書　分　類 名称

2014 年度 平成26年 職員の人事に関する事項 職員の安全衛生に関する文書 職員の健康診断 理学部総務企画係 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2015 年度 平成27年 職員の人事に関する事項 職員の安全衛生に関する文書 職員の健康診断 理学部総務企画係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2016 年度 平成28年 職員の人事に関する事項 職員の安全衛生に関する文書 職員の健康診断 理学部総務企画係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2017 年度 平成29年 職員の人事に関する事項 職員の安全衛生に関する文書 職員の健康診断 理学部総務企画係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2018 年度 平成30年 職員の人事に関する事項 職員の安全衛生に関する文書 職員の健康診断 理学部総務企画係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2019 年度 令和1年 職員の人事に関する事項 職員の安全衛生に関する文書 職員の健康診断 理学部総務企画係 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2020 年度 令和2年 職員の人事に関する事項 職員の安全衛生に関する文書 職員の健康診断 理学部総務企画係 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2018 年度 平成30年 職員の人事に関する事項 研修に関する文書 職員の研修・説明会 理学部総務企画係 2019/4/1 ３年 2022/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2019 年度 令和1年 職員の人事に関する事項 研修に関する文書 職員の研修・説明会 理学部総務企画係 2020/4/1 ３年 2023/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2020 年度 令和2年 職員の人事に関する事項 研修に関する文書 職員の研修・説明会 理学部総務企画係 2021/4/1 ３年 2024/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2016 年度 平成28年 職員の人事に関する事項 その他５年保存が必要であると認める文書 職員録 理学部総務企画係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2017 年度 平成29年 職員の人事に関する事項 その他５年保存が必要であると認める文書 職員録 理学部総務企画係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2018 年度 平成30年 職員の人事に関する事項 その他５年保存が必要であると認める文書 職員録 理学部総務企画係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2019 年度 令和1年 職員の人事に関する事項 その他５年保存が必要であると認める文書 職員録 理学部総務企画係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2020 年度 令和2年 職員の人事に関する事項 その他５年保存が必要であると認める文書 職員録 理学部総務企画係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2016 年度 平成28年 職員の人事に関する事項 倫理に関する文書 贈与 理学部総務企画係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2017 年度 平成29年 職員の人事に関する事項 倫理に関する文書 贈与 理学部総務企画係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2018 年度 平成30年 職員の人事に関する事項 倫理に関する文書 贈与 理学部総務企画係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2019 年度 令和1年 職員の人事に関する事項 倫理に関する文書 贈与 理学部総務企画係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2020 年度 令和2年 職員の人事に関する事項 倫理に関する文書 贈与 理学部総務企画係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2014 年度 平成26年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 テニュアトラック関係文書 理学部総務企画係 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2015 年度 平成27年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 テニュアトラック関係文書 理学部総務企画係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2016 年度 平成28年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 テニュアトラック関係文書 理学部総務企画係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2017 年度 平成29年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 テニュアトラック関係文書 理学部総務企画係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2018 年度 平成30年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 テニュアトラック関係文書 理学部総務企画係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2019 年度 令和1年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 テニュアトラック関係文書 理学部総務企画係 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2011 年度 平成23年 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 特別昇給
人文学部・理学部総務室
（理学部）

2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2012 年度 平成24年 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 特別昇給
人文学部・理学部総務室
（理学部）

2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2013 年度 平成25年 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 特別昇給
人文学部・理学部総務室
（理学部）

2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2014 年度 平成26年 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 特別昇給 理学部総務企画係 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2015 年度 平成27年 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 特別昇給 理学部総務企画係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2016 年度 平成28年 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 特別昇給 理学部総務企画係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2017 年度 平成29年 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 特別昇給 理学部総務企画係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2018 年度 平成30年 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 特別昇給 理学部総務企画係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2019 年度 令和1年 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 特別昇給 理学部総務企画係 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2020 年度 令和2年 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 特別昇給 理学部総務企画係 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2011 年度 平成23年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 任免関係 理学部企画係 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2012 年度 平成24年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 任免関係 理学部企画係 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2013 年度 平成25年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 任免関係 理学部企画係 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄
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保存期間 媒体の 保存期間

(西暦) (区分) (和暦換算) 大分類 中分類 （小分類） (付記) 作成・取得者 起算日 保存期間 満了日 種別 保存場所 管理者
満了後の措
置

備考

作成・取得年度等 文　書　分　類 名称

2014 年度 平成26年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 任免関係 理学部総務企画係 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2015 年度 平成27年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 任免関係 理学部総務企画係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2016 年度 平成28年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 任免関係 理学部総務企画係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2017 年度 平成29年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 任免関係 理学部総務企画係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2018 年度 平成30年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 任免関係 理学部総務企画係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2019 年度 令和1年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 任免関係 理学部総務企画係 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2020 年度 令和2年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 任免関係 理学部総務企画係 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2011 年度 平成23年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤講師
人文学部・理学部総務室
（理学部）

2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2012 年度 平成24年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤講師
人文学部・理学部総務室
（理学部）

2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2013 年度 平成25年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤講師
人文学部・理学部総務室
（理学部）

2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2014 年度 平成26年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤講師 理学部総務企画係 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2015 年度 平成27年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤講師 理学部総務企画係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2016 年度 平成28年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤講師 理学部総務企画係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2017 年度 平成29年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤講師 理学部総務企画係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2018 年度 平成30年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤講師 理学部総務企画係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2019 年度 令和1年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤講師 理学部総務企画係 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2020 年度 令和2年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤講師 理学部総務企画係 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2016 年度 平成28年 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 病気休暇報告 理学部総務企画係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2017 年度 平成29年 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 病気休暇報告 理学部総務企画係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2018 年度 平成30年 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 病気休暇報告 理学部総務企画係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2019 年度 令和1年 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 病気休暇報告 理学部総務企画係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2020 年度 令和2年 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 病気休暇報告 理学部総務企画係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2011 年度 平成23年 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 俸給調整給
人文学部・理学部総務室
（理学部）

2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2012 年度 平成24年 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 俸給調整給
人文学部・理学部総務室
（理学部）

2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2013 年度 平成25年 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 俸給調整給
人文学部・理学部総務室
（理学部）

2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2014 年度 平成26年 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 俸給調整給 理学部総務企画係 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2015 年度 平成27年 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 俸給調整給 理学部総務企画係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2016 年度 平成28年 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 俸給調整給 理学部総務企画係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2017 年度 平成29年 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 俸給調整給 理学部総務企画係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2018 年度 平成30年 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 俸給調整給 理学部総務企画係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2019 年度 令和1年 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 俸給調整給 理学部総務企画係 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2020 年度 令和2年 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 俸給調整給 理学部総務企画係 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2012 年度 平成24年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 名誉教授
人文学部・理学部総務室
（理学部）

2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2014 年度 平成26年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 名誉教授 理学部総務企画係 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2015 年度 平成27年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 名誉教授 理学部総務企画係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2016 年度 平成28年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 名誉教授 理学部総務企画係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2017 年度 平成29年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 名誉教授 理学部総務企画係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2018 年度 平成30年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 名誉教授 理学部総務企画係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄
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2019 年度 令和1年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 名誉教授 理学部総務企画係 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2020 年度 令和2年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 名誉教授 理学部総務企画係 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

1951 年度 昭和26年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 理学部　教授会
人文学部・理学部庶務第
二係

1952/4/1 無期限 未定 紙 書庫 理学部総務企画係

1952 年度 昭和27年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 理学部　教授会
人文学部・理学部庶務第
二係

1953/4/1 無期限 未定 紙 書庫 理学部総務企画係

1953 年度 昭和28年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 理学部　教授会
人文学部・理学部庶務第
二係

1954/4/1 無期限 未定 紙 書庫 理学部総務企画係

1954 年度 昭和29年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 理学部　教授会
人文学部・理学部庶務第
二係

1955/4/1 無期限 未定 紙 書庫 理学部総務企画係

1955 年度 昭和30年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 理学部　教授会
人文学部・理学部庶務第
二係

1956/4/1 無期限 未定 紙 書庫 理学部総務企画係

1956 年度 昭和31年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 理学部　教授会
人文学部・理学部庶務第
二係

1957/4/1 無期限 未定 紙 書庫 理学部総務企画係

1960 年度 昭和35年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 理学部　教授会
人文学部・理学部庶務第
二係

1961/4/1 無期限 未定 紙 書庫 理学部総務企画係

1961 年度 昭和36年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 理学部　教授会
人文学部・理学部庶務第
二係

1962/4/1 無期限 未定 紙 書庫 理学部総務企画係

1963 年度 昭和38年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 理学部　教授会
人文学部・理学部庶務第
二係

1964/4/1 無期限 未定 紙 書庫 理学部総務企画係

1964 年度 昭和39年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 理学部　教授会
人文学部・理学部庶務第
二係

1965/4/1 無期限 未定 紙 書庫 理学部総務企画係

1965 年度 昭和40年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 理学部　教授会
人文学部・理学部庶務第
二係

1966/4/1 無期限 未定 紙 書庫 理学部総務企画係

1966 年度 昭和41年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 理学部　教授会
人文学部・理学部庶務第
二係

1967/4/1 無期限 未定 紙 書庫 理学部総務企画係

1968 年度 昭和43年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 理学部　教授会
人文学部・理学部庶務第
二係

1969/4/1 無期限 未定 紙 書庫 理学部総務企画係

1969 年度 昭和44年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 理学部　教授会
人文学部・理学部庶務第
二係

1970/4/1 無期限 未定 紙 書庫 理学部総務企画係

1970 年度 昭和45年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 理学部　教授会
人文学部・理学部庶務第
二係

1971/4/1 無期限 未定 紙 書庫 理学部総務企画係

1971 年度 昭和46年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 理学部　教授会
人文学部・理学部庶務第
二係

1972/4/1 無期限 未定 紙 書庫 理学部総務企画係

1972 年度 昭和47年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 理学部　教授会
人文学部・理学部庶務第
二係

1973/4/1 無期限 未定 紙 書庫 理学部総務企画係

1973 年度 昭和48年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 理学部　教授会
人文学部・理学部庶務第
二係

1974/4/1 無期限 未定 紙 書庫 理学部総務企画係

1974 年度 昭和49年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 理学部　教授会
人文学部・理学部庶務第
二係

1975/4/1 無期限 未定 紙 書庫 理学部総務企画係

1975 年度 昭和50年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 理学部　教授会
人文学部・理学部庶務第
二係

1976/4/1 無期限 未定 紙 書庫 理学部総務企画係

1976 年度 昭和51年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 理学部　教授会
人文学部・理学部庶務第
二係

1977/4/1 無期限 未定 紙 書庫 理学部総務企画係

1977 年度 昭和52年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 理学部　教授会
人文学部・理学部庶務第
二係

1978/4/1 無期限 未定 紙 書庫 理学部総務企画係

1978 年度 昭和53年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 理学部　教授会
人文学部・理学部庶務第
二係

1979/4/1 無期限 未定 紙 書庫 理学部総務企画係

1979 年度 昭和54年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 理学部　教授会
人文学部・理学部庶務第
二係

1980/4/1 無期限 未定 紙 書庫 理学部総務企画係

1980 年度 昭和55年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 理学部　教授会
人文学部・理学部庶務第
二係

1981/4/1 無期限 未定 紙 書庫 理学部総務企画係

1981 年度 昭和56年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 理学部　教授会
人文学部・理学部庶務第
二係

1982/4/1 無期限 未定 紙 書庫 理学部総務企画係

1982 年度 昭和57年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 理学部　教授会
人文学部・理学部庶務第
二係

1983/4/1 無期限 未定 紙 書庫 理学部総務企画係

1983 年度 昭和58年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 理学部　教授会
人文学部・理学部庶務第
二係

1984/4/1 無期限 未定 紙 書庫 理学部総務企画係

1984 年度 昭和59年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 理学部　教授会
人文学部・理学部庶務第
二係

1985/4/1 無期限 未定 紙 書庫 理学部総務企画係

1985 年度 昭和60年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 理学部　教授会
人文学部・理学部庶務第
二係

1986/4/1 無期限 未定 紙 書庫 理学部総務企画係

1986 年度 昭和61年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 理学部　教授会
人文学部・理学部庶務第
二係

1987/4/1 無期限 未定 紙 書庫 理学部総務企画係

1987 年度 昭和62年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 理学部　教授会
人文学部・理学部庶務第
二係

1988/4/1 無期限 未定 紙 書庫 理学部総務企画係

1988 年度 昭和63年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 理学部　教授会
人文学部・理学部庶務第
二係

1989/4/1 無期限 未定 紙 書庫 理学部総務企画係

1989 年度 平成1年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 理学部　教授会
人文学部・理学部庶務第
二係

1990/4/1 無期限 未定 紙 書庫 理学部総務企画係

1990 年度 平成2年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 理学部　教授会
人文学部・理学部庶務第
二係

1991/4/1 無期限 未定 紙 書庫 理学部総務企画係

1991 年度 平成3年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 理学部　教授会
人文学部・理学部庶務第
二係

1992/4/1 無期限 未定 紙 書庫 理学部総務企画係
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1992 年度 平成4年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 理学部　教授会
人文学部・理学部庶務第
二係

1993/4/1 無期限 未定 紙 書庫 理学部総務企画係

1993 年度 平成5年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 理学部　教授会
人文学部・理学部庶務第
二係

1994/4/1 無期限 未定 紙 書庫 理学部総務企画係

1994 年度 平成6年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 理学部　教授会
人文学部・理学部庶務第
二係

1995/4/1 無期限 未定 紙 書庫 理学部総務企画係

1995 年度 平成7年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 理学部　教授会
人文学部・理学部庶務第
二係

1996/4/1 無期限 未定 紙 書庫 理学部総務企画係

1996 年度 平成8年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 理学部　教授会
人文学部・理学部庶務第
二係

1997/4/1 無期限 未定 紙 書庫 理学部総務企画係

1997 年度 平成9年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 理学部　教授会
人文学部・理学部庶務第
二係

1998/4/1 無期限 未定 紙 書庫 理学部総務企画係

1998 年度 平成10年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 理学部　教授会
人文学部・理学部庶務第
二係

1999/4/1 無期限 未定 紙 書庫 理学部総務企画係

1999 年度 平成11年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 理学部　教授会
人文学部・理学部庶務第
二係

2000/4/1 無期限 未定 紙 書庫 理学部総務企画係

2000 年度 平成12年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 理学部　教授会
人文学部・理学部庶務第
二係

2001/4/1 無期限 未定 紙 書庫 理学部総務企画係

2001 年度 平成13年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 理学部　教授会 人文学部・理学部庶務係 2002/4/1 無期限 未定 紙 書庫 理学部総務企画係

2002 年度 平成14年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 理学部　教授会
人文学部・理学部総務企
画係

2003/4/1 無期限 未定 紙 書庫 理学部総務企画係

2003 年度 平成15年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 理学部　教授会
人文学部・理学部総務企
画係

2004/4/1 無期限 未定 紙 書庫 理学部総務企画係

2004 年度 平成16年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 理学部　教授会
人文学部・理学部総務企
画係

2005/4/1 無期限 未定 紙 書庫 理学部総務企画係

2005 年度 平成17年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 理学部　教授会
人文学部・理学部総務企
画係

2006/4/1 無期限 未定 紙 書庫 理学部総務企画係

2006 年度 平成18年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 理学部　教授会
人文学部・理学部総務企
画係

2007/4/1 無期限 未定 紙 書庫 理学部総務企画係

2007 年度 平成19年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 理学部　教授会
人文学部・理学部総務企
画係

2008/4/1 無期限 未定 紙 書庫 理学部総務企画係

2008 年度 平成20年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 理学部　教授会 理学部総務・予算係 2009/4/1 無期限 未定 紙 書庫 理学部総務企画係

2009 年度 平成21年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 理学部　教授会 理学部総務・予算係 2010/4/1 無期限 未定 紙 書庫 理学部総務企画係

2018 年度 平成30年 職員の人事に関する事項 職員の身分証明書等各種証明書発行に関する文書 各種証明書発行関係 理学部総務企画係 2019/4/1 ３年 2022/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2019 年度 令和1年 職員の人事に関する事項 職員の身分証明書等各種証明書発行に関する文書 各種証明書発行関係 理学部総務企画係 2020/4/1 ３年 2023/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2020 年度 令和2年 職員の人事に関する事項 職員の身分証明書等各種証明書発行に関する文書 各種証明書発行関係 理学部総務企画係 2021/4/1 ３年 2024/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

1991 年度 平成3年 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 理学部　設置・廃止・組織・定員
人文学部・理学部庶務第
二係

1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

1992 年度 平成4年 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 理学部　設置・廃止・組織・定員
人文学部・理学部庶務第
二係

1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

1993 年度 平成5年 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 理学部　設置・廃止・組織・定員
人文学部・理学部庶務第
二係

1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

1994 年度 平成6年 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 理学部　設置・廃止・組織・定員
人文学部・理学部庶務第
二係

1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

1995 年度 平成7年 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 理学部　設置・廃止・組織・定員
人文学部・理学部庶務第
二係

1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

1996 年度 平成8年 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 理学部　設置・廃止・組織・定員
人文学部・理学部庶務第
二係

1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

1997 年度 平成9年 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 理学部　設置・廃止・組織・定員
人文学部・理学部庶務第
二係

1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

1998 年度 平成10年 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 理学部　設置・廃止・組織・定員
人文学部・理学部庶務第
二係

1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

1999 年度 平成11年 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 理学部　設置・廃止・組織・定員
人文学部・理学部庶務第
二係

2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2000 年度 平成12年 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 理学部　設置・廃止・組織・定員
人文学部・理学部庶務第
二係

2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2016 年度 平成28年 管理運営に関する事項 旅行命令に関する文書 旅行命令簿 理学部総務企画係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2017 年度 平成29年 管理運営に関する事項 旅行命令に関する文書 旅行命令簿 理学部総務企画係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2018 年度 平成30年 管理運営に関する事項 旅行命令に関する文書 旅行命令簿 理学部総務企画係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2019 年度 令和1年 管理運営に関する事項 旅行命令に関する文書 旅行命令簿 理学部総務企画係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2020 年度 令和2年 管理運営に関する事項 旅行命令に関する文書 旅行命令簿 理学部総務企画係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2016 年度 平成28年 管理運営に関する事項 旅行命令に関する文書 公用車使用 理学部総務企画係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2017 年度 平成29年 管理運営に関する事項 旅行命令に関する文書 公用車使用 理学部総務企画係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2018 年度 平成30年 管理運営に関する事項 旅行命令に関する文書 公用車使用 理学部総務企画係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄
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2019 年度 令和1年 管理運営に関する事項 旅行命令に関する文書 公用車使用 理学部総務企画係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2020 年度 令和2年 管理運営に関する事項 旅行命令に関する文書 公用車使用 理学部総務企画係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2016 年度 平成28年 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 外国人勤務者・長期海外勤務者等報告書 理学部総務企画係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2017 年度 平成29年 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 外国人勤務者・長期海外勤務者等報告書 理学部総務企画係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2018 年度 平成30年 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 外国人勤務者・長期海外勤務者等報告書 理学部総務企画係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2019 年度 令和1年 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 外国人勤務者・長期海外勤務者等報告書 理学部総務企画係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2016 年度 平成28年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 各種委員会委員 理学部総務企画係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2017 年度 平成29年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 各種委員会委員 理学部総務企画係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2018 年度 平成30年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 各種委員会委員 理学部総務企画係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2019 年度 令和1年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 各種委員会委員 理学部総務企画係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2020 年度 令和2年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 各種委員会委員 理学部総務企画係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2009 年度 平成21年 国際連携に関する事項 国際交流協定の締結に関するもの 学術交流協定 理学部企画係 2010/4/1 無期限 未定 紙 事務室 理学部総務企画係

2010 年度 平成22年 国際連携に関する事項 国際交流協定の締結に関するもの 学術交流協定 理学部企画係 2011/4/1 無期限 未定 紙 事務室 理学部総務企画係

2011 年度 平成23年 国際連携に関する事項 国際交流協定の締結に関するもの 学術交流協定 理学部企画係 2012/4/1 無期限 未定 紙 事務室 理学部総務企画係

2014 年度 平成26年 国際連携に関する事項 国際交流協定の締結に関するもの 学術交流協定 理学部総務企画係 2015/4/1 無期限 未定 紙 事務室 理学部総務企画係

2016 年度 平成28年 国際連携に関する事項 国際交流協定の締結に関するもの 学術交流協定 理学部総務企画係 2017/4/1 無期限 未定 紙 事務室 理学部総務企画係

2017 年度 平成29年 国際連携に関する事項 国際交流協定の締結に関するもの 学術交流協定 理学部総務企画係 2018/4/1 無期限 未定 紙 事務室 理学部総務企画係

2020 年度 令和2年 国際連携に関する事項 国際交流協定の締結に関するもの 学術交流協定 理学部総務企画係 2021/4/1 無期限 未定 紙 事務室 理学部総務企画係

2016 年度 平成28年 職員の人事に関する事項 職員の諸手当に関する文書 期末・勤勉手当・役職手当 理学部総務企画係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2017 年度 平成29年 職員の人事に関する事項 職員の諸手当に関する文書 期末・勤勉手当・役職手当 理学部総務企画係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2018 年度 平成30年 職員の人事に関する事項 職員の諸手当に関する文書 期末・勤勉手当・役職手当 理学部総務企画係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2019 年度 令和1年 職員の人事に関する事項 職員の諸手当に関する文書 期末・勤勉手当・役職手当 理学部総務企画係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2020 年度 令和2年 職員の人事に関する事項 職員の諸手当に関する文書 期末・勤勉手当・役職手当 理学部総務企画係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

1991 年度 平成3年 職員の人事に関する事項 退職手当支給に関する文書 退職手当上申書
人文学部・理学部庶務第
二係

1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

1992 年度 平成4年 職員の人事に関する事項 退職手当支給に関する文書 退職手当上申書
人文学部・理学部庶務第
二係

1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

1993 年度 平成5年 職員の人事に関する事項 退職手当支給に関する文書 退職手当上申書
人文学部・理学部庶務第
二係

1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

1994 年度 平成6年 職員の人事に関する事項 退職手当支給に関する文書 退職手当上申書
人文学部・理学部庶務第
二係

1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

1995 年度 平成7年 職員の人事に関する事項 退職手当支給に関する文書 退職手当上申書
人文学部・理学部庶務第
二係

1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

1996 年度 平成8年 職員の人事に関する事項 退職手当支給に関する文書 退職手当上申書
人文学部・理学部庶務第
二係

1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

1997 年度 平成9年 職員の人事に関する事項 退職手当支給に関する文書 退職手当上申書
人文学部・理学部庶務第
二係

1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

1998 年度 平成10年 職員の人事に関する事項 退職手当支給に関する文書 退職手当上申書
人文学部・理学部庶務第
二係

1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

1999 年度 平成11年 職員の人事に関する事項 退職手当支給に関する文書 退職手当上申書
人文学部・理学部庶務第
二係

2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2000 年度 平成12年 職員の人事に関する事項 退職手当支給に関する文書 退職手当上申書
人文学部・理学部庶務第
二係

2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

1997 年度 平成9年 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 大学院等の設置に係る履行状況報告書 （理学部）
人文学部・理学部庶務第
二係

1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

1998 年度 平成10年 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 大学院等の設置に係る履行状況報告書 （理学部）
人文学部・理学部庶務第
二係

1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

1999 年度 平成11年 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 大学院等の設置に係る履行状況報告書 （理学部）
人文学部・理学部庶務第
二係

2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

1996 年度 平成8年 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 大学院等設置申請書 （理学部）
人文学部・理学部庶務第
二係

1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2016 年度 平成28年 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 調査・回答 理学部総務企画係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2017 年度 平成29年 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 調査・回答 理学部総務企画係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄
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保存期間 媒体の 保存期間

(西暦) (区分) (和暦換算) 大分類 中分類 （小分類） (付記) 作成・取得者 起算日 保存期間 満了日 種別 保存場所 管理者
満了後の措
置

備考

作成・取得年度等 文　書　分　類 名称

2018 年度 平成30年 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 調査・回答 理学部総務企画係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2019 年度 令和1年 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 調査・回答 理学部総務企画係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2020 年度 令和2年 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 調査・回答 理学部総務企画係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

1991 年度 平成3年 職員の人事に関する事項 共済組合長期給付に関する文書 長期給付
人文学部・理学部庶務第
二係

1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

1992 年度 平成4年 職員の人事に関する事項 共済組合長期給付に関する文書 長期給付
人文学部・理学部庶務第
二係

1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

1993 年度 平成5年 職員の人事に関する事項 共済組合長期給付に関する文書 長期給付
人文学部・理学部庶務第
一係

1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

1994 年度 平成6年 職員の人事に関する事項 共済組合長期給付に関する文書 長期給付
人文学部・理学部庶務第
一係

1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

1995 年度 平成7年 職員の人事に関する事項 共済組合長期給付に関する文書 長期給付
人文学部・理学部庶務第
二係

1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

1996 年度 平成8年 職員の人事に関する事項 共済組合長期給付に関する文書 長期給付
人文学部・理学部庶務第
二係

1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

1997 年度 平成9年 職員の人事に関する事項 共済組合長期給付に関する文書 長期給付
人文学部・理学部庶務第
二係

1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

1998 年度 平成10年 職員の人事に関する事項 共済組合長期給付に関する文書 長期給付
人文学部・理学部庶務第
二係

1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2016 年度 平成28年 職員の人事に関する事項 職員の諸手当に関する文書 通勤手当連絡表及び長期出張者等報告書 理学部総務企画係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2017 年度 平成29年 職員の人事に関する事項 職員の諸手当に関する文書 通勤手当連絡表及び長期出張者等報告書 理学部総務企画係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2018 年度 平成30年 職員の人事に関する事項 職員の諸手当に関する文書 通勤手当連絡表及び長期出張者等報告書 理学部総務企画係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2019 年度 令和1年 職員の人事に関する事項 職員の諸手当に関する文書 通勤手当連絡表及び長期出張者等報告書 理学部総務企画係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2020 年度 令和2年 職員の人事に関する事項 職員の諸手当に関する文書 長期休暇・休職等連絡票 理学部総務企画係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2011 年度 平成23年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤職員
人文学部・理学部総務室
（理学部）

2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2012 年度 平成24年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤職員
人文学部・理学部総務室
（理学部）

2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2013 年度 平成25年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤職員
人文学部・理学部総務室
（理学部）

2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2014 年度 平成26年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤職員 理学部総務企画係 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2015 年度 平成27年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤職員 理学部総務企画係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2016 年度 平成28年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤職員 理学部総務企画係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2017 年度 平成29年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤職員 理学部総務企画係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2018 年度 平成30年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤職員 理学部総務企画係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2019 年度 令和1年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤職員 理学部総務企画係 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2020 年度 令和2年 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤職員 理学部総務企画係 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

1991 年度 平成3年 管理運営に関する事項 部局長の選考に関する文書 部局長等選挙
人文学部・理学部庶務第
二係

1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

1993 年度 平成5年 管理運営に関する事項 部局長の選考に関する文書 部局長等選挙
人文学部・理学部庶務第
二係

1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

1994 年度 平成6年 管理運営に関する事項 部局長の選考に関する文書 部局長等選挙
人文学部・理学部庶務第
二係

1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

1995 年度 平成7年 管理運営に関する事項 部局長の選考に関する文書 部局長等選挙
人文学部・理学部庶務第
二係

1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

1997 年度 平成9年 管理運営に関する事項 部局長の選考に関する文書 部局長等選挙
人文学部・理学部庶務第
二係

1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2000 年度 平成12年 管理運営に関する事項 部局長の選考に関する文書 部局長等選挙
人文学部・理学部庶務第
二係

2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2002 年度 平成14年 管理運営に関する事項 部局長の選考に関する文書 部局長等選挙
人文学部・理学部庶務第
二係

2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2004 年度 平成16年 管理運営に関する事項 部局長の選考に関する文書 部局長等選挙
人文学部・理学部総務企
画係

2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2006 年度 平成18年 管理運営に関する事項 部局長の選考に関する文書 部局長等選挙
人文学部・理学部総務企
画係

2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2007 年度 平成19年 管理運営に関する事項 部局長の選考に関する文書 部局長等選挙
人文学部・理学部総務企
画係

2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2008 年度 平成20年 管理運営に関する事項 部局長の選考に関する文書 部局長等選挙 理学部総務・予算係 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2009 年度 平成21年 管理運営に関する事項 部局長の選考に関する文書 部局長等選挙 理学部総務・予算係 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2011 年度 平成23年 管理運営に関する事項 部局長の選考に関する文書 部局長等選挙
人文学部・理学部総務室
（理学部）

2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2013 年度 平成25年 管理運営に関する事項 部局長の選考に関する文書 部局長等選挙
人文学部・理学部総務室
（理学部）

2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄
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保存期間 媒体の 保存期間

(西暦) (区分) (和暦換算) 大分類 中分類 （小分類） (付記) 作成・取得者 起算日 保存期間 満了日 種別 保存場所 管理者
満了後の措
置

備考

作成・取得年度等 文　書　分　類 名称

2015 年度 平成27年 管理運営に関する事項 部局長の選考に関する文書 部局長等選挙
人文学部・理学部総務室
（理学部）

2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2017 年度 平成29年 管理運営に関する事項 部局長の選考に関する文書 部局長等選挙
人文学部・理学部総務室
（理学部）

2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2019 年度 令和1年 管理運営に関する事項 部局長の選考に関する文書 部局長等選挙
人文学部・理学部総務室
（理学部）

2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2010 年度 平成22年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 理学部学部内会議
人文学部・理学部総務室
（理学部）

2011/4/1 無期限 未定 紙 書庫 理学部総務企画係

2011 年度 平成23年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 理学部学部内会議
人文学部・理学部総務室
（理学部）

2012/4/1 無期限 未定 紙 書庫 理学部総務企画係

2012 年度 平成24年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 理学部学部内会議
人文学部・理学部総務室
（理学部）

2013/4/1 無期限 未定 紙 書庫 理学部総務企画係

2013 年度 平成25年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 理学部学部内会議
人文学部・理学部総務室
（理学部）

2014/4/1 無期限 未定 紙 書庫 理学部総務企画係

2014 年度 平成26年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 理学部学部内会議 理学部総務企画係 2015/4/1 無期限 未定 紙 書庫 理学部総務企画係

2015 年度 平成27年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 理学部学部内会議 理学部総務企画係 2016/4/1 無期限 未定 紙 書庫 理学部総務企画係

2016 年度 平成28年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 理学部学部内会議 理学部総務企画係 2017/4/1 無期限 未定 紙 書庫 理学部総務企画係

2017 年度 平成29年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 理学部学部内会議 理学部総務企画係 2018/4/1 無期限 未定 紙 書庫 理学部総務企画係

2018 年度 平成30年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 理学部学部内会議 理学部総務企画係 2019/4/1 無期限 未定 紙 書庫 理学部総務企画係

2019 年度 令和1年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 理学部学部内会議 理学部総務企画係 2020/4/1 無期限 未定 紙 事務室 理学部総務企画係

2020 年度 令和2年 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 理学部学部内会議 理学部総務企画係 2021/4/1 無期限 未定 紙 事務室 理学部総務企画係

2016 年度 平成28年 管理運営に関する事項 会議に関する文書 理学部長・事務長会議 理学部総務企画係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 書庫 理学部総務企画係 廃棄

2017 年度 平成29年 管理運営に関する事項 会議に関する文書 理学部長・事務長会議 理学部総務企画係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2018 年度 平成30年 管理運営に関する事項 会議に関する文書 理学部長・事務長会議 理学部総務企画係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2019 年度 令和1年 管理運営に関する事項 会議に関する文書 理学部長・事務長会議 理学部総務企画係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2020 年度 令和2年 管理運営に関する事項 会議に関する文書 理学部長・事務長会議 理学部総務企画係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 事務室 理学部総務企画係 廃棄

2020 年度 令和2年 管理運営に関する事項 その他無期限保存が必要であると認める文書 コロナ関係　理学部現地対策本部会議関係 理学部総務企画係 2021/4/1 無期限 未定 紙 事務室 理学部総務企画係

2016 年度 平成28年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 資産管理関係（実査） 理学部予算管理係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

2017 年度 平成29年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 資産管理関係（実査） 理学部予算管理係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

2018 年度 平成30年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 資産管理関係（実査） 理学部予算管理係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

2020 年度 令和2年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 資産管理関係（実査） 理学部予算管理係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 事務室 理学部予算管理係 廃棄

2016 年度 平成28年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 NBRP関係 理学部予算管理係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

2017 年度 平成29年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 NBRP関係 理学部予算管理係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

2018 年度 平成30年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 NBRP関係 理学部予算管理係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

2019 年度 令和1年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 NBRP関係 理学部予算管理係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 事務室 理学部予算管理係 廃棄

2016 年度 平成28年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 エレベーター検査報告書 理学部予算管理係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 事務室 理学部予算管理係 廃棄

2017 年度 平成29年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 エレベーター検査報告書 理学部予算管理係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 事務室 理学部予算管理係 廃棄

2018 年度 平成30年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 エレベーター検査報告書 理学部予算管理係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 事務室 理学部予算管理係 廃棄

2019 年度 令和1年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 エレベーター検査報告書 理学部予算管理係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 事務室 理学部予算管理係 廃棄

2020 年度 令和2年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 エレベーター検査報告書 理学部予算管理係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 事務室 理学部予算管理係 廃棄

2016 年度 平成28年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 科学研究費補助金 理学部予算管理係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

2017 年度 平成29年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 科学研究費補助金 理学部予算管理係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

2018 年度 平成30年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 科学研究費補助金 理学部予算管理係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

2019 年度 令和1年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 科学研究費補助金 理学部予算管理係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

2020 年度 令和2年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 科学研究費補助金 理学部予算管理係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 事務室 理学部予算管理係 廃棄

2016 年度 平成28年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 学部長裁量経費 理学部予算管理係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

2017 年度 平成29年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 学部長裁量経費 理学部予算管理係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄
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2018 年度 平成30年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 学部長裁量経費 理学部予算管理係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

2019 年度 令和1年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 学部長裁量経費 理学部予算管理係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

2020 年度 令和2年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 学部長裁量経費 理学部予算管理係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 事務室 理学部予算管理係 廃棄

2016 年度 平成28年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 寄附金関係 理学部予算管理係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

2017 年度 平成29年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 寄附金関係 理学部予算管理係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

2018 年度 平成30年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 寄附金関係 理学部予算管理係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

2019 年度 令和1年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 寄附金関係 理学部予算管理係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

2020 年度 令和2年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 寄附金関係 理学部予算管理係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 事務室 理学部予算管理係 廃棄

2016 年度 平成28年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 公的研究費の不正防止関係 理学部予算管理係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 事務室 理学部予算管理係 廃棄

2017 年度 平成29年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 公的研究費の不正防止関係 理学部予算管理係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 事務室 理学部予算管理係 廃棄

2018 年度 平成30年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 公的研究費の不正防止関係 理学部予算管理係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 事務室 理学部予算管理係 廃棄

2019 年度 令和1年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 公的研究費の不正防止関係 理学部予算管理係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 事務室 理学部予算管理係 廃棄

2020 年度 令和2年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 公的研究費の不正防止関係 理学部予算管理係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 事務室 理学部予算管理係 廃棄

2016 年度 平成28年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 雑件（回答・通知等） 理学部予算管理係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 事務室 理学部予算管理係 廃棄

2017 年度 平成29年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 雑件（回答・通知等） 理学部予算管理係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 事務室 理学部予算管理係 廃棄

2018 年度 平成30年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 雑件（回答・通知等） 理学部予算管理係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 事務室 理学部予算管理係 廃棄

2019 年度 令和1年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 雑件（回答・通知等） 理学部予算管理係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 事務室 理学部予算管理係 廃棄

2020 年度 令和2年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 雑件（回答・通知等） 理学部予算管理係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 事務室 理学部予算管理係 廃棄

2016 年度 平成28年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 資産管理関係 理学部予算管理係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

2017 年度 平成29年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 資産管理関係 理学部予算管理係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

2018 年度 平成30年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 資産管理関係 理学部予算管理係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

2019 年度 令和1年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 資産管理関係 理学部予算管理係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

2020 年度 令和2年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 資産管理関係 理学部予算管理係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 事務室 理学部予算管理係 廃棄

2019 年度 令和1年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 資産管理関係（実査） 理学部予算管理係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

2016 年度 平成28年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 謝金関係 理学部予算管理係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

2017 年度 平成29年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 謝金関係 理学部予算管理係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

2018 年度 平成30年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 謝金関係 理学部予算管理係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

2019 年度 令和1年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 謝金関係 理学部予算管理係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

2020 年度 令和2年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 謝金関係 理学部予算管理係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 事務室 理学部予算管理係 廃棄

2016 年度 平成28年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 消防設備等点検報告書 理学部予算管理係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 事務室 理学部予算管理係 廃棄

2017 年度 平成29年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 消防設備等点検報告書 理学部予算管理係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 事務室 理学部予算管理係 廃棄

2018 年度 平成30年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 消防設備等点検報告書 理学部予算管理係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 事務室 理学部予算管理係 廃棄

2019 年度 令和1年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 消防設備等点検報告書 理学部予算管理係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 事務室 理学部予算管理係 廃棄

2020 年度 令和2年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 消防設備等点検報告書 理学部予算管理係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 事務室 理学部予算管理係 廃棄

2016 年度 平成28年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 スペースチャージ 理学部予算管理係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 事務室 理学部予算管理係 廃棄

2017 年度 平成29年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 スペースチャージ 理学部予算管理係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 事務室 理学部予算管理係 廃棄

2018 年度 平成30年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 スペースチャージ 理学部予算管理係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 事務室 理学部予算管理係 廃棄

2019 年度 令和1年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 スペースチャージ 理学部予算管理係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 事務室 理学部予算管理係 廃棄

2020 年度 令和2年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 スペースチャージ 理学部予算管理係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 事務室 理学部予算管理係 廃棄

2016 年度 平成28年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 清掃等作業日誌 理学部予算管理係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄
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2017 年度 平成29年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 清掃等作業日誌 理学部予算管理係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 事務室 理学部予算管理係 廃棄

2018 年度 平成30年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 清掃等作業日誌 理学部予算管理係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 事務室 理学部予算管理係 廃棄

2019 年度 令和1年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 清掃等作業日誌 理学部予算管理係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 事務室 理学部予算管理係 廃棄

2020 年度 令和2年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 清掃等作業日誌 理学部予算管理係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 事務室 理学部予算管理係 廃棄

2016 年度 平成28年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 その他預り金関係 理学部予算管理係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

2017 年度 平成29年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 その他預り金関係 理学部予算管理係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

2018 年度 平成30年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 その他預り金関係 理学部予算管理係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

2019 年度 令和1年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 その他預り金関係 理学部予算管理係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

2020 年度 令和2年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 その他預り金関係 理学部予算管理係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 事務室 理学部予算管理係 廃棄

2016 年度 平成28年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 テニュアトラック関係 理学部予算管理係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

2017 年度 平成29年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 テニュアトラック関係 理学部予算管理係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

2016 年度 平成28年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 テニュアトラック関係（コンソ） 理学部予算管理係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

2017 年度 平成29年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 テニュアトラック関係（コンソ） 理学部予算管理係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

2018 年度 平成30年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 テニュアトラック関係（コンソ） 理学部予算管理係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

2016 年度 平成28年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 物品受領リスト 理学部予算管理係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

2017 年度 平成29年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 物品受領リスト 理学部予算管理係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 事務室 理学部予算管理係 廃棄

2018 年度 平成30年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 物品受領リスト 理学部予算管理係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 事務室 理学部予算管理係 廃棄

2019 年度 令和1年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 物品受領リスト 理学部予算管理係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 事務室 理学部予算管理係 廃棄

2020 年度 令和2年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 物品受領リスト 理学部予算管理係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 事務室 理学部予算管理係 廃棄

2016 年度 平成28年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 免税アルコール関係書類 理学部予算管理係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 事務室 理学部予算管理係 廃棄

2017 年度 平成29年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 免税アルコール関係書類 理学部予算管理係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 事務室 理学部予算管理係 廃棄

2018 年度 平成30年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 免税アルコール関係書類 理学部予算管理係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 事務室 理学部予算管理係 廃棄

2019 年度 令和1年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 免税アルコール関係書類 理学部予算管理係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 事務室 理学部予算管理係 廃棄

2020 年度 令和2年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 免税アルコール関係書類 理学部予算管理係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 事務室 理学部予算管理係 廃棄

2016 年度 平成28年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 予算要求・配分 理学部予算管理係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

2017 年度 平成29年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 予算要求・配分 理学部予算管理係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

2018 年度 平成30年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 予算要求・配分 理学部予算管理係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

2019 年度 令和1年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 予算要求・配分 理学部予算管理係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

2020 年度 令和2年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 予算要求・配分 理学部予算管理係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 事務室 理学部予算管理係 廃棄

2016 年度 平成28年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 回答（会計関係） 理学部予算管理係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

2017 年度 平成29年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 回答（会計関係） 理学部予算管理係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

2018 年度 平成30年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 回答（会計関係） 理学部予算管理係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

2019 年度 令和1年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 回答（会計関係） 理学部予算管理係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

2020 年度 令和2年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 回答（会計関係） 理学部予算管理係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 事務室 理学部予算管理係 廃棄

2016 年度 平成28年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 概算要求・施設整備等 理学部予算管理係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

2017 年度 平成29年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 概算要求・施設整備等 理学部予算管理係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

2018 年度 平成30年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 概算要求・施設整備等 理学部予算管理係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

2019 年度 令和1年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 概算要求・施設整備等 理学部予算管理係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

2020 年度 令和2年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 概算要求・施設整備等 理学部予算管理係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 事務室 理学部予算管理係 廃棄
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作成・取得年度等 文　書　分　類 名称

2016 年度 平成28年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 受益者負担・光熱水・年間契約 理学部予算管理係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

2017 年度 平成29年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 受益者負担・光熱水・年間契約 理学部予算管理係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

2018 年度 平成30年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 受益者負担・光熱水・年間契約 理学部予算管理係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

2019 年度 令和1年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 受益者負担・光熱水・年間契約 理学部予算管理係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

2020 年度 令和2年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 受益者負担・光熱水・年間契約 理学部予算管理係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 事務室 理学部予算管理係 廃棄

2016 年度 平成28年 会計に関する事項 帳簿､伝票及び契約関係書類 大型契約（一般競争） 理学部予算管理係 2017/4/1
７年〈保存期間
が別途定めら
れているもの

2024/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

2018 年度 平成30年 会計に関する事項 帳簿､伝票及び契約関係書類 大型契約（一般競争） 理学部予算管理係 2019/4/1
７年〈保存期間
が別途定めら
れているもの

2026/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

2019 年度 令和1年 会計に関する事項 帳簿､伝票及び契約関係書類 大型契約（一般競争） 理学部予算管理係 2020/4/1
７年〈保存期間
が別途定めら

2027/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

2020 年度 令和2年 会計に関する事項 帳簿､伝票及び契約関係書類 大型契約（一般競争） 理学部予算管理係 2021/4/1
７年〈保存期間
が別途定めら

2028/3/31 紙 事務室 理学部予算管理係 廃棄

1996 年度 平成8年 会計に関する事項 その他30年保存が必要であると認める文書 現金出納簿 人文学部・理学部会計係 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

1997 年度 平成9年 会計に関する事項 その他30年保存が必要であると認める文書 現金出納簿 人文学部・理学部会計係 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

1996 年度 平成8年 会計に関する事項 その他30年保存が必要であると認める文書 現金領収書受払簿 人文学部・理学部会計係 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

1996 年度 平成8年 会計に関する事項 その他30年保存が必要であると認める文書 支出負担行為差引簿 人文学部・理学部会計係 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

1995 年度 平成7年 会計に関する事項 その他30年保存が必要であると認める文書 徴収簿 人文学部・理学部会計係 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

1996 年度 平成8年 会計に関する事項 その他30年保存が必要であると認める文書 徴収簿 人文学部・理学部会計係 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

1997 年度 平成9年 会計に関する事項 その他30年保存が必要であると認める文書 徴収簿 人文学部・理学部会計係 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

1996 年度 平成8年 会計に関する事項 その他30年保存が必要であると認める文書 年度歳入歳出外現金出納簿 人文学部・理学部会計係 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

1997 年度 平成9年 会計に関する事項 その他30年保存が必要であると認める文書 年度歳入歳出外現金出納簿 人文学部・理学部会計係 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

1991 年度 平成3年 会計に関する事項 その他30年保存が必要であると認める文書 物品供用簿 人文学部・理学部会計係 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

1992 年度 平成4年 会計に関する事項 その他30年保存が必要であると認める文書 物品供用簿 人文学部・理学部会計係 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

1993 年度 平成5年 会計に関する事項 その他30年保存が必要であると認める文書 物品供用簿 人文学部・理学部会計係 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

1994 年度 平成6年 会計に関する事項 その他30年保存が必要であると認める文書 物品供用簿 人文学部・理学部会計係 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

1995 年度 平成7年 会計に関する事項 その他30年保存が必要であると認める文書 物品供用簿 人文学部・理学部会計係 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

1991 年度 平成3年 会計に関する事項 国有財産に関する文書 固有財産台帳（副本を含む） 人文学部・理学部会計係 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

2011 年度 平成23年 管理運営に関する事項 監事監査に関する文書 監査関係 理学部企画係 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 理学部予算管理係 廃棄

2012 年度 平成24年 管理運営に関する事項 監事監査に関する文書 監査関係 理学部企画係 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 理学部予算管理係 廃棄

2013 年度 平成25年 管理運営に関する事項 監事監査に関する文書 監査関係 理学部企画係 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 理学部予算管理係 廃棄

2014 年度 平成26年 管理運営に関する事項 監事監査に関する文書 監査関係 理学部企画係 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 理学部予算管理係 廃棄

2015 年度 平成27年 管理運営に関する事項 監事監査に関する文書 監査関係 理学部企画係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 理学部予算管理係 廃棄

2016 年度 平成28年 管理運営に関する事項 監事監査に関する文書 監査関係 理学部企画係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 理学部予算管理係 廃棄

2017 年度 平成29年 管理運営に関する事項 監事監査に関する文書 監査関係 理学部予算管理係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務室 理学部予算管理係 廃棄

2018 年度 平成30年 管理運営に関する事項 監事監査に関する文書 監査関係 理学部予算管理係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務室 理学部予算管理係 廃棄

2019 年度 令和1年 管理運営に関する事項 監事監査に関する文書 監査関係 理学部予算管理係 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務室 理学部予算管理係 廃棄

2020 年度 令和2年 管理運営に関する事項 監事監査に関する文書 監査関係 理学部予算管理係 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務室 理学部予算管理係 廃棄

2016 年度 平成28年 管理運営に関する事項 内部監査に関する文書 内部監査関係 理学部企画係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

2017 年度 平成29年 管理運営に関する事項 内部監査に関する文書 内部監査関係 理学部予算管理係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

2015 年度 平成27年 学術研究に関する事項 放射線に関する文書 放射線関係 理学部予算管理係 2016/4/1 ５年 2021/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

2016 年度 平成28年 学術研究に関する事項 放射線に関する文書 放射線関係 理学部予算管理係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

2017 年度 平成29年 学術研究に関する事項 放射線に関する文書 放射線関係 理学部予算管理係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

2018 年度 平成30年 学術研究に関する事項 放射線に関する文書 放射線関係 理学部予算管理係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄
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保存期間 媒体の 保存期間
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作成・取得年度等 文　書　分　類 名称

2019 年度 令和1年 学術研究に関する事項 放射線に関する文書 放射線関係 理学部予算管理係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

2020 年度 令和2年 学術研究に関する事項 放射線に関する文書 放射線関係 理学部予算管理係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

1992 年度 平成4年 学術研究に関する事項 個人線量に関する文書 放射線個人線量報告書 理学部予算管理係 1993/4/1 無期限 未定 紙 書庫 理学部予算管理係

1993 年度 平成5年 学術研究に関する事項 個人線量に関する文書 放射線個人線量報告書 理学部予算管理係 1994/4/1 無期限 未定 紙 書庫 理学部予算管理係

1994 年度 平成6年 学術研究に関する事項 個人線量に関する文書 放射線個人線量報告書 理学部予算管理係 1995/4/1 無期限 未定 紙 書庫 理学部予算管理係

1995 年度 平成7年 学術研究に関する事項 個人線量に関する文書 放射線個人線量報告書 理学部予算管理係 1996/4/1 無期限 未定 紙 書庫 理学部予算管理係

1996 年度 平成8年 学術研究に関する事項 個人線量に関する文書 放射線個人線量報告書 理学部予算管理係 1997/4/1 無期限 未定 紙 書庫 理学部予算管理係

1997 年度 平成9年 学術研究に関する事項 個人線量に関する文書 放射線個人線量報告書 理学部予算管理係 1998/4/1 無期限 未定 紙 書庫 理学部予算管理係

1998 年度 平成10年 学術研究に関する事項 個人線量に関する文書 放射線個人線量報告書 理学部予算管理係 1999/4/1 無期限 未定 紙 書庫 理学部予算管理係

1999 年度 平成11年 学術研究に関する事項 個人線量に関する文書 放射線個人線量報告書 理学部予算管理係 2000/4/1 無期限 未定 紙 書庫 理学部予算管理係

2000 年度 平成12年 学術研究に関する事項 個人線量に関する文書 放射線個人線量報告書 理学部予算管理係 2001/4/1 無期限 未定 紙 書庫 理学部予算管理係

2001 年度 平成13年 学術研究に関する事項 個人線量に関する文書 放射線個人線量報告書 理学部予算管理係 2002/4/1 無期限 未定 紙 書庫 理学部予算管理係

2002 年度 平成14年 学術研究に関する事項 個人線量に関する文書 放射線個人線量報告書 理学部予算管理係 2003/4/1 無期限 未定 紙 書庫 理学部予算管理係

2003 年度 平成15年 学術研究に関する事項 個人線量に関する文書 放射線個人線量報告書 理学部予算管理係 2004/4/1 無期限 未定 紙 書庫 理学部予算管理係

2004 年度 平成16年 学術研究に関する事項 個人線量に関する文書 放射線個人線量報告書 理学部予算管理係 2005/4/1 無期限 未定 紙 書庫 理学部予算管理係

2005 年度 平成17年 学術研究に関する事項 個人線量に関する文書 放射線個人線量報告書 理学部予算管理係 2006/4/1 無期限 未定 紙 書庫 理学部予算管理係

2006 年度 平成18年 学術研究に関する事項 個人線量に関する文書 放射線個人線量報告書 理学部予算管理係 2007/4/1 無期限 未定 紙 書庫 理学部予算管理係

2007 年度 平成19年 学術研究に関する事項 個人線量に関する文書 放射線個人線量報告書 理学部予算管理係 2008/4/1 無期限 未定 紙 書庫 理学部予算管理係

2008 年度 平成20年 学術研究に関する事項 個人線量に関する文書 放射線個人線量報告書 理学部予算管理係 2009/4/1 無期限 未定 紙 書庫 理学部予算管理係

2009 年度 平成21年 学術研究に関する事項 個人線量に関する文書 放射線個人線量報告書 理学部予算管理係 2010/4/1 無期限 未定 紙 書庫 理学部予算管理係

2010 年度 平成22年 学術研究に関する事項 個人線量に関する文書 放射線個人線量報告書 理学部予算管理係 2011/4/1 無期限 未定 紙 書庫 理学部予算管理係

2011 年度 平成23年 学術研究に関する事項 個人線量に関する文書 放射線個人線量報告書 理学部予算管理係 2012/4/1 無期限 未定 紙 書庫 理学部予算管理係

2012 年度 平成24年 学術研究に関する事項 個人線量に関する文書 放射線個人線量報告書 理学部予算管理係 2013/4/1 無期限 未定 紙 書庫 理学部予算管理係

2013 年度 平成25年 学術研究に関する事項 個人線量に関する文書 放射線個人線量報告書 理学部予算管理係 2014/4/1 無期限 未定 紙 書庫 理学部予算管理係

2014 年度 平成26年 学術研究に関する事項 個人線量に関する文書 放射線個人線量報告書 理学部予算管理係 2015/4/1 無期限 未定 紙 書庫 理学部予算管理係

2015 年度 平成27年 学術研究に関する事項 個人線量に関する文書 放射線個人線量報告書 理学部予算管理係 2016/4/1 無期限 未定 紙 書庫 理学部予算管理係

2016 年度 平成28年 学術研究に関する事項 個人線量に関する文書 放射線個人線量報告書 理学部予算管理係 2017/4/1 無期限 未定 紙 書庫 理学部予算管理係

2017 年度 平成29年 学術研究に関する事項 個人線量に関する文書 放射線個人線量報告書 理学部予算管理係 2018/4/1 無期限 未定 紙 書庫 理学部予算管理係

2018 年度 平成30年 学術研究に関する事項 個人線量に関する文書 放射線個人線量報告書 理学部予算管理係 2019/4/1 無期限 未定 紙 書庫 理学部予算管理係

2019 年度 令和1年 学術研究に関する事項 個人線量に関する文書 放射線個人線量報告書 理学部予算管理係 2020/4/1 無期限 未定 紙 書庫 理学部予算管理係

2020 年度 令和2年 学術研究に関する事項 個人線量に関する文書 放射線個人線量報告書 理学部予算管理係 2021/4/1 無期限 未定 紙 書庫 理学部予算管理係

2016 年度 平成28年 学術研究に関する事項 放射性同位元素の取扱いに関するもので軽易な文書 国際規制物質 理学部予算管理係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 事務室 理学部予算管理係 廃棄

2017 年度 平成29年 学術研究に関する事項 放射性同位元素の取扱いに関するもので軽易な文書 国際規制物質 理学部予算管理係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 事務室 理学部予算管理係 廃棄

2018 年度 平成30年 学術研究に関する事項 放射性同位元素の取扱いに関するもので軽易な文書 国際規制物質 理学部予算管理係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 事務室 理学部予算管理係 廃棄

2019 年度 令和1年 学術研究に関する事項 放射性同位元素の取扱いに関するもので軽易な文書 国際規制物質 理学部予算管理係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 事務室 理学部予算管理係 廃棄

2020 年度 令和2年 学術研究に関する事項 放射性同位元素の取扱いに関するもので軽易な文書 国際規制物質 理学部予算管理係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 事務室 理学部予算管理係 廃棄

2016 年度 平成28年 学術研究に関する事項
民間等との共同研究､受託研究､受託研究員の受入審査に
関する文書

学術指導制度 理学部予算管理係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 事務室 理学部予算管理係 廃棄

2017 年度 平成29年 学術研究に関する事項
民間等との共同研究､受託研究､受託研究員の受入審査に
関する文書

学術指導制度 理学部予算管理係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 事務室 理学部予算管理係 廃棄

2018 年度 平成30年 学術研究に関する事項
民間等との共同研究､受託研究､受託研究員の受入審査に
関する文書

学術指導制度 理学部予算管理係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 事務室 理学部予算管理係 廃棄

2017 年度 平成29年 学術研究に関する事項
民間等との共同研究､受託研究､受託研究員の受入審査に
関する文書

受託研究・共同研究・受託事業 理学部予算管理係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄
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作成・取得年度等 文　書　分　類 名称

2018 年度 平成30年 学術研究に関する事項
民間等との共同研究､受託研究､受託研究員の受入審査に
関する文書

受託研究・共同研究・受託事業 理学部予算管理係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

2019 年度 令和1年 学術研究に関する事項
民間等との共同研究､受託研究､受託研究員の受入審査に
関する文書

受託研究・共同研究・受託事業 理学部予算管理係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

2020 年度 令和2年 学術研究に関する事項
民間等との共同研究､受託研究､受託研究員の受入審査に
関する文書

受託研究・共同研究・受託事業 理学部予算管理係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 事務室 理学部予算管理係 廃棄

2012 年度 平成24年 職員の人事に関する事項 職員の安全衛生に関する文書 安全衛生関係 理学部企画係 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

2013 年度 平成25年 職員の人事に関する事項 職員の安全衛生に関する文書 安全衛生関係 理学部企画係 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

2014 年度 平成26年 職員の人事に関する事項 職員の安全衛生に関する文書 安全衛生関係 理学部予算管理係 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

2015 年度 平成27年 職員の人事に関する事項 職員の安全衛生に関する文書 安全衛生関係 理学部予算管理係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

2017 年度 平成29年 職員の人事に関する事項 職員の安全衛生に関する文書 安全衛生関係 理学部予算管理係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

2018 年度 平成30年 職員の人事に関する事項 職員の安全衛生に関する文書 安全衛生関係 理学部予算管理係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

2019 年度 令和1年 職員の人事に関する事項 職員の安全衛生に関する文書 安全衛生関係 理学部予算管理係 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

2020 年度 令和2年 職員の人事に関する事項 職員の安全衛生に関する文書 安全衛生関係 理学部予算管理係 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務室 理学部予算管理係 廃棄

2013 年度 平成25年 職員の人事に関する事項 職員の安全衛生に関する文書 安全衛生関係（前期・後期作業環境測定） 理学部企画係 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

2014 年度 平成26年 職員の人事に関する事項 職員の安全衛生に関する文書 安全衛生関係（前期・後期作業環境測定） 理学部企画係 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

1991 年度 平成3年 職員の人事に関する事項 職員の安全衛生に関するもので重要な文書 放射線関係
人文学部・理学部庶務第
２係

1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

1992 年度 平成4年 職員の人事に関する事項 職員の安全衛生に関するもので重要な文書 放射線関係
人文学部・理学部庶務第
２係

1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

1993 年度 平成5年 職員の人事に関する事項 職員の安全衛生に関するもので重要な文書 放射線関係
人文学部・理学部庶務第
２係

1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

1994 年度 平成6年 職員の人事に関する事項 職員の安全衛生に関するもので重要な文書 放射線関係
人文学部・理学部庶務第
２係

1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

1995 年度 平成7年 職員の人事に関する事項 職員の安全衛生に関するもので重要な文書 放射線関係
人文学部・理学部庶務第
２係

1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

1996 年度 平成8年 職員の人事に関する事項 職員の安全衛生に関するもので重要な文書 放射線関係
人文学部・理学部庶務第
２係

1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

1997 年度 平成9年 職員の人事に関する事項 職員の安全衛生に関するもので重要な文書 放射線関係
人文学部・理学部庶務第
２係

1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

1998 年度 平成10年 職員の人事に関する事項 職員の安全衛生に関するもので重要な文書 放射線関係
人文学部・理学部庶務第
２係

1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

1999 年度 平成11年 職員の人事に関する事項 職員の安全衛生に関するもので重要な文書 放射線関係
人文学部・理学部庶務第
２係

2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

2010 年度 平成22年 職員の人事に関する事項 職員の安全衛生に関するもので重要な文書 放射線関係
人文学部・理学部庶務第
２係

2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

2011 年度 平成23年 職員の人事に関する事項 職員の安全衛生に関するもので重要な文書 放射線関係
人文学部・理学部庶務第
２係

2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

2012 年度 平成24年 職員の人事に関する事項 職員の安全衛生に関するもので重要な文書 放射線関係
人文学部・理学部庶務第
２係

2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

2013 年度 平成25年 職員の人事に関する事項 職員の安全衛生に関するもので重要な文書 放射線関係
人文学部・理学部庶務第
２係

2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄

2014 年度 平成26年 職員の人事に関する事項 職員の安全衛生に関するもので重要な文書 放射線関係
人文学部・理学部庶務第
２係

2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 書庫 理学部予算管理係 廃棄
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