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2021年度 共通 会議 令和3年度_会議・打合せ等記録等 IR担当室長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 Ｂ３棟１階IR担当室室内 IR担当室長 IR担当室 廃棄

2021年度 共通 服務 令和3年度_勤務状況関係 IR担当室長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 Ｂ３棟１階IR担当室室内 IR担当室長 IR担当室 廃棄

2021年度 共通 服務 令和3年度_職員研修等（学内） IR担当室長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 Ｂ３棟１階IR担当室室内 IR担当室長 IR担当室 廃棄

2021年度 共通 学内通知文書 令和3年度_学内通知文書 IR担当室長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 Ｂ３棟１階IR担当室室内 IR担当室長 IR担当室 廃棄

2021年度 共通 通達等 令和3年度_照会・回答（学内） IR担当室長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 Ｂ３棟１階IR担当室室内 IR担当室長 IR担当室 廃棄

2021年度 共通 調査
令和3年度_調査・回答（他大学・改組関係・学生・卒業生・雇用
先等）

IR担当室長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 Ｂ３棟１階IR担当室室内 IR担当室長 IR担当室 廃棄

2021年度 共通 その他
令和3年度_その他IR室関係（規程改正・室員任命・IR分析依
頼・報告資料関係）

IR担当室長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 Ｂ３棟１階IR担当室室内 IR担当室長 IR担当室 廃棄

2021年度 共通 その他 令和3年度_財務関係（予算・執行・報告ほか） IR担当室長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 Ｂ３棟１階IR担当室室内 IR担当室長 IR担当室 廃棄

2021年度 共通 その他
令和3年度_教師の養成・採用・研修の一体的改革推進事業関
係

IR担当室長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 Ｂ３棟１階IR担当室室内 IR担当室長 IR担当室 廃棄

2021年度 共通 その他 令和3年度_教員養成フラグシップ大学関係 IR担当室長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 Ｂ３棟１階IR担当室室内 IR担当室長 IR担当室 廃棄

2021年度 共通 その他 令和3年度_その他（大学評価・コンソーシアム関係） IR担当室長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 Ｂ３棟１階IR担当室室内 IR担当室長 IR担当室 廃棄

2020年度 IR担当室 その他 令和2年度_ＩＲ組織設置関係（規定改正）
経営戦略課評価担当室
長

2020/4/1 10年 2031/3/31 紙 Ｂ３棟１階IR担当室室内 IR担当室長 IR担当室 廃棄

2020年度 IR担当室 会議 令和2年度_ＩＲ組織検討関係(打合せ等記録等）
経営戦略課評価担当室
長

2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 Ｂ３棟１階IR担当室室内 IR担当室長 IR担当室 廃棄

2019年度 IR担当室 会議 令和元年度経営IR戦略専門部会 監査室長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 Ｂ３棟１階IR担当室室内 IR担当室長 IR担当室 廃棄

2018年度 IR担当室 会議 平成３０年度経営ＩＲ戦略専門部会 経営戦略課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 Ｂ３棟１階IR担当室室内 IR担当室長 IR担当室 廃棄

2016年度 IR担当室 会議 ＩＲ組織検討関係〔Ｈ２８年度～Ｈ２９年度〕 総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 Ｂ３棟１階IR担当室室内 IR担当室長 IR担当室 廃棄

2021年度 総務課 会議 令和３年度　教育協働学科運営委員会 総務課長 2022/4/1 30年 2052/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

C1棟１階教員支援係室内 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2021年度 総務課 会議 令和３年度　教育協働学科教授会 総務課長 2022/4/1 30年 2052/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

C1棟１階教員支援係室内 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2021年度 総務課 会議 令和３年度　教育協働学科評価委員会 総務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

C1棟１階教員支援係室内 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2021年度 総務課 会議 令和３年度　教育協働学科ＦＤ事業推進委員会 総務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

C1棟１階教員支援係室内 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2021年度 総務課 会議 令和３年度　各種委員会推薦関係 総務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

C1棟１階教員支援係室内 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2021年度 総務課 会議 令和３年度　教育協働学科運営委員会教務専門委員会 総務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

C1棟１階教員支援係室内 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2021年度 総務課 会議 令和３年度　教育協働学科運営委員会人事専門委員会 総務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

C1棟１階教員支援係室内 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2021年度 総務課 会議 令和３年度　教育協働学科運営委員会将来構想専門委員会 総務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

C1棟１階教員支援係室内 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2021年度 総務課 会議 令和３年度　旧教養学科事項取扱専門委員会 総務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

C1棟１階教員支援係室内 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2021年度 総務課 予算 令和３年度　予算 総務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

C1棟１階教員支援係室内 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2021年度 総務課 服務 令和３年度　休暇簿（特休・病休） 総務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 Ｂ３棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2021年度 総務課 服務 令和３年度　休暇簿（年次休暇） 総務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 Ｂ３棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄
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2021年度 総務課 服務 令和３年度　休日振替申請書 総務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 Ｂ３棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2021年度 総務課 服務 令和３年度　研修願 総務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 Ｂ３棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2021年度 総務課 服務 令和３年度　講師派遣 総務課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 Ｂ３棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2021年度 総務課 服務 令和３年度　旅行命令簿 総務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 Ｂ３棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2021年度 総務課 会議 令和3年度　役員会① 総務課長 2022/4/1 30年 2051/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2021年度 総務課 会議 令和3年度　役員会② 総務課長 2022/4/1 30年 2051/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2021年度 総務課 会議 令和3年度　教育研究協議会① 総務課長 2022/4/1 30年 2051/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2021年度 総務課 会議 令和3年度　教育研究協議会② 総務課長 2022/4/1 30年 2051/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2021年度 総務課 会議 令和3年度　経営協議会 総務課長 2022/4/1 30年 2051/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2021年度 総務課 会議 令和3年度　学長選考会議 総務課長 2022/4/1 30年 2051/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2021年度 総務課 規程 令和3年度　学内規程改廃関係① 総務課長 2022/4/1 30年 2051/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2021年度 総務課 規程 令和3年度　学内規程改廃関係② 総務課長 2022/4/1 30年 2051/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2021年度 総務課 規程 令和3年度　学内規程改廃関係③ 総務課長 2022/4/1 30年 2051/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2021年度 総務課 会議 令和3年度　役員協議会① 総務課長 2022/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2021年度 総務課 会議 令和3年度　役員協議会② 総務課長 2022/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2021年度 総務課 会議 平成32年度　役員協議会③ 総務課長 2022/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2021年度 総務課 会議 平成33年度　役員協議会④ 総務課長 2022/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2021年度 総務課 会議 令和3年度　部局長連絡会議４月～９月 総務課長 2022/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2021年度 総務課 会議 令和3年度　部局長連絡会議10月～３月 総務課長 2022/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2021年度 総務課 会議 令和3年度　事務局会議① 総務課長 2022/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2021年度 総務課 会議 令和3年度　事務局会議② 総務課長 2022/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2021年度 総務課 会議 令和3年度　全学説明会 総務課長 2022/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2021年度 総務課 会議 令和3年度　学長・事務局長・総務課長等会議 総務課長 2022/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2021年度 総務課 会議 令和3年度　会議提出資料（決裁） 総務課長 2022/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2021年度 総務課 会議
令和3年度　大阪府・大阪市・堺市・豊能地区教育委員会拡大
連携協議会

総務課長 2022/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2021年度 総務課 渉外 令和3年度　大阪コンソーシアム 総務課長 2022/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2021年度 総務課 会議 令和3年度　防災・防犯　防災等対策委員会① 総務課長 2022/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2021年度 総務課 会議 令和3年度　防災・防犯　防災等対策委員会② 総務課長 2022/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2021年度 総務課 会議 令和3年度　危機管理室 総務課長 2022/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2021年度 総務課 文書 令和3年度　個人情報・情報公開（開示請求除く） 総務課長 2022/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄
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2021年度 総務課 広報 令和3年度　共催・後援名義使用 総務課長 2022/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2021年度 総務課 文書 令和3年度　公文書管理 総務課長 2022/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2021年度 総務課 中期目標・中期計画 令和3年度　中期目標・中期計画・年度計画（課内） 総務課長 2022/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2021年度 総務課 渉外 令和3年度　日本教育大学協会 総務課長 2022/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2021年度 総務課 渉外 令和3年度　国立大学協会 総務課長 2022/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2021年度 総務課 予算 令和3年度　物品購入・謝金① 総務課長 2022/4/1 8年 2028/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2021年度 総務課 予算 令和3年度　物品購入・謝金② 総務課長 2022/4/1 8年 2028/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2021年度 総務課 通達等 令和3年度　学内通知　調査・照会・回答（学内）① 総務課長 2022/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2021年度 総務課 通達等 令和3年度　学内通知　調査・照会・回答（学内）② 総務課長 2022/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2021年度 総務課 調査 令和3年度　学校基本調査 総務課長 2022/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2021年度 総務課 調査 令和3年度　他機関（文部科学省以外）調査・回答 総務課長 2022/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2021年度 総務課 通達等 令和3年度　文部科学省　通達・通知① 総務課長 2022/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2021年度 総務課 通達等 令和3年度　文部科学省　通達・通知② 総務課長 2022/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2021年度 総務課 調査 令和3年度　文部科学省　調査・回答 総務課長 2022/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2021年度 総務課 通達等 令和3年度　文教協会・文部科学省教育通信（名簿） 総務課長 2022/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2021年度 総務課 通達等 令和3年度　通知・周知依頼・協力依頼（他機関） 総務課長 2022/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2021年度 総務課 予算 令和3年度　予算（課内） 総務課長 2022/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2021年度 総務課 行事・儀式 令和3年度　応急手当普及員講習会・普通救命講習会 総務課長 2022/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2021年度 総務課 行事・儀式 令和3年度卒業式・令和4年度入学式・ 総務課長 2022/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2021年度 総務課 その他 令和3年度　慶弔電報発信 総務課長 2022/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2021年度 総務課 服務 令和3年度　旅行命令報告書 総務課長 2022/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2021年度 総務課 服務 令和3年度　タクシーチケット 総務課長 2022/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2021年度 総務課 その他 令和3年度　海外渡航・私事渡航 総務課長 2022/4/1 3年 2024/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2021年度 総務課 服務 令和3年度　総務課休暇簿 総務課長 2022/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2021年度 総務課 その他 令和3年度　雑綴 総務課長 2022/4/1 3年 2024/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2021年度 総務課 郵便 令和3年度　郵便切手 総務課長 2022/4/1 3年 2024/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2021年度 総務課 郵便 令和3年度　郵便発送明細書（4月～9月） 総務課長 2022/4/1 3年 2024/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2021年度 総務課 郵便 令和3年度　郵便発送明細書（10月～3月） 総務課長 2022/4/1 3年 2024/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2021年度 総務課 郵便 令和3年度　ゆうパック差出票 総務課長 2022/4/1 3年 2024/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2021年度 総務課 郵便 令和3年度　ゆうメール差出票 総務課長 2022/4/1 3年 2024/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄
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2021年度 総務課 郵便 令和3年度　書留郵便物処理簿 総務課長 2022/4/1 3年 2024/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2021年度 総務課 郵便 令和3年度　書留・特定記録郵便物等受領証① 総務課長 2022/4/1 3年 2024/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2021年度 総務課 郵便 令和3年度　書留・特定記録郵便物等受領証② 総務課長 2022/4/1 3年 2024/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2021年度 総務課 郵便 令和3年度　集計データ 総務課長 2022/4/1 3年 2024/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2021年度 総務課 会議 令和3年度　役員懇談会 総務課長 2022/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2021年度 総務課 コロナ対応 令和3年度　新型コロナウイルス対応① 総務課長 2022/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 移管

2021年度 総務課 コロナ対応 令和3年度　新型コロナウイルス対応② 総務課長 2022/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 移管

2021年度 総務課 コロナ対応 令和3年度　危機管理本部　新型コロナウイルス対応① 総務課長 2022/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 移管

2021年度 総務課 コロナ対応 令和3年度　危機管理本部　新型コロナウイルス対応② 総務課長 2022/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 移管

2021年度 総務課 コロナ対応 近大職域接種予診票（写し）① 総務課長 2022/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2021年度 総務課 コロナ対応 近大職域接種予診票（写し）② 総務課長 2022/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2021年度 総務課 コロナ対応 近大職域接種予診票（写し）③ 総務課長 2022/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2021年度 総務課 コロナ対応 近大職域接種予診票（写し）④ 総務課長 2022/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2021年度 総務課
授業目的公衆送信補償
金

授業目的公衆送信補償金 総務課長 2022/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2021年度 総務課 服務 令和3年度勤務時間報告 総務課長 2022/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2021年度 総務課 その他 令和３年度　教員慶弔会 総務課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 C1棟１階教員支援係室内 総務課長 総務課教員支援係 廃棄

2020年度 総務課 会議 令和２年度　教育協働学科運営委員会　第１～１２回 総務課長 2021/4/1 30年 2051/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

C1棟１階教員支援係室内 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2020年度 総務課 会議 令和２年度　教育協働学科教授会 総務課長 2021/4/1 30年 2051/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

C1棟１階教員支援係室内 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2020年度 総務課 服務 令和２年度　海外出張・海外研修・私事渡航 総務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 Ｂ３棟１階 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2020年度 総務課 その他 令和２年度　謝金 総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 Ｂ３棟１階 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2020年度 総務課 その他 令和２年度　予算 総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 Ｂ３棟１階 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2020年度 総務課 会議 令和２年度　旧教養学科事項取扱専門委員会 総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

C1棟１階教員支援係室内 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2020年度 総務課 会議 令和２年度　各種委員会 総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

C1棟１階教員支援係室内 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2020年度 総務課 会議 令和２年度　教育協働学科運営委員会教務専門委員会 総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

C1棟１階教員支援係室内 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2020年度 総務課 会議 令和２年度　教育協働学科将来構想専門委員会 総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

C1棟１階教員支援係室内 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2020年度 総務課 会議 令和２年度　教育協働学科ＦＤ事業推進委員会 総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

C1棟１階教員支援係室内 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2020年度 総務課 会議 令和２年度　教育協働学科運営委員会人事専門委員会 総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 Ｂ３棟１階 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2020年度 総務課 服務 令和２年度　休暇簿（特休・病休） 総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 Ｂ３棟１階 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2020年度 総務課 服務 令和２年度　休暇簿（年次休暇） 総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 Ｂ３棟１階 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2020年度 総務課 服務 令和２年度　出勤簿 総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 Ｂ３棟１階 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄
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2020年度 総務課 服務 令和２年度　休日振替簿 総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 Ｂ３棟１階 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2020年度 総務課 服務 令和２年度　勤務時間申告書・兼業 総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 Ｂ３棟１階 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2020年度 総務課 服務 令和２年度　健康状態報告書 総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 Ｂ３棟１階 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2020年度 総務課 服務 令和２年度　研修願 総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 Ｂ３棟１階 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2020年度 総務課 服務 令和２年度　講師派遣 総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 Ｂ３棟１階 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2020年度 総務課 服務 令和２年度　出張依頼　　【他機関からの出張依頼】 総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 Ｂ３棟１階 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2020年度 総務課 服務 令和２年度　出張依頼　　【他機関への出張依頼】 総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 Ｂ３棟１階 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2020年度 総務課 服務 令和２年度　旅行命令簿 総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 Ｂ３棟１階 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2020年度 総務課 その他 令和２年度　車両入構許可書申請書 総務課長 2021/4/1 1年 2026/3/31 紙 Ｂ３棟１階 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2020年度 総務課 会議 令和2年度　役員会 総務課長 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2020年度 総務課 会議 令和2年度　教育研究協議会① 総務課長 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2020年度 総務課 会議 令和2年度　教育研究協議会② 総務課長 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2020年度 総務課 会議 令和2年度　教育研究協議会③ 総務課長 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2020年度 総務課 会議 令和2年度　経営協議会① 総務課長 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2020年度 総務課 会議 令和2年度　経営協議会② 総務課長 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2020年度 総務課 会議 令和2年度　学長選考会議 総務課長 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2020年度 総務課 規程 令和2年度　学内規程改廃関係① 総務課長 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2020年度 総務課 規程 令和2年度　学内規程改廃関係② 総務課長 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2020年度 総務課 規程 令和2年度　学内規程改廃関係③ 総務課長 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2020年度 総務課 会議 令和2年度　役員協議会① 総務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2020年度 総務課 会議 令和2年度　役員協議会② 総務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2020年度 総務課 会議 平成32年度　役員協議会③ 総務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2020年度 総務課 会議 平成33年度　役員協議会④ 総務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2020年度 総務課 会議 平成33年度　役員協議会⑤ 総務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2020年度 総務課 会議 平成33年度　役員協議会⑥ 総務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2020年度 総務課 会議 令和2年度　部局長連絡会議４月～９月 総務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2020年度 総務課 会議 令和2年度　部局長連絡会議10月～３月 総務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2020年度 総務課 会議 令和2年度　部局長連絡会議10月～3月　② 総務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2020年度 総務課 会議 令和2年度　事務局会議① 総務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2020年度 総務課 会議 令和2年度　事務局会議② 総務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

5/398



作成・取得
年度

大分類 中分類
法人文書ファイル名

（小分類）
作成・取得時の

文書管理者
保存期間
の起算日

保存期間
保存期間の
満了する日

媒体の種別 保存場所
現状の

文書管理者
保有担当
係等名称

保存期間が満
了したときの措

置

2020年度 総務課 会議 令和2年度　事務局会議③ 総務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2020年度 総務課 会議 令和2年度　事務局会議④ 総務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2020年度 総務課 会議 令和2年度　全学説明会 総務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2020年度 総務課 会議 令和2年度　学長・事務局長・総務課長等会議 総務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2020年度 総務課 会議
令和2年度　大阪府・大阪市・堺市・豊能地区教育委員会拡大
連携協議会

総務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2020年度 総務課 渉外 令和2年度　大阪コンソーシアム 総務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2020年度 総務課 渉外 令和2年度～　2020年オリンピック・パラリンピック委員会 総務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2020年度 総務課 会議 令和2年度　防災・防犯　防災等対策委員会 総務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2020年度 総務課 会議 令和2年度　危機管理室 総務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2020年度 総務課 文書 令和2年度　個人情報・情報公開（開示請求除く） 総務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2020年度 総務課 広報 令和2年度　共催・後援名義使用 総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2020年度 総務課 文書 令和2年度　公文書管理 総務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2020年度 総務課 中期目標・中期計画 令和2年度　中期目標・中期計画・年度計画（課内） 総務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2020年度 総務課 渉外 令和2年度　日本教育大学協会 総務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2020年度 総務課 渉外 令和2年度　国立大学協会 総務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2020年度 総務課 予算 令和2年度　物品購入・謝金 総務課長 2021/4/1 8年 2028/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2020年度 総務課 通達等 令和2年度　学内通知　調査・照会・回答（学内）① 総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2020年度 総務課 通達等 令和2年度　学内通知　調査・照会・回答（学内）② 総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2020年度 総務課 調査 令和2年度　学校基本調査 総務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2020年度 総務課 調査 令和2年度　他機関（文部科学省以外）調査・回答 総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2020年度 総務課 通達等 令和2年度　文部科学省　通達・通知① 総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2020年度 総務課 通達等 令和2年度　文部科学省　通達・通知② 総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2020年度 総務課 調査 令和2年度　文部科学省　調査・回答 総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2020年度 総務課 通達等 令和2年度　文教協会・文部科学省教育通信（名簿） 総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2020年度 総務課 通達等 令和2年度　通知・周知依頼・協力依頼（他機関） 総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2020年度 総務課 予算 令和2年度　予算（課内） 総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2020年度 総務課 行事・儀式 令和2年度　応急手当普及員講習会・普通救命講習会 総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2020年度 総務課 行事・儀式 平成32年度入学式・令和2年度卒業式 総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2020年度 総務課 その他 令和2年度　慶弔電報発信 総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2020年度 総務課 服務 令和2年度　旅行命令報告書 総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄
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2020年度 総務課 その他 令和2年度　海外渡航・私事渡航 総務課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2020年度 総務課 服務 令和2年度　休暇簿 総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2020年度 総務課 その他 令和2年度　雑綴 総務課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2020年度 総務課 郵便 令和2年度　郵便切手 総務課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2020年度 総務課 郵便 令和2年度　郵便発送明細書（4月～9月） 総務課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2020年度 総務課 郵便 令和2年度　郵便発送明細書（10月～3月） 総務課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2020年度 総務課 郵便 令和2年度　ゆうパック差出票 総務課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2020年度 総務課 郵便 令和2年度　ゆうメール差出票 総務課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2020年度 総務課 郵便 令和2年度　書留郵便物処理簿 総務課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2020年度 総務課 郵便 令和2年度　書留・特定記録郵便物等受領証 総務課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2020年度 総務課 会議 令和2年度　役員懇談会 総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2020年度 総務課 会議 令和2年度　監事候補者選考委員会 総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2020年度 総務課 服務 令和2年度　自家用車業務使用管理簿・登録簿 総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2020年度 総務課 コロナ対応 令和2年度　新型コロナウイルス感染症対応① 総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 移管

2020年度 総務課 コロナ対応 令和2年度　新型コロナウイルス感染症対応② 総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 移管

2020年度 総務課 コロナ対応 令和2年度　新型コロナウイルス感染症対応③ 総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 移管

2020年度 総務課 コロナ対応 令和2年度　新型コロナウイルス感染症対応④ 総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 移管

2020年度 総務課 コロナ対応 令和2年度　新型コロナウイルス感染症対応⑤ 総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 移管

2020年度 総務課 コロナ対応 令和2年度　新型コロナウイルス感染症対応⑥ 総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 移管

2019年度 総務課 会議 平成３１/令和元年度　教育協働学科運営委員会　第１～８回 総務課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 Ｂ３棟１階 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2019年度 総務課 会議
平成３１/令和元年度　教育協働学科運営委員会　第９～１２
回

総務課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 Ｂ３棟１階 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2019年度 総務課 会議 平成３１/令和元年度　教育協働学科教授会 総務課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 Ｂ３棟１階 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2019年度 総務課 服務 平成３１・令和元年度　海外出張・海外研修・私事渡航 総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 Ｂ３棟１階 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2019年度 総務課 その他 平成３１・令和元年度　謝金 総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 Ｂ３棟１階 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2019年度 総務課 その他 平成３１/令和元年度　予算 総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 Ｂ３棟１階 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2019年度 総務課 会議 平成３１/令和元年度　旧教養学科事項取扱専門委員会 総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 Ｂ３棟１階 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2019年度 総務課 会議 平成３１/令和元年度　各種委員会 総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 Ｂ３棟１階 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2019年度 総務課 会議
平成３１/令和元年度　教育協働学科運営委員会教務専門委
員会

総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 Ｂ３棟１階 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2019年度 総務課 会議 平成３１/令和元年度　教育協働学科将来構想専門委員会 総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 Ｂ３棟１階 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2019年度 総務課 会議 平成３１/令和元年度　教育協働学科ＦＤ事業推進委員会 総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 Ｂ３棟１階 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄
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2019年度 総務課 会議
平成３１/令和元年度　教育協働学科運営委員会人事専門委
員会

総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 Ｂ３棟１階 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2019年度 総務課 服務 平成３１・令和元年度　休暇簿（特休・病休） 総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 Ｂ３棟１階 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2019年度 総務課 服務 平成３１・令和元年度　休暇簿（年次休暇） 総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 Ｂ３棟１階 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2019年度 総務課 服務 平成３１・令和元年度　出勤簿 総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 Ｂ３棟１階 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2019年度 総務課 服務 平成３１・令和元年度　休日振替簿 総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 Ｂ３棟１階 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2019年度 総務課 服務 平成３１・令和元年度　勤務時間申告書・兼業 総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 Ｂ３棟１階 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2019年度 総務課 服務 平成３１・令和元年度　健康状態報告書 総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 Ｂ３棟１階 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2019年度 総務課 服務 平成３１・令和元年度　研修願 総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 Ｂ３棟１階 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2019年度 総務課 服務 平成３１・令和元年度　講師派遣 総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 Ｂ３棟１階 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2019年度 総務課 服務 平成３１・令和元年度　出張依頼　　【他機関からの出張依頼】 総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 Ｂ３棟１階 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2019年度 総務課 服務 平成３１・令和元年度　出張依頼　　【他機関への出張依頼】 総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 Ｂ３棟１階 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2019年度 総務課 服務 平成３１・令和元年度　旅行命令簿 総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 Ｂ３棟１階 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2019年度 総務課 規程
平成31年度　学内規程改廃関係（R2.4　組織改編に係る一括
改正）

総務課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2019年度 総務課 会議 平成31年度　役員会 総務課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2019年度 総務課 会議 平成31年度　教育研究協議会 総務課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2019年度 総務課 会議 平成31年度　経営協議会 総務課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2019年度 総務課 会議 平成31年度　学長選考会議 総務課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2019年度 総務課 規程 平成31年度　学内規程改廃関係 総務課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2019年度 総務課 会議 平成31年度　役員協議会① 総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2019年度 総務課 会議 平成31年度　役員協議会② 総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2019年度 総務課 会議 平成32年度　役員協議会③ 総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2019年度 総務課 会議 平成33年度　役員協議会④ 総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2019年度 総務課 会議 平成31年度　部局長連絡会議４月～９月 総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2019年度 総務課 会議 平成31年度　部局長連絡会議10月～３月 総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2019年度 総務課 会議 平成31年度　事務局会議① 総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2019年度 総務課 会議 平成31年度　事務局会議② 総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2019年度 総務課 会議 平成31年度　事務局会議③ 総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2019年度 総務課 会議 平成31年度　全学教員会議 総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2019年度 総務課 会議 平成31年度　学長・事務局長・総務課長等会議 総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2019年度 総務課 会議 平成31年度　研究科委員会 総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄
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2019年度 総務課 会議
平成31年度　大阪府・大阪市・堺市・豊能地区教育委員会拡
大連携協議会

総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2019年度 総務課 会議 平成３１年度　全国国立教育系大学学長・事務局長会議 総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2019年度 総務課 評価 平成３１年度　外部評価委員会 総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2019年度 総務課 渉外 平成31年度　大阪コンソーシアム 総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2019年度 総務課 渉外 平成３１年度　ICT　CONNECT　21 総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2019年度 総務課 渉外 平成31年度　2020年オリンピック・パラリンピック委員会 総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2019年度 総務課 会議 平成31年度　防災・防犯　防災等対策委員会 総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2019年度 総務課 会議 平成31年度　危機管理室 総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2019年度 総務課 文書 平成31年度　個人情報・情報公開（開示請求除く） 総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2019年度 総務課 広報 平成31年度　共催・後援名義使用 総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2019年度 総務課 文書 平成31年度　公文書管理 総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2019年度 総務課 中期目標・中期計画 平成31年度　中期目標・中期計画・年度計画（課内） 総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2019年度 総務課 渉外 平成31年度　日本教育大学協会 総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2019年度 総務課 渉外 平成31年度　国立大学協会 総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2019年度 総務課 予算 平成31年度　物品購入・謝金 総務課長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2019年度 総務課 通達等 平成31年度　学内通知　調査・照会・回答（学内）① 総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2019年度 総務課 通達等 平成31年度　学内通知　調査・照会・回答（学内）② 総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2019年度 総務課 調査 平成31年度　学校基本調査 総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2019年度 総務課 調査 平成31年度　他機関（文部科学省以外）調査・回答 総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2019年度 総務課 通達等 平成31年度　文部科学省　通達・通知① 総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2019年度 総務課 通達等 平成31年度　文部科学省　通達・通知② 総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2019年度 総務課 調査 平成31年度　文部科学省　調査・回答 総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2019年度 総務課 通達等 平成31年度　文教協会・文部科学省教育通信（名簿） 総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2019年度 総務課 通達等 平成31年度　通知・周知依頼・協力依頼（他機関） 総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2019年度 総務課 予算 平成31年度　予算（課内） 総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2019年度 総務課 行事・儀式 平成31年度　応急手当普及員講習会・普通救命講習会 総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2019年度 総務課 行事・儀式 平成32年度入学式・平成31年度卒業式 総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2019年度 総務課 その他 平成31年度　教員慶弔会 総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2019年度 総務課 その他 平成31年度　慶弔電報発信 総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2019年度 総務課 服務 平成31年度　旅行命令報告書 総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄
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2019年度 総務課 その他 平成31年度　海外渡航・私事渡航 総務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2019年度 総務課 服務 平成31年度　休暇簿 総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2019年度 総務課 その他 平成31年度　雑綴 総務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2019年度 総務課 郵便 平成31年度　郵便切手 総務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2019年度 総務課 郵便 平成3年度　郵便発送明細書（4月～9月） 総務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2019年度 総務課 郵便 平成31年度　郵便発送明細書（10月～3月） 総務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2019年度 総務課 郵便 平成31年度　ゆうパック差出票 総務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2019年度 総務課 郵便 平成31年度　ゆうメール差出票 総務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2019年度 総務課 郵便 平成31年度　書留郵便物処理簿 総務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2019年度 総務課 郵便 平成31年度　書留・特定記録郵便物等受領証 総務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2018年度 総務課 会議 平成３０年度　役員会 総務課長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2018年度 総務課 会議 平成３０年度　教育協働学科運営委員会　Ｎｏ．１ 総務課長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 Ｂ３棟１階 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2018年度 総務課 会議 平成３０年度　教育協働学科運営委員会　Ｎｏ．２ 総務課長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 Ｂ３棟１階 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2018年度 総務課 会議 平成３０年度　教育協働学科教授会 総務課長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 Ｂ３棟１階 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2018年度 総務課 服務 平成３０年度　海外出張・海外研修・私事渡航 総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 Ｂ３棟１階 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2018年度 総務課 その他 平成３０年　謝金 総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 Ｂ３棟１階 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2018年度 総務課 その他 平成３０年度　予算関係 総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 Ｂ３棟１階 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2018年度 総務課 会議 平成３０年度　旧教養学科事項取扱専門委員会 総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 Ｂ３棟１階 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2018年度 総務課 会議 平成３０年度　教職大学院でない大学院の検討専門部会 総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 Ｂ３棟１階 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2018年度 総務課 会議 平成３０年度　各種委員会 総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 Ｂ３棟１階 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2018年度 総務課 会議 平成３０年度　教育協働学科運営委員会教務専門委員会 総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 Ｂ３棟１階 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2018年度 総務課 会議
平成３０年度　教育協働学科将来構想専門委員会

総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 Ｂ３棟１階 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2018年度 総務課 会議 平成３０年度　教育協働学科ＦＤ事業推進委員会 総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 Ｂ３棟１階 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2018年度 総務課 会議 平成３０年度　教育協働学科運営委員会人事専門委員会 総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 Ｂ３棟１階 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2018年度 総務課 服務 平成３０年度　休暇簿（特休・病休） 総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 Ｂ３棟１階 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2018年度 総務課 服務 平成３０年度　休暇簿（年次休暇） 総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 Ｂ３棟１階 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2018年度 総務課 服務 平成３０年度　出勤簿 総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 Ｂ３棟１階 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2018年度 総務課 服務 平成３０年度　休日振替簿 総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 Ｂ３棟１階 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2018年度 総務課 服務 平成３０年度　勤務時間申告書・兼業関係 総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 Ｂ３棟１階 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2018年度 総務課 服務 平成３０年度　健康状態報告書 総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 Ｂ３棟１階 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

10/398



作成・取得
年度

大分類 中分類
法人文書ファイル名

（小分類）
作成・取得時の

文書管理者
保存期間
の起算日

保存期間
保存期間の
満了する日

媒体の種別 保存場所
現状の

文書管理者
保有担当
係等名称

保存期間が満
了したときの措

置

2018年度 総務課 服務 平成３０年度　研修願 総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 Ｂ３棟１階 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2018年度 総務課 服務 平成３０年度　講師派遣 総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 Ｂ３棟１階 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2018年度 総務課 服務 平成３０年度　出張依頼　　【他機関からの出張依頼】 総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 Ｂ３棟１階 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2018年度 総務課 服務 平成３０年度　出張依頼　　【他機関への出張依頼】 総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 Ｂ３棟１階 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2018年度 総務課 服務 平成３０年度　旅行命令簿 総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 Ｂ３棟１階 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2018年度 総務課 会議 平成３０年度　教員養成課程教授会 総務課長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 Ｃ１棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2018年度 総務課 会議 平成３０年度　教員養成課程運営委員会 総務課長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 Ｃ１棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2018年度 総務課 会議 平成３０年度　教員養成課程ＦＤ事業推進委員会 総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 Ｃ１棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2018年度 総務課 会議 平成３０年度　教員養成課程入試委員会 総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 Ｃ１棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2018年度 総務課 会議 平成３０年度　教員養成課程教務委員会 総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 Ｃ１棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2018年度 総務課 会議 平成３０年度　教員養成課程将来構想委員会 総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 Ｃ１棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2018年度 総務課 会議 平成３０年度　教員養成課程評価委員会 総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 Ｃ１棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2018年度 総務課 会議 平成３０年度　非常勤講師選考 総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 Ｃ１棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2018年度 総務課 予算 平成３０年度　予算 総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 Ｃ１棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2018年度 総務課 服務 平成３０年度　人事　割愛・勤務状況報告・名誉教授推薦等 総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 Ｃ１棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2018年度 総務課 謝金 平成３０年度　謝金 総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 Ｃ１棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2018年度 総務課 服務 平成３０年度　研修願・私事渡航届 総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 Ｃ１棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2018年度 総務課 服務 平成３０年度　旅行命令簿 総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 Ｃ１棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2018年度 総務課 服務 平成３０年度　旅行命令簿（国費外） 総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 Ｃ１棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2018年度 総務課 服務 平成３０年度　出張依頼 総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 Ｃ１棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2018年度 総務課 服務 平成３０年度　講師派遣 総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 Ｃ１棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2018年度 総務課 服務 平成３０年度　出勤簿 総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 Ｃ１棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2018年度 総務課 服務 平成３０年度　休暇簿 総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 Ｃ１棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2018年度 総務課 服務 平成３０年度　休日の振替簿 総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 Ｃ１棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2018年度 総務課 服務 平成３０年度　職務専念義務免除願 総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 Ｃ１棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2018年度 総務課 服務 平成３０年度　勤務時間報告書 総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 Ｃ１棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2018年度 総務課 服務 平成３０年度　勤務時間申告書 総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 Ｃ１棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2018年度 総務課 服務 平成３０年度　勤務時間の超過申出書 総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 Ｃ１棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2018年度 総務課 服務 平成３０年度　健康状態報告書 総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 Ｃ１棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2018年度 総務課 会議 平成３０年度　教育研究協議会 総務課長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄
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2018年度 総務課 会議 平成３０年度　経営協議会 総務課長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2018年度 総務課 会議 平成３０年度　学長選考会議 総務課長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2018年度 総務課 規程 平成３０年度　学内規程改廃関係 総務課長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2018年度 総務課 規程 平成３０年度　学内規程改廃関係２ 総務課長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2018年度 総務課 会議 平成３０年度　役員協議会① 総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2018年度 総務課 会議 平成３０年度　役員協議会② 総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2018年度 総務課 会議 平成３０年度　部局長連絡会議４月～９月 総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2018年度 総務課 会議 平成３０年度　部局長連絡会議１０月～３月 総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2018年度 総務課 会議 平成３０年度　事務局会議① 総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2018年度 総務課 会議 平成３０年度　事務局会議② 総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2018年度 総務課 会議 平成３０年度　全学教員会議 総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2018年度 総務課 会議 平成３０年度　学長・事務局長・総務課長等会議 総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2018年度 総務課 会議 平成３０年度　研究科委員会 総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2018年度 総務課 会議 平成３０年度　大阪府・大阪市・堺市教育委員会との懇談会 総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2018年度 総務課 会議
平成３０年度～　大阪市教育委員会と大阪教育大学との連携
推進会議

総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2018年度 総務課 渉外 平成３０年度　大学コンソーシアム大阪 総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2018年度 総務課 渉外 平成３０年度　２０２０年オリンピック・パラリンピック委員会 総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2018年度 総務課 会議 平成３０年度　防災・防犯　防災等対策委員会 総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2018年度 総務課 会議 平成３０年度　危機管理室 総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2018年度 総務課 文書 平成３０年度　個人情報・情報公開（開示請求除く） 総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2018年度 総務課 広報 平成３０年度　共催・後援名義 総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2018年度 総務課 文書 平成３０年度　公文書管理 総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2018年度 総務課 中期目標・中期計画 平成３０年度　中期目標・中期計画・年度計画（課内） 総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2018年度 総務課 渉外 平成３０年度　日本教育大学協会 総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2018年度 総務課 渉外 平成３０年度　国立大学協会 総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2018年度 総務課 予算 平成３０年度　物品購入・謝金 総務課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2018年度 総務課 通達等 平成３０年度　学内通知　調査・照会・回答（学内） 総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2018年度 総務課 調査 平成３０年度　学校基本調査 総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2018年度 総務課 調査 平成３０年度　他機関（文部科学省以外）調査・回答 総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2018年度 総務課 通達等 平成３０年度　文部科学省　通達・通知① 総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄
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2018年度 総務課 通達等 平成３０年度　文部科学省　通達・通知② 総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2018年度 総務課 調査 平成３０年度　文部科学省　調査・回答 総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2018年度 総務課 通達等 平成３０年度　文教協会・文部科学省教育通信（名簿） 総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2018年度 総務課 通達等 平成３０年度　通知・周知依頼・協力依頼（他機関） 総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2018年度 総務課 予算 平成３０年度　予算（課内） 総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2018年度 総務課 行事・儀式 平成３０年度　応急手当普及員講習会・普通救命講習会 総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2018年度 総務課 行事・儀式 平成３１年度入学式・平成３０年度卒業式 総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2018年度 総務課 その他 平成３０年度　教員慶弔会 総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2018年度 総務課 その他 平成３０年度　慶弔電報発信 総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2018年度 総務課 服務 平成３０年度　旅行命令報告書 総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2018年度 総務課 服務 平成３０年度　休暇簿 総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2017年度 総務課 服務 平成２９年度　海外渡航 総務企画課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2017年度 総務課 会議 平成２９年度　役員会 総務課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2017年度 総務課 会議 平成２９年度　教育研究評議会 総務課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2017年度 総務課 会議 平成２９年度　経営協議会 総務課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2017年度 総務課 会議 平成２９年度　学長選考会議 総務課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2017年度 総務課 規程 平成２９年度　学内規程改廃関係 総務課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2017年度 総務課 規程 平成２９年度　学内規程改廃関係２ 総務課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2017年度 総務課 会議 平成２９年度　役員協議会 総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2017年度 総務課 会議 平成２９年度　役員協議会② 総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2017年度 総務課 会議 平成２９年度　部局長連絡会議　４月－９月 総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2017年度 総務課 会議 平成２９年度　部局長連絡会議　１０月－３月 総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2017年度 総務課 会議 平成２９年度　事務局会議 総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2017年度 総務課 会議 平成２９年度　事務局会議② 総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2017年度 総務課 会議 平成２９年度　全学教員会議 総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2017年度 総務課 会議 平成２９年度　学長・事務局長・総務課長等会議 総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2017年度 総務課 会議 平成２９年度　研究科委員会 総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2017年度 総務課 会議 平成２９年度　　大阪府・大阪市・堺市教育委員会との懇談会 総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2017年度 総務課 渉外 平成２９年度　大学コンソーシアム大阪 総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2017年度 総務課 渉外 平成２９年度　２０２０年オリンピック・パラリンピック委員会 総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄
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2017年度 総務課 調査 平成２９年度　学校基本調査 総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2017年度 総務課 渉外 平成２９年度　日本教育大学協会 総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2017年度 総務課 会議 平成２９年度　防災・防犯　防災等対策委員会 総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2017年度 総務課 会議 平成２９年度　危機管理室 総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2017年度 総務課 文書 平成２９年度　個人情報・情報公開（開示請求除く） 総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2017年度 総務課 文書
平成２９年度～　登記等法務局申請（印鑑証明書・電子証明
等）

総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2017年度 総務課 文書 平成２９年度　公文書管理 総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2017年度 総務課 中期目標・中期計画 平成２９年度　中期目標・中期計画・年度計画（課内） 総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2017年度 総務課 渉外 平成２９年度　国立大学協会 総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2017年度 総務課 予算 平成２９年度　物品購入・謝金 総務課長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2017年度 総務課 通達等 学内通知　調査・照会・回答（学内）① 総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2017年度 総務課 通達等 学内通知　調査・照会・回答（学内）② 総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2017年度 総務課 調査 平成２９年度　他機関（文部科学省以外）調査・回答 総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2017年度 総務課 通達等 平成２９年度　文部科学省　通達・通知① 総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2017年度 総務課 通達等 平成２９年度　文部科学省　通達・通知② 総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2017年度 総務課 調査 平成２９年度　文部科学省　調査・回答 総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2017年度 総務課 通達等 平成２９年度　通知・周知依頼・協力依頼（他機関） 総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2017年度 総務課 予算 平成２９年度　予算（課内） 総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2017年度 総務課 行事・儀式 平成２９年度　普通救命講習会アンケート 総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2017年度 総務課 行事・儀式 平成３０年度入学式・平成２９年度卒業式 総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2017年度 総務課 その他 平成２９年度　慶弔電報発信 総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2017年度 総務課 服務 平成２９年度　旅行命令報告書 総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2017年度 総務課 服務 平成２９年度　休暇簿 総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2016年度 総務課 会議 平成２８年度教員養成課程教授会 総務企画課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 Ｃ１棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2016年度 総務課 会議 平成２８年度教員養成課程運営委員会 総務企画課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 Ｃ１棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2016年度 総務課 服務 平成２８年度海外渡航 総務企画課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 Ｃ１棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2016年度 総務課 服務 平成２８年度研修願 総務企画課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 Ｃ１棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2016年度 総務課 会議 平成２８年度　役員会① 総務企画課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2016年度 総務課 会議 平成２８年度　役員会② 総務企画課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2016年度 総務課 会議 平成２８年度　教育研究評議会① 総務企画課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄
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2016年度 総務課 会議 平成２８年度　教育研究評議会② 総務企画課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2016年度 総務課 会議 平成２８年度　経営協議会 総務企画課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2016年度 総務課 会議 平成２８年度　学長選考会議 総務企画課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2016年度 総務課 規程 平成２８年度　学内規程改廃関係 総務企画課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2016年度 総務課 規程 平成２８年度　学内規程改廃関係２ 総務企画課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2016年度 総務課 会議 平成２８年度　役員協議会① 総務企画課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2016年度 総務課 会議 平成２８年度　役員協議会② 総務企画課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2016年度 総務課 会議 平成２８年度　部局長連絡会議　４月－１０月 総務企画課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2016年度 総務課 会議 平成２８年度　部局長連絡会議　１１月－３月 総務企画課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2016年度 総務課 会議 平成２８年度　大学戦略会議 総務企画課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2016年度 総務課 会議 平成２８年度　事務局会議 総務企画課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2016年度 総務課 会議 平成２８年度　学長・事務局長・総務企画課長等会議 総務企画課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2016年度 総務課 会議 平成２８年度　防災・防犯　防災等対策委員会 総務企画課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2016年度 総務課 会議 平成２８年度　研究科委員会 総務企画課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2016年度 総務課 会議 人文・社会科学系学長懇談会（本学当番校） 総務企画課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2016年度 総務課 会議 全国国立教育系大学総務部課長会議（本学当番校） 総務企画課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2016年度 総務課 会議 組織検討ワーキンググループ 総務企画課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2016年度 総務課 会議 ＩＲ検討ワーキンググループ 総務企画課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2016年度 総務課 会議 平成２８年度　大阪府・大阪市・堺市教育委員会との懇談会 総務企画課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2016年度 総務課 渉外 平成２８年度　大学コンソーシアム大阪 総務企画課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2016年度 総務課 渉外 平成２８年度　日本教育大学協会 総務企画課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2016年度 総務課 渉外 平成２８年度　国立大学協会 総務企画課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2016年度 総務課 調査 平成２８年度　学校基本調査 総務企画課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2016年度 総務課 文書 平成２８年度　個人情報・情報公開（開示請求除く） 総務企画課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2016年度 総務課 文書 平成２８年度　公文書管理 総務企画課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2016年度 総務課 学内通知文書 平成２８年度　中期目標・中期計画・年度計画 総務企画課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2016年度 総務課 学内通知文書 平成２８年度　中期目標・中期計画・年度計画（課内） 総務企画課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2016年度 総務課 予算 平成２８年度　物品購入・謝金 総務企画課長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2015年度 総務課 会議 平成２７年度教養学科教授会 総務企画課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 B３棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2015年度 総務課 会議 平成２７年度教養学科運営委員会　Ｎｏ．１ 総務企画課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 B３棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄
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2015年度 総務課 会議 平成２７年度教養学科運営委員会　Ｎｏ．２ 総務企画課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 B３棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2015年度 総務課 服務 平成２７年度海外出張・海外研修・私事渡航 総務企画課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 B３棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2015年度 総務課 会議 平成２７年度教員養成課程教授会 総務企画課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 Ｃ１棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2015年度 総務課 会議 平成２７年度教員養成課程運営委員会 総務企画課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 Ｃ１棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2015年度 総務課 服務 平成２７年度海外渡航 総務企画課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 Ｃ１棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2015年度 総務課 服務 平成２７年度研修願 総務企画課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 Ｃ１棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2015年度 総務課 組織の設置・改廃等 平成２７年度　改革構想検討委員会② 総務企画課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2015年度 総務課 中期目標・中期計画 平成２７年度　計画進捗管理／平成２８年度計画 総務企画課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2015年度 総務課 会議 平成２７年度　経営協議会 総務企画課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2015年度 総務課 会議 平成２７年度　役員会 総務企画課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2015年度 総務課 会議 平成２７年度　教育研究評議会 総務企画課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2015年度 総務課 会議 平成２７年度　教育研究評議会　２ 総務企画課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2015年度 総務課 会議 平成２７年度　学長選考会議 総務企画課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2015年度 総務課 規程 平成２７年度　学内規程改廃関係 総務企画課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2015年度 総務課
中期目標・計画・年度計
画

平成２７年度　計画進捗管理／平成２８年度計画 総務企画課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2015年度 総務課 その他 平成２７年度　教員慶弔会 総務企画課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2015年度 総務課 その他 大阪教育大学基金 総務企画課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2015年度 総務課 中期目標・中期計画 平成２７年計添付 総務企画課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2015年度 総務課 会議 平成２７年度　役員協議会 総務企画課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2015年度 総務課 会議 平成２７年度　役員協議会　２ 総務企画課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2015年度 総務課 会議 平成２７年度　事務局会議 総務企画課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2015年度 総務課 会議 平成２７年度　部局長連絡会議　４月－９月 総務企画課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2015年度 総務課 会議 平成２７年度　部局長連絡会議　１０月－３月 総務企画課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2015年度 総務課 会議 平成２７年度　防災・防犯　防災等対策委員会 総務企画課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2015年度 総務課 会議 府立高校教職コンソーシアム 総務企画課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2015年度 総務課 会議 平成２７年度　大学戦略会議 総務企画課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2015年度 総務課 会議 平成２７年度　学長・事務局長・総務企画課長等会議 総務企画課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2015年度 総務課 会議 平成２７年度　研究科委員会 総務企画課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2015年度 総務課 会議 平成２７年度　大学コンソーシアム大阪 総務企画課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2015年度 総務課 会議 平成２７年度　大阪府・大阪市・堺市教育委員会との懇談会 総務企画課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄
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2015年度 総務課 会議 平成２７　Ｐ型博士構想 総務企画課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2015年度 総務課 学内通知文書 平成２７年度　中期目標・中期計画・年度計画（課内） 総務企画課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2015年度 総務課 規程 平成２７年度　法改正 総務企画課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2015年度 総務課 渉外 平成２７年度　日本教育大学協会 総務企画課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2015年度 総務課 渉外 平成２７年度　国立大学協会 総務企画課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2015年度 総務課 評価 平成２７年度　自己点検・評価 総務企画課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2015年度 総務課 文書 平成２７年度　公文書管理 総務企画課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2015年度 総務課 文書 平成２７年度　法人文書開示請求・保有個人情報開示請求 総務企画課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2015年度 総務課 会計伝票 平成２７年度　物品購入・謝金 総務企画課長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2015年度 総務課 規程 規程管理システム 総務企画課長 2016/4/1 常用（無期限）
電子媒体：文書
管理システム

事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係

2014年度 総務課 会議 平成２６年度教養学科教授会 総務企画課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 B３棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2014年度 総務課 会議 平成２６年度教養学科運営委員会　Ｎｏ．１ 総務企画課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 B３棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2014年度 総務課 会議 平成２６年度教養学科運営委員会　Ｎｏ．２ 総務企画課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 B３棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2014年度 総務課 服務 平成２６年度海外出張・海外研修・私事渡航 総務企画課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 B３棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2014年度 総務課 会議 平成２６年度教員養成課程教授会 総務企画課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 Ｃ１棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2014年度 総務課 会議 平成２６年度教員養成課程運営委員会 総務企画課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 Ｃ１棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2014年度 総務課 服務 平成２６年度海外渡航 総務企画課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 Ｃ１棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2014年度 総務課 服務 平成２６年度研修願 総務企画課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 Ｃ１棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2014年度 総務課 会議 平成２６年度　役員会 総務企画課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2014年度 総務課 会議 平成２６年度　経営協議会 総務企画課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2014年度 総務課 会議 平成２６年度　教育研究評議会 総務企画課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2014年度 総務課 会議 平成２６年度　教育研究評議会（Ｎｏ２） 総務企画課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2014年度 総務課 学長選考 平成２６年度　学長選考会議 総務企画課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2014年度 総務課 規程 平成２６年度　学内規程改廃関係 総務企画課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2014年度 総務課 規程 規程の一括改正（教職大学院設置等） 総務企画課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2014年度 総務課 会議 平成２６年度　部局長協議会 総務企画課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2014年度 総務課 会議 平成２６年度　部局長連絡会議　４－１０月 総務企画課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2014年度 総務課 会議 平成２６年度　部局長連絡会議　１１－３月 総務企画課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2014年度 総務課 会議 平成２６年度　役員協議会 総務企画課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2014年度 総務課 会議 平成２６年度　役員協議会（Ｎｏ２） 総務企画課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄
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2014年度 総務課 会議 平成２６年度　学長・事務局長・総務企画課長等会議 総務企画課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2014年度 総務課 会議 全国国立大学法人教員養成学部事務長協議会 総務企画課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2014年度 総務課 会議 平成２６年度　防災・防犯　防災等対策委員会 総務企画課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2014年度 総務課 会議 平成２６年度　国立大学協会 総務企画課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2014年度 総務課 会議 平成２６年度　大学コンソーシアム大阪 総務企画課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2014年度 総務課 会議 平成２６年度　学長補佐会議 総務企画課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2014年度 総務課 会議 平成２６年度　日本教育大学協会　新課程連絡協議会 総務企画課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2014年度 総務課 会議 平成２６年度　日本教育大学協会 総務企画課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2014年度 総務課 会議 平成２６年度　大学戦略会議 総務企画課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2014年度 総務課 会議 平成２６年度　事務局会議 総務企画課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2014年度 総務課 会議
平成２６年度　大阪府・大阪市・堺市・豊能地区教育委員会
拡大連携協議会

総務企画課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2014年度 総務課 行事・儀式 応急手当普及員講習会　普通救命講習会（平成２６年度～） 総務企画課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2014年度 総務課 行事・儀式
２０２０年　東京オリンピック・パラリンピック委員会（平成２６年度
～）

総務企画課長 2015/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2014年度 総務課 その他 大阪教育大学基金 総務企画課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2014年度 総務課 文書 平成２６年度　公文書管理 総務企画課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2014年度 総務課 文書 平成２６年度　個人情報・情報公開（開示請求を除く） 総務企画課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2014年度 総務課 会計伝票 平成２６年度　物品購入・謝金 総務企画課長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2014年度 総務課 規程 規程管理システム 総務企画課長 2015/4/1 常用（無期限）
電子媒体：文書
管理システム

事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係

2014年度 総務課 その他 教員養成教育認定評価　平成２６年度～ 総務企画課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2014年度 総務課 中期目標・中期計画 平成２６年度計画進捗管理　平成２７年度計画 総務企画課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2014年度 総務課 その他 平成２６年計添付 総務企画課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2014年度 総務課 通達等 平成２６年度　大学ポートレート関係 総務企画課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2014年度 総務課 評価 平成２６年度　自己点検評価・評価委員会 総務企画課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2013年度 総務課 会議 平成２５年度教養学科教授会 総務企画課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 B３棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2013年度 総務課 会議 平成２５年度教養学科運営委員会　Ｎｏ．１ 総務企画課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 B３棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2013年度 総務課 会議 平成２５年度教養学科運営委員会　Ｎｏ．２ 総務企画課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 B３棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2013年度 総務課 服務 平成２５年度海外渡航 総務企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 B３棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2013年度 総務課 会議 平成２５年度教員養成課程教授会 総務企画課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 Ｃ１棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2013年度 総務課 会議 平成２５年度教員養成課程運営委員会 総務企画課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 Ｃ１棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2013年度 総務課 服務 平成２５年度海外渡航 総務企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 Ｃ１棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄
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2013年度 総務課 服務 平成２５年度研修願 総務企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 Ｃ１棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2013年度 総務課 会議 平成２５年度　学長補佐会議 総務企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2013年度 総務課 会議 平成２５年度　経営協議会 総務企画課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2013年度 総務課 会議 平成２５年度　経営協議会② 総務企画課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2013年度 総務課 会議 平成２５年度　教育研究評議会 総務企画課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2013年度 総務課 会議 平成２５年度　役員会 総務企画課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2013年度 総務課 学長選考
平成２５年度　学長選考
平成２５年度学長予定者推薦投票管理委員会

総務企画課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2013年度 総務課 規程 平成２５年度　規程関係 総務企画課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2013年度 総務課 職員録 平成２５年度　職員録 総務企画課長 2014/4/1 30年 2044/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2013年度 総務課 組織
改革構想検討委員会　総務企画課　平成２４．４～平成２５．３
平成２５．４～平成２６．３

総務企画課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2013年度 総務課 中期目標・中期計画 平成２５年度　計画進捗管理　平成２６年度計画 総務企画課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2013年度 総務課 会議 平成２５年度　事務局会議 総務企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2013年度 総務課 会議 平成２５年度　国立大学協会関係 総務企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2013年度 総務課 会議 平成２５年度　大学コンソーシアム大阪 総務企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2013年度 総務課 会議 平成２５年度　大阪府・大阪市・堺市教育委員会との懇談会 総務企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2013年度 総務課 会議 平成２５年度　学長・事務局長・総務企画課長等会議関係 総務企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2013年度 総務課 会議 平成２５年度　監事協議会 総務企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2013年度 総務課 会議 平成２５年度　部局長連絡会議① 総務企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2013年度 総務課 会議 平成２５年度　部局長連絡会議② 総務企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2013年度 総務課 会議 平成２５年度　部局長協議会 総務企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2013年度 総務課 会議 平成２５年度　役員協議会 総務企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2013年度 総務課 会議 平成２５年度　総務企画室会議 総務企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2013年度 総務課 会議 平成２５年度～　全学教員会議 総務企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2013年度 総務課 会議 平成２５年度～　その他学校安全・事件事故 総務企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2013年度 総務課 会議 平成２５年度　日本教育大学協会関係 総務企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2013年度 総務課 監査 平成２５年度　監査室 総務企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2013年度 総務課 中期目標・中期計画 平成２５年度　第二期中期目標期間教育研究評価 総務企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2013年度 総務課 中期目標・中期計画 平成２５年計添付 総務企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2013年度 総務課 通達等 平成２５年度　文部科学省通知文書（法令） 総務企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2013年度 総務課 評価 平成２５年度　自己点検・評価委員会　総務企画課 総務企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄
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2013年度 総務課 評価
平成２５年度　認証評価①（平成２５年度受審）２０１３．４．１～
２０１４．３．３１

総務企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2013年度 総務課 評価
平成２５年度　認証評価②（平成２５年度受審）２０１３．４．１～
２０１４．３．３１

総務企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2013年度 総務課 評価
平成２５年度　認証評価③（平成２５年度受審）２０１３．４．１～
２０１４．３．３１

総務企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2013年度 総務課 文書 平成２５年度　公文書管理 総務企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2013年度 総務課 文書 平成２５年度　個人情報・情報公開 総務企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2013年度 総務課 規程 規定管理システム 総務企画課長 2014/4/1 常用（無期限）
電子媒体：上記
以外のその他

事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係

2012年度 総務課 会議 平成２４年度教養学科教授会 学術連携課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 B３棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2012年度 総務課 会議 平成２４年度教養学科運営委員会　Ｎｏ．１ 学術連携課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 B３棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2012年度 総務課 会議 平成２４年度教養学科運営委員会　Ｎｏ．２ 学術連携課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 B３棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2012年度 総務課 服務 平成２４年度海外渡航 学術連携課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 B３棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2012年度 総務課 会議 平成２４年度教員養成課程教授会 学術連携課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 Ｃ１棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2012年度 総務課 会議 平成２４年度教員養成課程運営委員会 学術連携課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 Ｃ１棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2012年度 総務課 服務 平成２４年度海外渡航 学術連携課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 Ｃ１棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2012年度 総務課 服務 平成２４年度研修願 学術連携課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 Ｃ１棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2012年度 総務課 会議 平成２４年度　経営協議会 総務企画課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2012年度 総務課 会議 平成２４年度　経営協議会② 総務企画課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2012年度 総務課 会議 平成２４年度　教育研究評議会 総務企画課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2012年度 総務課 会議 平成２４年度　役員会 総務企画課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2012年度 総務課 規程 平成２４年度規程（平成２４年度制定・改正） 総務企画課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2012年度 総務課 その他 平成２４年度　名刺作成（役職員） 総務企画課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2012年度 総務課 通達等 平成２４年度　学校安全　通達通知 総務企画課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2012年度 総務課 職員録 平成２４年度職員録 総務企画課長 2013/4/1 30年 2043/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2012年度 総務課 会議 平成２４年度　部局長連絡会議① 総務企画課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2012年度 総務課 会議 平成２４年度　部局長連絡会議② 総務企画課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2012年度 総務課 会議 平成２４年度　部局長協議会 総務企画課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2012年度 総務課 会議 平成２４年度　事務局会議 総務企画課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2012年度 総務課 会議 平成２４年度　総務企画室会議 総務企画課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2012年度 総務課 会議 平成２４年度　学長・事務局長・総務企画課長等会議 総務企画課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2012年度 総務課 会議 平成２４年度　大阪府・大阪市・堺市教育委員会との懇談会 総務企画課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2012年度 総務課 会議 平成２４年度　監事協議会 総務企画課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

20/398



作成・取得
年度

大分類 中分類
法人文書ファイル名

（小分類）
作成・取得時の

文書管理者
保存期間
の起算日

保存期間
保存期間の
満了する日

媒体の種別 保存場所
現状の

文書管理者
保有担当
係等名称

保存期間が満
了したときの措

置

2012年度 総務課 会議 平成２４年度　広報戦略室会議 総務企画課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2012年度 総務課 監査 平成２４年度　監査室 総務企画課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2012年度 総務課 調査 平成２４年度　学校基本調査 総務企画課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2012年度 総務課 通達等 平成２４年度　文科省通知文書（法令関係） 総務企画課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2012年度 総務課 文書 平成２４年度　公文書管理 総務企画課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2012年度 総務課 文書 平成２４年度　個人情報・情報公開 総務企画課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2012年度 総務課 文書 平成２４年度　個人情報・情報公開２ 総務企画課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2012年度 総務課 渉外 平成２４年度　日本教育大学協会 総務企画課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2012年度 総務課 渉外 平成２４年度　国立大学協会 総務企画課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2012年度 総務課 渉外 平成２４年度　大学コンソーシアム大阪 総務企画課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2012年度 総務課 規程 規程管理システム 総務企画課長 2013/4/1 常用（無期限）
電子媒体：上記
以外のその他

事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係

2012年度 総務課 会議 平成２４年度　学長補佐会議 総務企画課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2012年度 総務課 組織の設置・改廃等 平成２４年度　改革構想検討委員会 総務企画課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2012年度 総務課
中期目標・計画・年度計
画

平成２３年度計画進捗管理／平成２４年度計画 総務企画課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2012年度 総務課 組織の設置・改廃等 平成２４年度　大学院改革専門委員会 総務企画課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2012年度 総務課 評価 卒業生アンケート（２０１２） 総務企画課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2012年度 総務課
中期目標・計画・年度計
画

平成２４年度　第二期中期目標・中期計画関係資料 総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2011年度 総務課 会議 平成２３年度教養学科教授会 学術連携課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 B３棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2011年度 総務課 会議 平成２３年度教養学科運営委員会　Ｎｏ．１ 学術連携課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 B３棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2011年度 総務課 会議 平成２３年度教養学科運営委員会　Ｎｏ．２ 学術連携課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 B３棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2011年度 総務課 会議 平成２３年度教員養成課程教授会 学術連携課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 Ｃ１棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2011年度 総務課 会議 平成２３年度教員養成課程運営委員会 学術連携課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 Ｃ１棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2011年度 総務課 会議 平成２３年度　役員会 総務課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2011年度 総務課 会議 平成２３年度　経営協議会 総務課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2011年度 総務課 会議 平成２３年度　教育研究評議会 総務課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2011年度 総務課 学長選考
平成２３年度　学長選考関係綴
平成２３年度　学長予定者推薦投票管理委員会綴

総務課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2011年度 総務課 規程 平成２３年度規程関係 総務課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2011年度 総務課 職員録 平成２３年度職員録 総務課長 2012/4/1 30年 2042/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2011年度 総務課 組織の設置・改廃等 平成２２年度　改革構想検討委員会 総務課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2011年度 総務課
中期目標・計画・年度計
画

平成２２年度計画進捗管理／平成２３年度計画 総務課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄
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2011年度 総務課 規程 規程管理システム 総務課長 2012/4/1 常用（無期限）
電子媒体：個別
業務システム

事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係

2011年度 総務課
中期目標・計画・年度計
画

平成２２年度計画進捗管理／平成２３年度計画 総務課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2011年度 総務課 組織の設置・改廃等 平成２３年度　改革構想検討委員会 総務課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2011年度 総務課 組織の設置・改廃等 平成２３年度新学部設置準備室 総務課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2010年度 総務課 諸会議 平成２２年度教養学科教授会 学術連携課長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 B３棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2010年度 総務課 諸会議 平成２２年度教養学科運営委員会　Ｎｏ．１ 学術連携課長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 B３棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2010年度 総務課 諸会議 平成２２年度教養学科運営委員会　Ｎｏ．２ 学術連携課長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 B３棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2010年度 総務課 諸会議 平成２２年度教員養成課程教授会 教員養成課程支援係 2010/4/1 30年 2041/3/31 紙 Ｃ１棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2010年度 総務課 諸会議 平成２２年度教員養成課程運営委員会 教員養成課程支援係 2010/4/1 30年 2041/3/31 紙 Ｃ１棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2010年度 総務課 その他会議 平成２２年度　役員会 総務課長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2010年度 総務課 その他会議 平成２２年度　経営協議会 総務課長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2010年度 総務課 その他会議 平成２２年度　経営協議会② 総務課長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2010年度 総務課 その他会議 平成２２年度　教育研究評議会 総務課長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2010年度 総務課 その他会議 平成２２年度　監事協議会 総務課長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2010年度 総務課 その他会議 平成２２年度　総務企画室会議 総務課長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2010年度 総務課 その他会議 平成２２年度　改革構想検討委員会 総務課長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2010年度 総務課 学長選挙 平成２０年度～　学長選考会議 総務課長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2010年度 総務課 調査・諸報告 平成２２年度～　名簿関係 総務課長 2011/4/1
要件を具備し
てから3年

紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2010年度 総務課 学則・諸規程 平成２２年度　規程集 総務課長 2011/4/1 30年 2041/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2010年度 総務課 職員録 平成２２年度　職員録 総務課長 2011/4/1 30年 2041/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2010年度 総務課
中期目標・計画・年度計
画

平成２１年度　年度計画 総務課長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2010年度 総務課
中期目標・計画・年度計
画

平成２０年度　実績報告書 総務課長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2010年度 総務課 学則・諸規程 平成２２年度　規程関係 総務課長 2011/4/1 永久 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係

2009年度 総務課 諸会議 平成２１年度教養学科教授会 学術連携課長 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 B３棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2009年度 総務課 諸会議 平成２１年度教養学科運営委員会　Ｎｏ．１ 学術連携課長 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 B３棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2009年度 総務課 諸会議 平成２１年度教養学科運営委員会　Ｎｏ．２ 学術連携課長 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 B３棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2009年度 総務課 諸会議 平成２１年度教員養成課程教授会 教員養成課程支援係 2009/4/1 30年 2040/3/31 紙 Ｃ１棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2009年度 総務課 諸会議 平成２１年度教員養成課程運営委員会 教員養成課程支援係 2009/4/1 30年 2040/3/31 紙 Ｃ１棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2009年度 総務課 その他会議 平成２１年度　役員会 総務課長 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2009年度 総務課 その他会議 平成２１年度　経営協議会 総務課長 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄
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2009年度 総務課 その他会議 平成２１年度　経営協議会② 総務課長 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2009年度 総務課 その他会議 平成２１年度　教育研究評議会 総務課長 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2009年度 総務課 その他会議 平成２１年度　教育研究評議会② 総務課長 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2009年度 総務課 その他会議 平成２１年度　総務企画室会議 総務課長 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2009年度 総務課 学則・諸規程 平成２１年度　規程集 総務課長 2010/4/1 30年 2040/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2009年度 総務課 職員録 平成２１年度　職員録 総務課長 2010/4/1 30年 2040/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2009年度 総務課
中期目標・計画・年度計
画

平成１９年度　実績報告書 総務課長 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2009年度 総務課 学則・諸規程 平成２１年度　規程関係 総務課長 2010/4/1 永久 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係

2008年度 総務課 諸会議 平成２０年度教養学科教授会 学術連携課長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 B３棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2008年度 総務課 諸会議 平成２０年度教養学科運営委員会　Ｎｏ．１ 学術連携課長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 B３棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2008年度 総務課 諸会議 平成２０年度教養学科運営委員会　Ｎｏ．２ 学術連携課長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 B３棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2008年度 総務課 諸会議 平成２０年度教員養成課程教授会 教員養成課程支援係 2008/4/1 30年 2039/3/31 紙 Ｃ１棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2008年度 総務課 諸会議 平成２０年度教員養成課程運営委員会 教員養成課程支援係 2008/4/1 30年 2039/3/31 紙 Ｃ１棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2008年度 総務課 その他会議 平成２０年度　役員会 総務課長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2008年度 総務課 その他会議 平成２０年度　経営協議会 総務課長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2008年度 総務課 その他会議 平成２０年度　教育研究評議会 総務課長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2008年度 総務課 その他会議 平成２０年度　教育研究評議会② 総務課長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2008年度 総務課 その他会議 平成２０年度　総務企画室会議 総務課長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2008年度 総務課 その他会議 開学６０周年記念事業実施委員会 総務課長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2008年度 総務課 行事 開学６０周年記念事業① 総務課長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2008年度 総務課 行事 開学６０周年記念事業② 総務課長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2008年度 総務課 学則・諸規程 平成２０年度　規程集 総務課長 2009/4/1 30年 2039/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2008年度 総務課 職員録 平成２０年度　職員録 総務課長 2009/4/1 30年 2039/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2008年度 総務課
中期目標・計画・年度計
画

平成２０年度　年度計画 総務課長 2009/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2008年度 総務課 訴訟 争訟事件の係属　平成１９年度（ワ）第１００４号事案（３） 総務課長 2009/4/1
裁判終結後
30年

紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2008年度 総務課 学則・諸規程 平成２０年度　規程関係 総務課長 2009/4/1 永久 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係

2007年度 総務課 諸会議 平成１９年度教養学科教授会 学術連携課長 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 B３棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2007年度 総務課 諸会議 平成１９年度教養学科運営委員会　Ｎｏ．１ 学術連携課長 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 B３棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2007年度 総務課 諸会議 平成１９年度教養学科運営委員会　Ｎｏ．２ 学術連携課長 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 B３棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2007年度 総務課 諸会議 平成１９年度教員養成課程教授会 教員養成課程支援係 2007/4/1 30年 2038/3/31 紙 Ｃ１棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄
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2007年度 総務課 諸会議 平成１９年度教員養成課程運営委員会 教員養成課程支援係 2007/4/1 30年 2038/3/31 紙 Ｃ１棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2007年度 総務課 その他会議 平成１９年度　役員会 総務課長 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2007年度 総務課 その他会議 平成１９年度　経営協議会 総務課長 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2007年度 総務課 その他会議 平成１９年度　教育研究評議会 総務課長 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2007年度 総務課 その他会議 平成１９年度　教育研究評議会② 総務課長 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2007年度 総務課 その他会議 平成１９年度　総務企画室会議 総務課長 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2007年度 総務課 学長選挙
平成１９年度　学長選考関係綴
平成１９年度　学長予定者推薦投票管理委員会綴

総務課長 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2007年度 総務課 その他 附属池田小学校事件対策本部会議（平成１９年度～） 総務課長 2008/4/1 永久 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係

2007年度 総務課 学則・諸規程 平成１９年度　規程集 総務課長 2008/4/1 30年 2038/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2007年度 総務課 職員録 平成１９年度　職員録 総務課長 2008/4/1 30年 2038/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2007年度 総務課
中期目標・計画・年度計
画

平成１９年度　年度計画 総務課長 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2007年度 総務課
中期目標・計画・年度計
画

平成１７年度　実績報告書 総務課長 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2007年度 総務課
中期目標・計画・年度計
画

平成１８年度　実績報告書 総務課長 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2007年度 総務課 訴訟 争訟事件の係属　平成１９年度（ワ）第１００４号事案（２） 総務課長 2008/4/1
裁判終結後
30年

紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2006年度 総務課 諸会議 平成１８年度教養学科教授会 学術連携課長 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 B３棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2006年度 総務課 諸会議 平成１８年度教養学科運営委員会 学術連携課長 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 B３棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2006年度 総務課 諸会議 平成１８年度教員養成課程教授会 教員養成課程支援係 2006/4/1 30年 2037/3/31 紙 Ｃ１棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2006年度 総務課 諸会議 平成１８年度教員養成課程運営委員会 教員養成課程支援係 2006/4/1 30年 2037/3/31 紙 Ｃ１棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2006年度 総務課 その他会議 平成１８年度　教育研究評議会 総務課長 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2006年度 総務課 その他会議 平成１８年度　役員会 総務課長 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2006年度 総務課 その他会議 平成１８年度　経営協議会 総務課長 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2006年度 総務課 その他会議 平成１８年度　教育研究評議会② 総務課長 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2006年度 総務課 その他会議 平成１８年度　総務企画室会議 総務課長 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2006年度 総務課 訴訟
争訟事件の係属　平成１８年度（ハ）第２０５号，第２０７号事案
（１）

総務課長 2007/4/1
裁判終結後
30年

2037/5/17 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2006年度 総務課 訴訟
争訟事件の係属　平成１７年度（ネ）第１７８２号，平成１８年
（ネ・オ）第４４２号　事案（８）

総務課長 2007/4/1
裁判終結後
30年

2037/4/16 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2006年度 総務課 学則・諸規程 平成１８年度　規程集 総務課長 2007/4/1 30年 2037/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2006年度 総務課 職員録 平成１８年度　職員録 総務課長 2007/4/1 30年 2037/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2006年度 総務課 組織の設置・改廃等 教育研究組織の見直し→組織名英語表記関係 総務課長 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2006年度 総務課
中期目標・計画・年度計
画

平成１８年度　年度計画 総務課長 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2006年度 総務課
中期目標・計画・年度計
画

平成１６年度　実績報告書 総務課長 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄
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2006年度 総務課
中期目標・計画・年度計
画

平成１８年度　中期目標・中期計画・年度計画 総務課長 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2006年度 総務課 訴訟 争訟事件の係属　平成９年度（ワ）第４４８５号事案（６） 総務課長 2007/4/1
裁判終結後
30年

2037/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2006年度 総務課 訴訟 争訟事件の係属　平成９年度（ワ）第４４８５号事案（２） 総務課長 2007/4/1
裁判終結後
30年

2037/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2006年度 総務課 学則・諸規程 平成１８・１９年度　規程関係 総務課長 2007/4/1 永久 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係

2006年度 総務課
中期目標・計画・年度計
画

平成１７年度　年度計画 総務課長 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2006年度 総務課 訴訟 争訟事件の係属　平成１５年度（ワ）第１１５３８号事案 総務課長 2004/4/1
裁判終結後
30年

2034/10/28 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2006年度 総務課 訴訟 争訟事件の係属　平成１９年度（ワ）第１００４号事案（１） 総務課長 2007/4/1
裁判終結後
30年

紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2005年度 総務課 諸会議 平成１７年度教養学科教授会 学術連携課長 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 B３棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2005年度 総務課 諸会議 平成１７年度教養学科運営委員会 学術連携課長 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 B３棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2005年度 総務課 諸会議 平成１７年度教員養成課程教授会 教員養成課程支援係 2005/4/1 30年 2036/3/31 紙 Ｃ１棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2005年度 総務課 諸会議 平成１７年度教員養成課程運営委員会 教員養成課程支援係 2005/4/1 30年 2036/3/31 紙 Ｃ１棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2005年度 総務課 その他会議 平成１７年度　役員会 総務課長 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2005年度 総務課 その他会議 平成１７年度　経営協議会 総務課長 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2005年度 総務課 その他会議 平成１７年度　教育研究評議会 総務課長 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2005年度 総務課 その他会議 平成１７年度　教育研究評議会② 総務課長 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2005年度 総務課 その他会議 平成１７年度　総務企画室会議 総務課長 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2005年度 総務課 その他 平成１７年度　附属池田小学校事件関係綴り 総務課長 2006/4/1 永久 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係

2005年度 総務課 その他 附属池田小学校事件対策本部会議（平成１７年度～１８年度） 総務課長 2006/4/1 永久 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係

2005年度 総務課 学則・諸規程 平成１７年度　規程集 総務課長 2006/4/1 30年 2036/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2005年度 総務課 職員録 平成１７年度　職員録 総務課長 2006/4/1 30年 2036/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2005年度 総務課
中期目標・計画・年度計
画

平成１６年度　年度計画 総務課長 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2004年度 総務課 諸会議 平成１６年度教養学科教授会 学術連携課長 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 B３棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2004年度 総務課 諸会議 平成１６年度教養学科運営委員会 学術連携課長 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 B３棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2004年度 総務課 諸会議 平成１６年度教員養成課程教授会 学術支援第一係 2004/4/1 30年 2035/3/31 紙 Ｃ１棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2004年度 総務課 諸会議 平成１６年度教員養成課程運営委員会 学術支援第一係 2004/4/1 30年 2035/3/31 紙 Ｃ１棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2004年度 総務課 その他会議 平成１６年度　役員会 総務課長 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2004年度 総務課 その他会議 平成１６年度　経営協議会 総務課長 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2004年度 総務課 その他会議 平成１６年度　教育研究評議会 総務課長 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2004年度 総務課 その他会議 平成１６年度　学長補佐会議 総務課長 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2004年度 総務課 その他会議 平成１６年度　センター連絡会議 総務課長 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄
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2004年度 総務課 その他会議 平成１６年度　総務企画室会議 総務課長 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2004年度 総務課 その他会議 平成１６年度　総務企画室会議② 総務課長 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2004年度 総務課 その他会議 平成１６年度　四大学連携協議カリキュラム検討部会 総務課長 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2004年度 総務課 学長選挙 平成１６年度～平成１９年度７月　学長選考会議 総務課長 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2004年度 総務課 その他 国立大学法人大阪教育大学設立関係綴 総務課長 2005/4/1 永久 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係

2004年度 総務課 訴訟
争訟事件の係属　平成１４年度（ワ）第２８８号，平成１７年（ネ）
第１７８２号　事案（７）

総務課長 2005/4/1
裁判終結後
30年

2037/4/16 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2004年度 総務課 学則・諸規程 平成１６年度　規程集 総務課長 2005/4/1 30年 2035/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2004年度 総務課 職員録 平成１６年度　職員録 総務課長 2005/4/1 30年 2035/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2004年度 総務課 大学改革 緊急大学改革推進委員会（第４２回～第５６回） 総務課長 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2004年度 総務課 大学改革 緊急大学改革推進委員会（第５７回～第６５回） 総務課長 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2004年度 総務課 学則・諸規程 平成１６・１７年度　規程関係 総務課長 2005/4/1 永久 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係

2003年度 総務課 諸会議 平成１５年度教養学科教官会議 学術連携課長 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 B３棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2003年度 総務課 諸会議 平成１５年度教養学科運営委員会 学術連携課長 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 B３棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2003年度 総務課 諸会議 平成１５年度教員養成課程運営委員会 学術支援第一係 2003/4/1 30年 2034/3/31 紙 Ｃ１棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2003年度 総務課 その他会議 平成１５年度　大学院研究科委員会 総務課長 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係 廃棄

2003年度 総務課 教授会 平成１５年度　教授会綴 総務課長 2004/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

2003年度 総務課 その他会議 平成１５年度　代議員会 総務課長 2004/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

2003年度 総務課 公印 公印関係（平成１７年度～） 総務課長 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係 廃棄

2003年度 総務課 職員録 平成１５年度　職員録 総務課長 2004/4/1 30年 2034/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2003年度 総務課 訴訟 争訟事件の係属　平成１４年度（ワ）第２８８号事案（６） 総務課長 2004/4/1
裁判終結後
30年

2037/4/16 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2003年度 総務課 訴訟 争訟事件の係属　平成１４年度（ワ）第２８８号事案（５） 総務課長 2004/4/1
裁判終結後
30年

2037/4/16 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2003年度 総務課 訴訟 争訟事件の係属　平成１４年度（ワ）第２８８号事案（４） 総務課長 2004/4/1
裁判終結後
30年

2037/4/16 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2003年度 総務課 訴訟 争訟事件の係属　平成１４年度（ワ）第２８８号事案（３） 総務課長 2004/4/1
裁判終結後
30年

2037/4/16 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2002年度 総務課 諸会議 平成１４年度教養学科教官会議 学術連携課長 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 B３棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2002年度 総務課 諸会議 平成１４年度教養学科運営委員会 学術連携課長 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 B３棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2002年度 総務課 諸会議 平成１４年度新学部構想検討委員会 学術連携課長 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 B３棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2002年度 総務課 諸会議 平成１４年度教員養成課程運営委員会 学術支援第一係 2002/4/1 30年 2033/3/31 紙 Ｃ１棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2002年度 総務課 その他会議 平成１４年度　大学院研究科委員会 総務課長 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係 廃棄

2002年度 総務課 学長選挙 平成１４年度　学長選挙 総務課長 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2002年度 総務課 教授会 平成１４年度　教授会綴 総務課長 2003/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係
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2002年度 総務課 教授会 平成１４年度　教授会関係 総務課長 2003/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

2002年度 総務課 その他会議 平成１４年度　代議員会 総務課長 2003/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

2002年度 総務課 訴訟 争訟事件の係属　平成１４年度（ワ）第２８８号事案（２） 総務課長 2003/4/1
裁判終結後
30年

2037/4/16 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2002年度 総務課 訴訟 争訟事件の係属　平成１４年度（ワ）第２８８号事案（１） 総務課長 2003/4/1
裁判終結後
30年

2037/4/16 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2002年度 総務課 訴訟 争訟事件の係属　平成１４年度（ヨ）第１００１３号事案（２） 総務課長 2003/4/1
裁判終結後
30年

2033/12/19 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2002年度 総務課 訴訟 争訟事件の係属　平成１３年度（ワ）第１３４５９号事案（２） 総務課長 2003/4/1
裁判終結後
30年

2033/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2002年度 総務課 職員録 平成１４年度　職員録 総務課長 2003/4/1 30年 2033/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2002年度 総務課 職員録 平成１４年度　職員録 総務課長 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係 廃棄

2002年度 総務課 学則・諸規程 平成１４・１５年度　規程関係 総務課長 2003/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

2001年度 総務課 諸会議 平成１３年度教養学科教官会議 教育学部事務部事務長 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 B３棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2001年度 総務課 諸会議 平成１３年度教養学科運営委員会 教育学部事務部事務長 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 B３棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2001年度 総務課 諸会議 平成１３年度新学部構想検討委員会 教育学部事務部事務長 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 B３棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2001年度 総務課 諸会議 平成１３年度教員養成課程運営委員会 総務第一係 2001/4/1 30年 2032/3/31 紙 Ｃ１棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2001年度 総務課 その他会議 平成１３年度　大学院研究科委員会 総務課長 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係 廃棄

2001年度 総務課 その他 附属池田小学校事件 総務課長 2002/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

2001年度 総務課 教授会 平成１３年度　教授会 総務課長 2002/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

2001年度 総務課 教授会 平成１３年度　教授会関係 総務課長 2002/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

2001年度 総務課 その他会議 平成１３年度　代議員会 総務課長 2002/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

2001年度 総務課 訴訟 争訟事件の係属　平成１３年度（ワ）第１３４５９号事案（１） 総務課長 2002/4/1
裁判終結後
30年

2032/12/6 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2001年度 総務課 公印 平成１３年度　公印制定・改廃関係 総務課長 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係 廃棄

2001年度 総務課 職員録 平成１３年度　職員録 総務課長 2002/4/1 30年 2032/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2001年度 総務課 職員録 平成１３年度　職員録 総務課長 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係 廃棄

2001年度 総務課 組織の設置・改廃等 連合大学院関係８ 総務課長 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係 廃棄

2001年度 総務課 学則・諸規程 平成１３年度　規程関係 総務課長 2002/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

2001年度 総務課 訴訟 争訟事件の係属　平成１４年度（ヨ）第１００１３号事案（１） 総務課長 2002/4/1
裁判終結後
30年

2033/12/19 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2000年度 総務課 諸会議 平成１２年度教養学科教官会議 教育学部事務部事務長 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 B３棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2000年度 総務課 諸会議 平成１２年度教養学科運営委員会 教育学部事務部事務長 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 B３棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2000年度 総務課 諸会議 平成１２年度新学部構想検討委員会 教育学部事務部事務長 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 B３棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2000年度 総務課 諸会議 平成１２年度教員養成課程運営委員会 総務第一係 2000/4/1 30年 2031/3/31 紙 Ｃ１棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2000年度 総務課 その他会議 平成１２年度　大学院研究科委員会 総務課長 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係 廃棄
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2000年度 総務課 教授会 平成１２年度　教授会 総務課長 2001/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

2000年度 総務課 教授会 平成１２年度　教授会関係 総務課長 2001/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

2000年度 総務課 その他会議 平成１２年度　代議員会 総務課長 2001/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

2000年度 総務課 訴訟 争訟事件の係属　平成９年度（ワ）第４４８５号事案（７） 総務課長 2001/4/1
裁判終結後
30年

2031/4/9 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

2000年度 総務課 職員録 平成１２年度　職員録 総務課長 2001/4/1 30年 2031/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

2000年度 総務課 職員録 平成１２年度　職員録 総務課長 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係 廃棄

2000年度 総務課 学則・諸規程 平成１２年度　規程関係 総務課長 2001/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

2000年度 総務課 学則・諸規程 平成１２年度　規程集 総務課長 2001/4/1 永久
電子媒体：共有
サーバー内

事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係

1999年度 総務課 諸会議 平成１１年度教養学科運営委員会 教育学部事務部事務長 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 B３棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

1999年度 総務課 諸会議 平成１１度教員養成課程運営委員会 総務第一係 1999/4/1 30年 2030/3/31 紙 Ｃ１棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

1999年度 総務課 その他会議 平成１１年度　大学院研究科委員会 総務課長 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係 廃棄

1999年度 総務課 学長選挙 平成１１年度　学長選挙 総務課長 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

1999年度 総務課 教授会 平成１１年度　教授会 総務課長 2000/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

1999年度 総務課 教授会 平成１１年度　教授会関係 総務課長 2000/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

1999年度 総務課 その他会議 平成１１年度　代議員会 総務課長 2000/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

1999年度 総務課 学則・諸規程 平成１１年度　規程関係 総務課長 2000/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

1998年度 総務課 諸会議 平成１０年度教養学科運営委員会 教育学部事務部事務長 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 B３棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

1998年度 総務課 諸会議 平成１０年度教員養成課程運営委員会 総務第一係 1998/4/1 30年 2029/3/31 紙 Ｃ１棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

1998年度 総務課 その他会議 平成１０年度　大学院研究科委員会 総務課長 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係 廃棄

1998年度 総務課 教授会 平成１０年度　教授会 総務課長 1999/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

1998年度 総務課 教授会 平成１０年度　教授会関係 総務課長 1999/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

1998年度 総務課 その他会議 平成１０年度　代議員会 総務課長 1999/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

1998年度 総務課 訴訟 争訟事件の係属　平成９年度（ワ）第４４８５号事案（５） 総務課長 1999/4/1
裁判終結後
30年

2031/4/9 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

1998年度 総務課 訴訟 争訟事件の係属　平成９年度（ワ）第４４８５号事案（４） 総務課長 1999/4/1
裁判終結後
30年

2031/4/9 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

1998年度 総務課 学則・諸規程 平成１０年度　規程関係 総務課長 1999/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

1997年度 総務課 儀式 教養学科１０周年記念事業関係綴 教育学部事務部事務長 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 B３棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

1997年度 総務課 諸会議 平成９年度教養学科運営委員会 教育学部事務部事務長 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 B３棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

1997年度 総務課 諸会議 平成９年度教員養成課程運営委員会 総務第一係 1997/4/1 30年 2028/3/31 紙 Ｃ１棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

1997年度 総務課 その他会議 平成９年度　大学院研究科委員会 総務課長 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係 廃棄

1997年度 総務課 学長選挙 平成９年度　学長選挙 総務課長 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄
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1997年度 総務課 教授会 平成９年度　教授会関係 総務課長 1998/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

1997年度 総務課 教授会 平成９年度　教授会 総務課長 1998/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

1997年度 総務課 その他会議 平成９年度　代議員会 総務課長 1998/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

1997年度 総務課 訴訟 争訟事件の係属　平成９年度（ワ）第４４８５号事案（３） 総務課長 1998/4/1
裁判終結後
30年

2037/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

1997年度 総務課 訴訟 争訟事件の係属　平成９年度（ワ）第４４８５号事案（１） 総務課長 1998/4/1
裁判終結後
30年

2031/4/9 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係 廃棄

1997年度 総務課 学則・諸規程 平成９年度　規程関係 総務課長 1998/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

1996年度 総務課 諸会議 平成８年度教養学科運営委員会 教育学部事務部事務長 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 B３棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

1996年度 総務課 その他会議 平成８年度　大学院研究科委員会 総務課長 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係 廃棄

1996年度 総務課 教授会 平成８年度　教授会関係 総務課長 1997/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

1996年度 総務課 教授会 平成８年度　教授会 総務課長 1997/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

1996年度 総務課 その他会議 平成８年度　代議員会 総務課長 1997/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

1996年度 総務課 学則・諸規程 平成８年度　規程関係 総務課長 1997/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

1995年度 総務課 諸会議 平成７年度～１１年度教養学科教官会議 教育学部事務部事務長 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 B３棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

1995年度 総務課 諸会議 平成７年度教養学科運営委員会 教育学部事務部事務長 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 B３棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

1995年度 総務課 諸会議 平成７年度～１１年度新学部構想検討委員会 教育学部事務部事務長 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 B３棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

1995年度 総務課 諸会議 平成７年度大学院研究科準備専門委員会 教育学部事務部事務長 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 B３棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

1995年度 総務課 その他会議 平成７年度　大学院研究科委員会 総務課長 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係 廃棄

1995年度 総務課 学長選挙 平成７年度　学長選挙 総務課長 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

1995年度 総務課 教授会 平成７年度　教授会　ＮＯ．２ 総務課長 1996/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

1995年度 総務課 教授会 平成７年度　教授会関係 総務課長 1996/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

1995年度 総務課 教授会 平成７年度　教授会ＮＯ．１ 総務課長 1996/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

1995年度 総務課 その他会議 平成７年度　代議員会ＮＯ．１ 総務課長 1996/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

1995年度 総務課 その他会議 平成７年度　代議員会ＮＯ．２ 総務課長 1996/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

1995年度 総務課 職員録 平成７年度～平成１２年度　職員録 総務課長 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係 廃棄

1995年度 総務課 学則・諸規程 平成７年度　規程関係 総務課長 1996/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

1994年度 総務課 諸会議 平成６年度教養学科運営委員会 教育学部事務部事務長 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 B３棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

1994年度 総務課 諸会議 平成６年度新学部構想検討委員会 教育学部事務部事務長 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 B３棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

1994年度 総務課 諸会議 平成６年度大学院研究科準備専門委員会 教育学部事務部事務長 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 B３棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

1994年度 総務課 その他会議 平成６年度　教授会ＮＯ．２ 庶務課長 1995/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

1994年度 総務課 教授会 平成６年度　教授会関係 庶務課長 1995/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係
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1994年度 総務課 その他会議 平成６年度　教授会ＮＯ．１ 庶務課長 1995/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

1994年度 総務課 その他会議 平成６年度　代議員会 庶務課長 1995/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

1993年度 総務課 諸会議 平成５年度教養学科運営委員会 教育学部事務部事務長 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 B３棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

1993年度 総務課 諸会議 平成５年度新学部構想検討委員会 教育学部事務部事務長 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 B３棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

1993年度 総務課 諸会議 平成５年度～８教員養成課程運営委員会 総務第一係 1993/4/1 30年 2027/3/31 紙 Ｃ１棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

1993年度 総務課 その他会議 平成５年度　大学院研究科委員会 庶務課長 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係 廃棄

1993年度 総務課 その他会議 平成５年度　本部連関係 庶務課長 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係 廃棄

1993年度 総務課 その他会議 平成５年度　教授会　ＮＯ．２ 庶務課長 1994/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

1993年度 総務課 その他会議 平成５年度　教授会ＮＯ．１ 庶務課長 1994/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

1993年度 総務課 その他会議 代議員会報告（平成５年４月から平成９年６月） 庶務課長 1994/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

1993年度 総務課 その他会議 平成５年度　代議員会 庶務課長 1994/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

1993年度 総務課 教授会 平成５年度　教授会関係 庶務課長 1994/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

1993年度 総務課 教授会 教授会審議状況（平成５年度から平成１２年度） 庶務課長 1994/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

1993年度 総務課 公印 平成５年度～平成１２年度　公印制定・改廃関係 庶務課長 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係 廃棄

1993年度 総務課 学則・諸規程 平成５年度・６年度　規程関係２ 庶務課長 1994/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

1993年度 総務課 学則・諸規程 平成５年度　規程関係 庶務課長 1994/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

1992年度 総務課 諸会議 平成４年度教養学科運営委員会 教育学部事務部事務長 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 B３棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

1992年度 総務課 諸会議 平成４年度新学部構想検討委員会 教育学部事務部事務長 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 B３棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

1992年度 総務課 諸会議 平成４年～５年度大学院研究科準備専門委員会 教育学部事務部事務長 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 B３棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

1992年度 総務課 その他会議 平成４年度　大学院研究科委員会 庶務課長 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係 廃棄

1992年度 総務課 その他会議 平成４年度　本部連関系 庶務課長 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係 廃棄

1992年度 総務課 学長選挙 平成４年度　学長選挙 庶務課長 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 総務課長 総務課総務係 廃棄

1992年度 総務課 教授会 平成４年度　教授会関係 庶務課長 1993/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

1992年度 総務課 学則・諸規程 平成４年度　規程関係２ 庶務課長 1993/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

1992年度 総務課 学則・諸規程 平成４年度　規程関係１ 庶務課長 1993/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

1991年度 総務課 教授会 平成３年度　教授会関係 庶務課長 1992/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

1991年度 総務課 学則・諸規程 平成３年度　規程関係 庶務課長 1992/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

1990年度 総務課 教授会 平成２年度　教授会関係 庶務課長 1991/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

1990年度 総務課 その他会議 平成２年度　代議員会 庶務課長 1991/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

1990年度 総務課 学則・諸規程 平成２年度　規程関係 庶務課長 1991/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係
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1989年度 総務課 その他会議 平成元年度　代議員会ＮＯ．２ 庶務課長 1990/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

1989年度 総務課 教授会 平成元年度　教授会関係 庶務課長 1990/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

1989年度 総務課 その他会議 平成元年度　代議員会ＮＯ．１ 庶務課長 1990/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

1989年度 総務課 学則・諸規程 平成元年度　規程関係 庶務課長 1990/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

1988年度 総務課 その他会議 開催通知関係（代議員会・研究科委員会） 庶務課長 1989/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

1988年度 総務課 その他会議 代議員会開催通知（平成元年３月９日から） 庶務課長 1989/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

1988年度 総務課 教授会 教授会開催通知（平成元年２月１３日から） 庶務課長 1989/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

1988年度 総務課 教授会 教授会開催通知関係 庶務課長 1989/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

1988年度 総務課 教授会 昭和６３年度　教授会関係 庶務課長 1989/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

1988年度 総務課 その他会議 昭和６３年度　代議員会 庶務課長 1989/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

1988年度 総務課 学則・諸規程 昭和６３年度　規程関係２ 庶務課長 1989/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

1987年度 総務課 その他会議 昭和６２年度代議員会ＮＯ．２ 庶務課長 1988/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

1987年度 総務課 その他会議 教授会審議状況 庶務課長 1988/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

1987年度 総務課 教授会 教授会審議状況（昭和６２年度から平成４年度） 庶務課長 1988/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

1987年度 総務課 教授会 昭和６２年度　教授会関係 庶務課長 1988/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

1987年度 総務課 その他会議 昭和６２年度　代議員会ＮＯ．１ 庶務課長 1988/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

1987年度 総務課 職員録 昭和６２年度～平成６年度　職員録 庶務課長 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係 廃棄

1987年度 総務課 学則・諸規程 昭和６２年度・６３年度　規程関係 庶務課長 1988/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

1986年度 総務課 教授会 昭和６１年度　教授会関係 庶務課長 1987/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

1986年度 総務課 その他会議 昭和６１年度　代議員会 庶務課長 1987/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

1985年度 総務課 教授会 昭和６０年度　教授会関係 庶務課長 1986/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

1985年度 総務課 その他会議 昭和６０年度　代議員会 庶務課長 1986/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

1985年度 総務課 学則・諸規程 昭和６０年度～６２年度　規程関係 庶務課長 1986/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

1984年度 総務課 諸手当 通勤手当認定簿 教育学部事務部事務長 1985/4/1 離職後3年 紙 B３棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

1984年度 総務課 健康・安全 健康カード 教育学部事務部事務長 1985/4/1 離職後5年 紙 B３棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

1984年度 総務課 教授会 昭和５９年度　教授会関係 庶務課長 1985/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

1984年度 総務課 その他会議 昭和５９年度　代議員会 庶務課長 1985/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

1984年度 総務課 学則・諸規程 昭和５９年度　規程関係 庶務課長 1985/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

1983年度 総務課 教授会 昭和５８年度　教授会関係 庶務課長 1984/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

1983年度 総務課 その他会議 昭和５８年度　代議員会 庶務課長 1984/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係
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1982年度 総務課 その他会議 被選挙権申出書（教授会選出各種委員会委員） 庶務課長 1983/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

1982年度 総務課 教授会 昭和５７年度　教授会関係 庶務課長 1983/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

1982年度 総務課 その他会議 昭和５７年度　代議員会 庶務課長 1983/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

1982年度 総務課 学則・諸規程 昭和５７年度・５８年度　規程関係 庶務課長 1983/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

1981年度 総務課 教授会 昭和５６年度　教授会関係 庶務課長 1982/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

1981年度 総務課 その他会議 昭和５６年度　代議員会 庶務課長 1982/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

1980年度 総務課 教授会 昭和５５年度　教授会関係 庶務課長 1981/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

1980年度 総務課 その他会議 昭和５５年度　代議員会 庶務課長 1981/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

1980年度 総務課 学則・諸規程 昭和５５年度・５６年度　規程関係 庶務課長 1981/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

1979年度 総務課 教授会 昭和５４年度　教授会関係 庶務課長 1980/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

1979年度 総務課 その他会議 昭和５４年度　代議員会 庶務課長 1980/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

1978年度 総務課 教授会 昭和５３年度　教授会関係 庶務課長 1979/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

1978年度 総務課 学則・諸規程 昭和５３年度・５４年度　規程関係 庶務課長 1979/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

1977年度 総務課 教授会 教授会記録（昭和５３年３月から昭和５５年６月） 庶務課長 1978/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

1977年度 総務課 教授会 教授会審議状況（昭和５２年度から昭和６１年度） 庶務課長 1978/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

1977年度 総務課 学則・諸規程 昭和５２年度　規程関係 庶務課長 1978/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

1976年度 総務課 学則・諸規程 昭和５１年度　規程関係 庶務課長 1977/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

1975年度 総務課 学則・諸規程 昭和５０年度　規程関係 庶務課長 1976/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

1974年度 総務課 その他会議 代議員開催通知（昭和４９年度から昭和５７年度） 庶務課長 1975/4/1 永久 紙 学長特別補佐室（B1-218） 総務課長 総務課総務係

1967年度 総務課 広報 統合（１～４８号） 庶務課長 1968/4/1 永久 紙 事務局棟４階文書庫 総務課長 総務課総務係

2021年度 総務課 会議 令和3年度系主任連絡会議 総務課長 2022/4/1 10年 2032/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

C1棟１階教員支援係室内 総務課長 総務課教員支援係 廃棄

2021年度 総務課 服務 令和3年度兼業 総務課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 C1棟１階教員支援係室内 総務課長 総務課教員支援係 廃棄

2021年度 総務課 服務 令和３年度講師派遣 総務課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 C1棟１階教員支援係室内 総務課長 総務課教員支援係 廃棄

2021年度 総務課 謝金 令和3年度謝金 総務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 C1棟１階教員支援係室内 総務課長 総務課教員支援係 廃棄

2021年度 総務課 会議 令和3年度教員養成課程教授会 総務課長 2022/4/1 30年 2052/3/31 紙 C1棟１階教員支援係室内 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2021年度 総務課 会議 令和3年度教員養成課程運営委員会 総務課長 2022/4/1 30年 2052/3/31 紙 C1棟１階教員支援係室内 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2021年度 総務課 会議 令和3年度教員養成課程FD事業推進委員会 総務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 C1棟１階教員支援係室内 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2021年度 総務課 会議 令和3年度教員養成課程入試委員会 総務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 C1棟１階教員支援係室内 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2021年度 総務課 会議 令和3年度教員養成課程教務委員会 総務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 C1棟１階教員支援係室内 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2021年度 総務課 会議 令和3年度教員養成課程将来構想委員会 総務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 C1棟１階教員支援係室内 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄
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2021年度 総務課 会議 令和3年度教員養成課程評価委員会 総務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 C1棟１階教員支援係室内 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2021年度 総務課 会議 令和3年度非常勤講師選考 総務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 C1棟１階教員支援係室内 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2021年度 総務課 予算 令和3年度予算 総務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 C1棟１階教員支援係室内 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2021年度 総務課 服務 令和3年度人事　割愛・勤務状況報告・名誉教授推薦等 総務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 C1棟１階教員支援係室内 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2021年度 総務課 服務 令和3年度研修願・私事渡航届 総務課長 2022/4/1 10年 2031/3/31 紙 C1棟１階教員支援係室内 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2021年度 総務課 服務 令和3年度旅行命令簿 総務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 C1棟１階教員支援係室内 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2021年度 総務課 服務 令和3年度旅行命令簿（国費外） 総務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 C1棟１階教員支援係室内 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2021年度 総務課 服務 令和3年度出張依頼 総務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 C1棟１階教員支援係室内 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2021年度 総務課 服務 令和3年度講師派遣 総務課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 C1棟１階教員支援係室内 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2021年度 総務課 服務 令和3年度休日の振替簿 総務課長 2022/4/1 5年 2026/12/31 紙 C1棟１階教員支援係室内 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2021年度 総務課 服務 令和3年度職務専念義務免除願 総務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 C1棟１階教員支援係室内 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2021年度 総務課 服務 令和3年度勤務時間報告書 総務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 C1棟１階教員支援係室内 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2021年度 総務課 服務 令和3年度勤務時間申告書 総務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 C1棟１階教員支援係室内 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2021年度 総務課 服務 令和3年度勤務時間の超過申出書 総務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 C1棟１階教員支援係室内 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2021年度 総務課 服務 令和3年度各種委員等推薦関係 総務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 C1棟１階教員支援係室内 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2021年度 総務課 服務 令和3年度健康状態報告書 総務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 C1棟１階教員支援係室内 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2020年度 総務課 会議 令和2年度系主任連絡会議 総務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

C1棟１階教員支援係室内 総務課長 総務課教員支援係 廃棄

2020年度 総務課 会議 令和2年度教員養成課程教授会 総務課長 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 C1棟１階教員支援係室内 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2020年度 総務課 会議 令和2年度教員養成課程運営委員会 総務課長 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 C1棟１階教員支援係室内 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2020年度 総務課 会議 令和2年度教員養成課程FD事業推進委員会 総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 C1棟１階教員支援係室内 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2020年度 総務課 会議 令和2年度教員養成課程入試委員会 総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 C1棟１階教員支援係室内 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2020年度 総務課 会議 令和2年度教員養成課程教務委員会 総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 C1棟１階教員支援係室内 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2020年度 総務課 会議 令和2年度教員養成課程将来構想委員会 総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 C1棟１階教員支援係室内 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2020年度 総務課 会議 令和2年度教員養成課程評価委員会 総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 C1棟１階教員支援係室内 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2020年度 総務課 会議 令和2年度非常勤講師選考 総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 C1棟１階教員支援係室内 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2020年度 総務課 予算 令和2年度予算 総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 C1棟１階教員支援係室内 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2020年度 総務課 服務 令和2年度人事　割愛・勤務状況報告・名誉教授推薦等 総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 C1棟１階教員支援係室内 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2020年度 総務課 謝金 令和2年度謝金 総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 C1棟１階教員支援係室内 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2020年度 総務課 服務 令和2年度研修願・私事渡航届 総務課長 2021/4/1 10年 2030/3/31 紙 C1棟１階教員支援係室内 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2020年度 総務課 服務 令和2年度旅行命令簿 総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 C1棟１階教員支援係室内 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄
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2020年度 総務課 服務 令和2年度旅行命令簿（国費外） 総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 C1棟１階教員支援係室内 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2020年度 総務課 服務 令和2年度出張依頼 総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 C1棟１階教員支援係室内 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2020年度 総務課 服務 令和2年度講師派遣 総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 C1棟１階教員支援係室内 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2020年度 総務課 服務 令和2年休暇簿 総務課長 2021/4/1 5年 2025/12/31 紙 C1棟１階教員支援係室内 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2020年度 総務課 服務 令和2年度休日の振替簿 総務課長 2021/4/1 5年 2025/12/31 紙 C1棟１階教員支援係室内 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2020年度 総務課 服務 令和2年度職務専念義務免除願 総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 C1棟１階教員支援係室内 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2020年度 総務課 服務 令和2年度勤務時間報告書 総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 C1棟１階教員支援係室内 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2020年度 総務課 服務 令和2年度勤務時間申告書 総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 C1棟１階教員支援係室内 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2020年度 総務課 服務 令和2年度勤務時間の超過申出書 総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 C1棟１階教員支援係室内 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2019年度 総務課 会議 平成31年度教員養成課程教授会 総務課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 C1棟１階教員支援係室内 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2019年度 総務課 会議 平成31年度教員養成課程運営委員会 総務課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 C1棟１階教員支援係室内 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2019年度 総務課 会議 平成31年度教員養成課程FD事業推進委員会 総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 C1棟１階教員支援係室内 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2019年度 総務課 会議 平成31年度教員養成課程入試委員会 総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 C1棟１階教員支援係室内 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2019年度 総務課 会議 平成31年度教員養成課程教務委員会 総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 C1棟１階教員支援係室内 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2019年度 総務課 会議 平成31年度教員養成課程将来構想委員会 総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 C1棟１階教員支援係室内 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2019年度 総務課 会議 平成31年度教員養成課程評価委員会 総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 C1棟１階教員支援係室内 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2019年度 総務課 会議 平成31年度海外教育実習体験委員会 総務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 C1棟１階教員支援係室内 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2019年度 総務課 会議 平成31年度非常勤講師選考 総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 C1棟１階教員支援係室内 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2019年度 総務課 予算 平成31年度予算 総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 C1棟１階教員支援係室内 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2019年度 総務課 服務 平成31年度人事　割愛・勤務状況報告・名誉教授推薦等 総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 C1棟１階教員支援係室内 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2019年度 総務課 謝金 平成31年度謝金 総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 C1棟１階教員支援係室内 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2019年度 総務課 服務 平成31年度研修願・私事渡航届 総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 C1棟１階教員支援係室内 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2019年度 総務課 服務 平成31年度旅行命令簿 総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 C1棟１階教員支援係室内 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2019年度 総務課 服務 平成31年度旅行命令簿（国費外） 総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 C1棟１階教員支援係室内 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2019年度 総務課 服務 平成31年度出張依頼 総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 C1棟１階教員支援係室内 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2019年度 総務課 服務 平成31年度講師派遣 総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 C1棟１階教員支援係室内 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2019年度 総務課 服務 平成31年出勤簿 総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 C1棟１階教員支援係室内 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2019年度 総務課 服務 平成31年休暇簿 総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 C1棟１階教員支援係室内 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2019年度 総務課 服務 平成31年度休日の振替簿 総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 C1棟１階教員支援係室内 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2019年度 総務課 服務 平成31年度職務専念義務免除願 総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 C1棟１階教員支援係室内 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

34/398



作成・取得
年度

大分類 中分類
法人文書ファイル名

（小分類）
作成・取得時の

文書管理者
保存期間
の起算日

保存期間
保存期間の
満了する日

媒体の種別 保存場所
現状の

文書管理者
保有担当
係等名称

保存期間が満
了したときの措

置

2019年度 総務課 服務 平成31年度勤務時間報告書 総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 C1棟１階教員支援係室内 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2019年度 総務課 服務 平成31年度勤務時間申告書 総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 C1棟１階教員支援係室内 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2019年度 総務課 服務 平成31年度勤務時間の超過申出書 総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 C1棟１階教員支援係室内 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2019年度 総務課 服務 平成31年度健康状態報告書 総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 C1棟１階教員支援係室内 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2017年度 総務課 会議 平成２９年度教育協働学科運営委員会　Ｎｏ．１ 総務課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 Ｂ３棟１階 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2017年度 総務課 会議 平成２９年度教育協働学科運営委員会　Ｎｏ．２ 総務課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 Ｂ３棟１階 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2017年度 総務課 会議 平成２９年度教育協働学科教授会 総務課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 Ｂ３棟１階 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2017年度 総務課 行事・儀式 近畿地区大学教育研究会　第８６回研究協議会 総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 Ｂ３棟１階 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2017年度 総務課 服務 平成２９年度海外出張・海外研修・私事渡航 総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 Ｂ３棟１階 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2017年度 総務課 その他 平成２９年謝金 総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 Ｂ３棟１階 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2017年度 総務課 その他 平成２９年度予算関係 総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 Ｂ３棟１階 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2017年度 総務課 会議 （広報専門委員会）教育協働学科　秋の進学相談会 総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 Ｂ３棟１階 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2017年度 総務課 会議 （広報専門委員会）教育協働学科開設記念シンポジウム 総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 Ｂ３棟１階 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2017年度 総務課 会議 旧教養学科事項取扱専門委員会 総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 Ｂ３棟１階 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2017年度 総務課 会議 教職大学院でない大学院の検討専門部会 総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 Ｂ３棟１階 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2017年度 総務課 会議 平成２９年度　各種委員会 総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 Ｂ３棟１階 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2017年度 総務課 会議 教育協働学科運営委員会教務専門委員会 総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 Ｂ３棟１階 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2017年度 総務課 会議
教育協働学科運営委員会広報専門委員会・教育協働学科運
営委員会入学者選抜等専門委員会

総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 Ｂ３棟１階 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2017年度 総務課 会議 平成２９年度教育協働学科ＦＤ事業推進委員会 総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 Ｂ３棟１階 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2017年度 総務課 会議 平成２９年度教育協働学科運営委員会人事専門委員会 総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 Ｂ３棟１階 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2017年度 総務課 服務 平成２９年度休日振替簿 総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 Ｂ３棟１階 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2017年度 総務課 服務 平成２９年度勤務時間申告書・兼業関係 総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 Ｂ３棟１階 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2017年度 総務課 服務 平成２９年度健康状態報告書 総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 Ｂ３棟１階 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2017年度 総務課 服務 平成２９年度研修願 総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 Ｂ３棟１階 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2017年度 総務課 服務 平成２９年度講師派遣 総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 Ｂ３棟１階 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2017年度 総務課 服務 平成２９年度出張依頼　　【他機関からの出張依頼】 総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 Ｂ３棟１階 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2017年度 総務課 服務 平成２９年度出張依頼　　【他機関への出張依頼】 総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 Ｂ３棟１階 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2017年度 総務課 服務 平成２９年度旅行命令簿 総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 Ｂ３棟１階 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2017年度 総務課 服務 平成２９年休暇簿（特休・病休） 総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 Ｂ３棟１階 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2017年度 総務課 服務 平成２９年休暇簿（年次休暇） 総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 Ｂ３棟１階 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄
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2017年度 総務課 服務 平成２９年出勤簿 総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 Ｂ３棟１階 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2017年度 総務課 会議 平成２９年度教員養成課程教授会 総務課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 Ｃ１棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2017年度 総務課 会議 平成２９年度教員養成課程運営委員会 総務課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 Ｃ１棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2017年度 総務課 服務 平成２９年度研修願・私事渡航届 総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 Ｃ１棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2017年度 総務課 会議 平成２９年度教員養成課程ＦＤ事業推進委員会 総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 Ｃ１棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2017年度 総務課 会議 平成２９年度教員養成課程入試委員会 総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 Ｃ１棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2017年度 総務課 会議 平成２９年度教員養成課程教務委員会 総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 Ｃ１棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2017年度 総務課 会議 平成２９年度教員養成課程将来構想委員会 総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 Ｃ１棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2017年度 総務課 会議 平成２９年度教員養成課程評価委員会 総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 Ｃ１棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2017年度 総務課 会議 平成２９年度非常勤講師選考 総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 Ｃ１棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2017年度 総務課 予算 平成２９年度予算 総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 Ｃ１棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2017年度 総務課 謝金 平成２９年度謝金 総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 Ｃ１棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2017年度 総務課 服務 平成２９年度旅行命令簿 総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 Ｃ１棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2017年度 総務課 服務 平成２９年度旅行命令簿（国費外） 総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 Ｃ１棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2017年度 総務課 服務 平成２９年度出張依頼 総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 Ｃ１棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2017年度 総務課 服務 平成２９年度人事　勤務状況報告・名誉教授推薦 総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 Ｃ１棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2017年度 総務課 服務 平成２９年度職務専念義務免除願 総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 Ｃ１棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2017年度 総務課 服務 平成２９年度勤務時間報告書 総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 Ｃ１棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2017年度 総務課 服務 平成２９年度勤務時間申告書 総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 Ｃ１棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2017年度 総務課 服務 平成２９年度勤務時間の超過申出書 総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 Ｃ１棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2017年度 総務課 その他 平成２９年度会議費支出伺 総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 Ｃ１棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2017年度 総務課 服務 平成２９年出勤簿 総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 Ｃ１棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2017年度 総務課 服務 平成２９年度休日の振替簿 総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 Ｃ１棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2017年度 総務課 服務 平成２９年休暇簿 総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 Ｃ１棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教員養成
担当）

廃棄

2016年度 総務課 会議 平成２８年度教養学科教授会 総務企画課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 Ｂ３棟１階 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2016年度 総務課 会議 平成２８年度教養学科運営委員会　Ｎｏ．１ 総務企画課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 Ｂ３棟１階 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2016年度 総務課 会議 平成２８年度教養学科運営委員会　Ｎｏ．２ 総務企画課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 Ｂ３棟１階 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2016年度 総務課 服務 平成２８年度海外出張・海外研修・私事渡航 総務企画課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 B３棟１階倉庫 総務課長
総務課教員支援係（教育協働
学科担当）

廃棄

2021年度 総務課 広報 令和３年度トピックス 広報室長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 広報室長 総務課広報室広報係 廃棄

2021年度 総務課 広報 令和３年度調査回答（学内） 広報室長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 広報室長 総務課広報室広報係 廃棄
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2021年度 総務課 広報 令和３年度調査回答（学外） 広報室長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 広報室長 総務課広報室広報係 廃棄

2021年度 総務課 広報 令和３年度印刷物（大学概要・DKP等） 広報室長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 広報室長 総務課広報室広報係 廃棄

2021年度 総務課 広報 令和３年度TenYou－天遊－ 広報室長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 広報室長 総務課広報室広報係 廃棄

2021年度 総務課 広報 令和３年度府立高校教職コンソーシアム 広報室長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 広報室長 総務課広報室広報係 廃棄

2021年度 総務課 広報 令和３年度広報室① 広報室長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 広報室長 総務課広報室広報係 廃棄

2021年度 総務課 広報 令和３年度広報室② 広報室長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 広報室長 総務課広報室広報係 廃棄

2021年度 総務課 広報 令和３年度ロゴマーク・キャラクター 広報室長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 広報室長 総務課広報室広報係 廃棄

2021年度 総務課 広報 令和３年度大学ポートレート 広報室長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 広報室長 総務課広報室広報係 廃棄

2021年度 総務課 広報 令和３年度基金委員会 広報室長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 広報室長 総務課広報室広報係 廃棄

2021年度 総務課 広報 令和３年度文部科学省・他機関通知 広報室長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 広報室長 総務課広報室広報係 廃棄

2021年度 総務課 広報 令和３年度報道対応・プレスリリース 広報室長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 広報室長 総務課広報室広報係 廃棄

2021年度 総務課 広報 令和３年度購入依頼・役務依頼 広報室長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 広報室長 総務課広報室広報係 廃棄

2021年度 総務課 広報 令和３年度広報戦略室会議 広報室長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 広報室長 総務課広報室広報係 廃棄

2021年度 総務課 広報
令和３年度連合教職実践研究科広報委員会・教育学研究科
広報専門部会

広報室長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 広報室長 総務課広報室広報係 廃棄

2021年度 総務課 広報 令和３年度ウェブサイト更新 広報室長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 広報室長 総務課広報室広報係 廃棄

2020年度 総務課 広報 令和２年度トピックス 広報室長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 広報室長 総務課広報室広報係 廃棄

2020年度 総務課 広報 令和２年度調査回答 広報室長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 広報室長 総務課広報室広報係 廃棄

2020年度 総務課 広報 令和２年度印刷物 広報室長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 広報室長 総務課広報室広報係 廃棄

2020年度 総務課 広報 令和２年度府立高校教職コンソーシアム 広報室長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 広報室長 総務課広報室広報係 廃棄

2020年度 総務課 広報 令和２年度広報室① 広報室長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 広報室長 総務課広報室広報係 廃棄

2020年度 総務課 広報 令和２年度ロゴマーク・キャラクター 広報室長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 広報室長 総務課広報室広報係 廃棄

2020年度 総務課 広報 令和２年度大学ポートレート 広報室長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 広報室長 総務課広報室広報係 廃棄

2020年度 共通 コロナ対応 令和２年度コロナ対応 広報室長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 広報室長 総務課広報室広報係 移管

2020年度 総務課 広報 令和２年度基金委員会 広報室長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 広報室長 総務課広報室広報係 廃棄

2020年度 総務課 広報 令和２年度文部科学省・他機関通知 広報室長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 広報室長 総務課広報室広報係 廃棄

2020年度 総務課 広報 令和２年度報道対応・プレスリリース 広報室長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 広報室長 総務課広報室広報係 廃棄

2020年度 総務課 広報 令和２年度購入依頼・役務依頼 広報室長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 広報室長 総務課広報室広報係 廃棄

2020年度 総務課 広報 令和２年度広報戦略室会議 広報室長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 広報室長 総務課広報室広報係 廃棄

2020年度 総務課 広報 令和２年度広告掲載 広報室長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 広報室長 総務課広報室広報係 廃棄

2020年度 総務課 広報 令和２年度ウェブサイト更新 広報室長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 広報室長 総務課広報室広報係 廃棄
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2020年度 総務課 広報
令和２年度連合教職実践研究科広報委員会・教育学研究科
広報専門部会

広報室長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 広報室長 総務課広報室広報係 廃棄

2019年度 総務課 広報 令和元年度学生広報「ＤＡＩＫＹＯ　ＰＲＥＳＳ」 広報室長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 広報室長 総務課広報室広報係 廃棄

2019年度 総務課 広報 令和元年度調査回答 広報室長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟４階総務課室内 広報室長 総務課広報室広報係 廃棄

2019年度 総務課 広報 令和元年度印刷物 広報室長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 広報室長 総務課広報室広報係 廃棄

2019年度 総務課 広報 令和元年度府立高校教職コンソーシアム 広報室長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 広報室長 総務課広報室広報係 廃棄

2019年度 総務課 広報 令和元年度その他広報活動 広報室長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 広報室長 総務課広報室広報係 廃棄

2019年度 総務課 広報 令和元年度広報戦略室 広報室長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 広報室長 総務課広報室広報係 廃棄

2019年度 総務課 広報 令和元年度ロゴマーク・キャラクター 広報室長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 広報室長 総務課広報室広報係 廃棄

2019年度 総務課 広報 令和元年度大学ポートレート 広報室長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 広報室長 総務課広報室広報係 廃棄

2018年度 総務課 広報 平成３０年度学生広報「ＤＡＩＫＹＯ　ＰＲＥＳＳ」 広報室長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 広報室長 総務課広報室広報係 廃棄

2018年度 総務課 広報 平成３０年度調査回答 広報室長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 広報室長 総務課広報室広報係 廃棄

2018年度 総務課 広報 平成３０年度印刷物 広報室長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 広報室長 総務課広報室広報係 廃棄

2018年度 総務課 広報 平成３０年度府立高校教職コンソーシアム 広報室長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 広報室長 総務課広報室広報係 廃棄

2018年度 総務課 広報 平成３０年度その他広報活動 広報室長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 広報室長 総務課広報室広報係 廃棄

2018年度 総務課 広報 平成３０年度広報戦略室 広報室長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 広報室長 総務課広報室広報係 廃棄

2018年度 総務課 広報 平成３０年度大学ポートレート 広報室長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 広報室長 総務課広報室広報係 廃棄

2017年度 総務課 広報 平成２９年度大阪教育大学基金 広報室長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 広報室長 総務課広報室広報係 廃棄

2017年度 総務課 広報 平成２９年度学生広報「ＤＡＩＫＹＯ　ＰＲＥＳＳ」 広報室長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 広報室長 総務課広報室広報係 廃棄

2017年度 総務課 広報 平成２９年度調査回答 広報室長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 広報室長 総務課広報室広報係 廃棄

2017年度 総務課 広報 平成２９年度印刷物 広報室長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 広報室長 総務課広報室広報係 廃棄

2017年度 総務課 広報 平成２９年度府立高校教職コンソーシアム 広報室長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 広報室長 総務課広報室広報係 廃棄

2017年度 総務課 広報 平成２９年度本学に関するメディア掲載記事 広報室長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 広報室長 総務課広報室広報係 廃棄

2017年度 総務課 広報 平成２９年度その他広報活動 広報室長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 広報室長 総務課広報室広報係 廃棄

2017年度 総務課 広報 平成２９年度広報戦略室 広報室長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 広報室長 総務課広報室広報係 廃棄

2017年度 総務課 広報 平成２９年度広告 広報室長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 広報室長 総務課広報室広報係 廃棄

2017年度 総務課 広報 平成２９年度予算 広報室長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 広報室長 総務課広報室広報係 廃棄

2017年度 総務課 広報 平成２９年度年度計画 広報室長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 広報室長 総務課広報室広報係 廃棄

2017年度 総務課 広報 平成２９年度プレスリリース／取材依頼書 広報室長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 広報室長 総務課広報室広報係 廃棄

2017年度 総務課 広報 平成２９年度大学ウェブサイト 広報室長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 広報室長 総務課広報室広報係 廃棄

2015年度 総務企画課 広報 平成２７年度体育会広報誌「大教スポーツ」 総務部総務企画課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 広報室長 総務課広報室広報係 廃棄

38/398



作成・取得
年度

大分類 中分類
法人文書ファイル名

（小分類）
作成・取得時の

文書管理者
保存期間
の起算日

保存期間
保存期間の
満了する日

媒体の種別 保存場所
現状の

文書管理者
保有担当
係等名称

保存期間が満
了したときの措

置

2015年度 総務企画課 広報
平成２７年度大学ウェブページ関連書類（バナー制作・翻訳
等）

総務部総務企画課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 広報室長 総務課広報室広報係 廃棄

2015年度 総務企画課 広報 平成２７年度大学広報掲載媒体 総務部総務企画課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 広報室長 総務課広報室広報係 廃棄

2015年度 総務企画課 広報 平成２７年度　大学概要（日本語版・英語版） 総務部総務企画課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 広報室長 総務課広報室広報係 廃棄

2015年度 総務企画課 広報 平成２７年度　府立高校教職コンソーシアム 総務部総務企画課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 広報室長 総務課広報室広報係 廃棄

2015年度 総務企画課 広報
平成２７年度　府立高校教職コンソーシアム　作文コンクール
原稿

総務部総務企画課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 広報室長 総務課広報室広報係 廃棄

2015年度 総務企画課 広報 平成２７年度　広報に関する書類 総務部総務企画課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 広報室長 総務課広報室広報係 廃棄

2015年度 総務企画課 広報 平成２７年度　広報戦略室 総務部総務企画課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 広報室長 総務課広報室広報係 廃棄

2014年度 総務企画課 会議 平成２６年度　広報戦略室会議 管理部総務企画課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 広報室長 総務課広報室広報係 廃棄

2014年度 総務企画課 広報 平成２６年度　学長記者会見 管理部総務企画課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 広報室長 総務課広報室広報係 廃棄

2014年度 総務企画課 広報 平成２６年度　プレスリリース資料 管理部総務企画課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 広報室長 総務課広報室広報係 廃棄

2014年度 総務企画課 広報 平成２６年度　広報に関する書類 管理部総務企画課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 広報室長 総務課広報室広報係 廃棄

2014年度 総務企画課 広報 平成２６年度　本学に関連する掲載記事 管理部総務企画課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 広報室長 総務課広報室広報係 廃棄

2014年度 総務企画課 広報 平成２６年度　大学概要（日本語版・英語版） 管理部総務企画課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 広報室長 総務課広報室広報係 廃棄

2014年度 総務企画課 広報 平成２６年度　駅看板広告資料 管理部総務企画課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 広報室長 総務課広報室広報係 廃棄

2011年度 総務課 広報 平成２１年度　開学６０周年記念シンポジウム 総務課長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 事務局棟４階文書庫 広報室長 総務課広報室広報係 廃棄

2020年度 共通 機構・組織
大阪教育大学教育学部初等教育教員養成課程及び教育協
働学科　設置計画履行状況報告書（令和２）

経営戦略課長 2021/4/1 永久 紙 事務局棟4階経営戦略課室内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係

2020年度 共通 機構・組織
連合教職実践研究科設置計画履行状況報告書　設置計画履
行状況報告書・補足説明資料（教職大学院）（令和２）

経営戦略課長 2021/4/1 永久 紙 事務局棟4階経営戦略課室内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係

2020年度 経営戦略課 中期目標・中期計画 令和２年度計画進捗管理/令和３年度計画　策定 経営戦略課長 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 事務局棟4階経営戦略課室内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2020年度 共通 機構・組織 令和２年度他機関からの協定書・要望書・承諾書関係 経営戦略課長 2021/4/1 永久 紙 事務局棟4階経営戦略課室内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係

2020年度 共通 機構・組織 高度教育支援開発専攻設置（事前伺い） 経営戦略課長 2021/4/1 永久 紙 事務局棟4階経営戦略課室内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係

2020年度 共通 機構・組織 高度教育支援開発専攻設置（事前伺い[補正版]） 経営戦略課長 2021/4/1 永久 紙 事務局棟4階経営戦略課室内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係

2020年度 共通 機構・組織
大阪教育大学大学院教育学研究科高度教育支援開発専攻
設置（設置報告）

経営戦略課長 2021/4/1 永久 紙 事務局棟4階経営戦略課室内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係

2020年度 共通 会議 令和２年度大学院改革検討専門部会 経営戦略課長 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 事務局棟4階経営戦略課室内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2020年度 共通 会議
令和２年度大阪府教育庁・豊能地区３市２町教育委員会と大
阪教育大学との合同拡大連携協議会

経営戦略課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 事務局棟4階経営戦略課室内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2020年度 共通 服務 令和２年度勤務時間報告 経営戦略課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟4F文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2020年度 共通 服務 令和２年度休暇簿（休日振替・職専免除願・その他等含む） 経営戦略課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟4F文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2020年度 共通 会議 令和２年度大学戦略会議 経営戦略課長 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 事務局棟4F文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2020年度 共通 調査 令和２年度調査・回答 経営戦略課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟4階経営戦略課室内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2020年度 共通 通達等 令和２年度文部科学省 経営戦略課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟4階経営戦略課室内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2020年度 共通 学内通知文書 令和２年度予算関係 経営戦略課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟4F文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

39/398



作成・取得
年度

大分類 中分類
法人文書ファイル名

（小分類）
作成・取得時の

文書管理者
保存期間
の起算日

保存期間
保存期間の
満了する日

媒体の種別 保存場所
現状の

文書管理者
保有担当
係等名称

保存期間が満
了したときの措

置

2020年度 経営戦略課 企画 令和２年度学校教育における外部人材活用事業 経営戦略課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟4階経営戦略課室内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2020年度 経営戦略課 企画
令和２年度学校教育における外部人材活用事業　支出を証す
る書類

経営戦略課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟4階経営戦略課室内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2020年度 共通 機構・組織 令和３年度大学院改組[R２年度] 経営戦略課長 2021/4/1 永久 紙 事務局棟4階経営戦略課室内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係

2020年度 共通 その他 令和２年度雑関係 経営戦略課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 事務局棟4F文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2020年度 経営戦略課 中期目標・中期計画 第４期中期目標・中期計画検討専門部会 経営戦略課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟4階経営戦略課室内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2020年度 共通 会議 有識者会議報告対応（R２年度） 経営戦略課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟４階経営戦略課室内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2020年度 共通 会議 ガバナンス／学内外の意見・提言の集約（R２年度） 管理部総務企画課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟４階経営戦略課室内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2020年度 経営戦略課 中期目標・中期計画
第三期中期目標・中期計画・年度計画⑤〔Ｈ２９年度～R２年
度〕　策定

管理部総務企画課長 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 事務局棟４階経営戦略課室内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2020年度 経営戦略課 中期目標・中期計画 第三期中期目標・中期計画・年度計画③〔Ｈ２７年度〕　策定 総務部総務企画課長 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 事務局棟４階経営戦略課室内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2020年度 経営戦略課 中期目標・中期計画
第三期中期目標・中期計画・年度計画④〔Ｈ２７年度～Ｈ２９年
度〕　策定

総務部総務企画課長 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 事務局棟４階経営戦略課室内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2020年度 経営戦略課 中期目標・中期計画 第三期中期目標・中期計画・年度計画①〔Ｈ２６年度〕　策定 管理部総務企画課長 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 事務局棟４階経営戦略課室内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2020年度 経営戦略課 中期目標・中期計画
第三期中期目標・中期計画・年度計画②〔Ｈ２６年度～Ｈ２７年
度〕　策定

管理部総務企画課長 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 事務局棟４階経営戦略課室内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2019年度 共通 服務 令和元年度休暇簿（休日振替・職専免除願・その他等含む） 経営戦略課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟4F文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2019年度 共通 服務 令和元年度勤務時間報告 経営戦略課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟4F文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2019年度 経営戦略課 中期目標・中期計画 令和元年度計画進捗管理/令和２年度計画　策定 経営戦略課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 事務局棟４F文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2019年度 共通 機構・組織
大阪教育大学教育学部初等教育教員養成課程及び教育協
働学科設置計画履行状況報告書（令元）

経営戦略課長 2020/4/1 永久 紙 事務局棟4階経営戦略課室内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係

2019年度 共通 機構・組織
連合教職実践研究科設置計画履行状況報告書　設置計画履
行状況報告書・補足説明資料（教職大学院）（令元）

経営戦略課長 2020/4/1 永久 紙 事務局棟4階経営戦略課室内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係

2019年度 共通 機構・組織
令和元年度「国立大学改革方針」を踏まえた国立大学との徹
底した対話

経営戦略課長 2020/4/1 30年 2051/3/31 紙 事務局棟4階経営戦略課室内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2019年度 共通 機構・組織 令和元年度大学院（修士課程）参考資料 経営戦略課長 2020/4/1 永久 紙 事務局棟4階経営戦略課室内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係

2019年度 共通 会議 令和元年度大学戦略会議 経営戦略課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 事務局棟4F文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2019年度 共通 会議 令和元年度大学院改革検討専門部会 経営戦略課長 2020/4/1 30年 2051/3/31 紙 事務局棟4階経営戦略課室内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2019年度 共通 調査
R３大阪教育大学大学院の改組計画に係るアンケート調査①
[令和元年度]

経営戦略課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟4F文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2019年度 共通 調査
R３大阪教育大学大学院の改組計画に係るアンケート調査②
[令和元年度]

経営戦略課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟4F文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2019年度 共通 調査 令和元年度調査・回答 経営戦略課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟4F文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2019年度 共通 通達等 令和元年度文部科学省 経営戦略課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟4F文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2019年度 共通 その他 令和元年度雑関係 経営戦略課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 事務局棟４F文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2019年度 共通 服務 令和元年度旅行命令（伺） 経営戦略課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟4F文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2019年度 経営戦略課 企画 令和元年度新時代の教育のための国際協働プログラム 経営戦略課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟4階経営戦略課室内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2019年度 共通 学内通知文書 令和元年度予算関係 経営戦略課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟4F文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2019年度 共通 会議 有識者会議報告対応（R元年度） 経営戦略課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟４階経営戦略課室内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄
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2019年度 共通 会議 ガバナンス／学内外の意見・提言の集約（R元年度） 管理部総務企画課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟４階経営戦略課室内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2019年度 経営戦略課 企画 ＡＩコンソーシアム関係（Ｈ３０年～R元年度） 経営戦略課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟4F文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2018年度 共通 学内通知文書 平成３０年度予算関係 経営戦略課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟4F文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2018年度 共通 機構・組織
大阪教育大学教育学部初等教育教員養成課程及び教育協
働学科設置計画履行状況報告書（Ｈ３０）

経営戦略課長 2019/4/1 永久 紙 事務局棟４階経営戦略課室内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係

2018年度 経営戦略課 中期目標・中期計画 平成３０年度計画進捗管理／平成３１年度計画　策定 経営戦略課長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 事務局棟４F文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2018年度 共通 会議
平成３０年度大阪教育大学大学院連合教職実践研究科運営
準備委員会

経営戦略課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟４階経営戦略課室内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2018年度 共通 服務 平成３０年度旅行命令（伺） 経営戦略課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟４F文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2018年度 共通 調査 平成３０年度調査・回答 経営戦略課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟４F文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2018年度 共通 通達等 平成３０年度文部科学省 経営戦略課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟４F文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2018年度 共通 機構・組織 大学院改組（Ｈ３１）承諾書 経営戦略課長 2019/4/1 永久 紙 事務局棟４階経営戦略課室内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係

2018年度 共通 機構・組織 大阪教育大学連合教職実践研究科事前伺い申請書（Ｈ３０） 経営戦略課長 2019/4/1 永久 紙 事務局棟４階経営戦略課室内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係

2018年度 共通 機構・組織 大阪教育大学連合教職実践研究科設置報告書（Ｈ３０） 経営戦略課長 2019/4/1 永久 紙 事務局棟４階経営戦略課室内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係

2018年度 共通 会議 平成３０年度大学戦略会議 経営戦略課長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 事務局棟４F文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2018年度 共通 会議 平成３０年度大学院改革検討専門部会 経営戦略課長 2019/4/1 30年 2051/3/31 紙 事務局棟４F文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2018年度 共通 会議 修士課程検討作業部会（Ｈ３０年１月１３日～Ｈ３０年７月２日） 経営戦略課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟４階経営戦略課室内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2018年度 経営戦略課 企画
平成３０年度大阪市教員養成協働研究講座大学連携海外派
遣研修

経営戦略課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟４階経営戦略課室内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2018年度 共通 会議 平成３０年度育成協議会 経営戦略課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟４F文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2018年度 共通 会議 平成３０年度資産有効活用プロジェクトチーム会議 経営戦略課長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 事務局棟４F文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2018年度 共通 服務 平成３０年度勤務時間報告 経営戦略課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟4F文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2018年度 共通 服務 平成３０年度休暇簿（休日振替・職専免除願・その他等含む） 経営戦略課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟4F文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2018年度 共通 機構・組織
大阪教育大学連合教職実践研究科事前伺い補正申請書（Ｈ
３０）

経営戦略課長 2019/4/1 永久 紙 事務局棟４F文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係

2018年度 共通 会議 有識者会議報告対応（Ｈ３０年度） 経営戦略課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟４階経営戦略課室内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2018年度 共通 会議 ガバナンス／学内外の意見・提言の集約（Ｈ３０年度） 管理部総務企画課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟４階経営戦略課室内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2017年度 共通 学内通知文書 平成２９年度予算関係 経営戦略課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟4F文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2017年度 共通 会議 平成２９年度大学戦略会議 経営戦略課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 事務局棟４F文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2017年度 共通 調査 平成２９年度調査・回答 経営戦略課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟４F文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2017年度 共通 通達等 平成２９年度文部科学省 経営戦略課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟４階経営戦略課室内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2017年度 共通 服務 平成２９年度旅行命令（伺） 経営戦略課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟４F文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2017年度 経営戦略課 中期目標・中期計画 平成２９年度計画進捗管理／平成３０年度計画　策定 経営戦略課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 事務局棟４F文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2017年度 経営戦略課 企画 平成２９年度新時代の教育のための国際協働プログラム① 経営戦略課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟4F文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄
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2017年度 経営戦略課 企画 平成２９年度新時代の教育のための国際協働プログラム② 経営戦略課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟4F文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2017年度 経営戦略課 企画 平成２９年度新時代の教育のための国際協働プログラム③ 経営戦略課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟4F文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2017年度 経営戦略課 企画
平成２９年度新時代の教育のための国際協働プログラム証拠
書類

経営戦略課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟4F文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2017年度 経営戦略課 企画 平成２９年度補助金関係 経営戦略課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟4F文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2017年度 共通 会議 平成２９年度資産有効活用プロジェクトチーム会議 経営戦略課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 事務局棟４F文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2017年度 共通 会議 平成２９年度育成協議会 経営戦略課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟４F文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2017年度 共通 会議 平成２９年度大阪教育大学連合教職実践研究科連携会議 経営戦略課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟４階経営戦略課室内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2017年度 共通 会議 一般社団法人国立大学協会近畿地区支部会議〔Ｈ２９年度〕 経営戦略課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟４階経営戦略課室内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2017年度 共通 服務 平成２９年度休暇簿（休日振替・職専免除願・その他等含む） 経営戦略課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟4F文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2017年度 共通 服務 平成２９年度勤務時間報告 経営戦略課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟4F文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2017年度 共通 機構・組織
大阪教育大学教育学部初等教育教員養成課程及び教育協
働学科設置計画履行状況報告書

経営戦略課長 2018/4/1 永久 紙 事務局棟４階経営戦略課室内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係

2017年度 共通 機構・組織 平成３１年度大学院改組②〔Ｈ２９年度〕 総務課長 2018/4/1 永久 紙 事務局棟４階経営戦略課室内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係

2017年度 共通 機構・組織 平成３１年度大学院改組③〔Ｈ２９年度～Ｒ２年度〕 総務課長 2018/4/1 永久 紙 事務局棟４階経営戦略課室内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係

2017年度 共通 会議 有識者会議報告対応（Ｈ２９年度） 経営戦略課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟４階経営戦略課室内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2017年度 共通 調査 大学院改組（Ｈ３１）関連アンケート①[H２９年度] 経営戦略課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟４F文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2017年度 共通 調査 大学院改組（Ｈ３１）関連アンケート②[H２９年度] 経営戦略課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟４F文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2017年度 共通 調査 大学院改組（Ｈ３１）関連アンケート③[H29年度] 経営戦略課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟４F文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2017年度 共通 会議 ガバナンス／学内外の意見・提言の集約（Ｈ２９年度） 管理部総務企画課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟４階経営戦略課室内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2016年度 共通 会議 平成２８年度大学戦略会議 総務課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務局棟４F文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2016年度 共通 通達等 平成２８年度文部科学省 総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟４階経営戦略課室内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2016年度 経営戦略課 中期目標・中期計画 平成２８年度計画進捗管理／平成２９年度計画　策定 総務課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務局棟４F文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2016年度 共通 機構・組織 教職大学院アフターケア 総務課長 2017/4/1 永久 紙 事務局棟４階経営戦略課室内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係

2016年度 共通 機構・組織
大阪教育大学教育学部初等教育教員養成課程及び教育協
働学科設置報告書

総務課長 2017/4/1 永久 紙 事務局棟４階経営戦略課室内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係

2016年度 共通 会議
国立教員養成大学・学部　大学院附属学校の改革に関する
有識者会議〔Ｈ２８年度～Ｈ２９年度〕

総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟４階経営戦略課室内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2016年度 経営戦略課 企画 教職大学院設置準備室[H２８年度] 総務課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務局棟４階経営戦略課室内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2016年度 共通 機構・組織 平成３１年度大学院改組①〔Ｈ２８年度～Ｈ２９年度〕 総務課長 2018/4/1 永久 紙 事務局棟４階経営戦略課室内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係

2016年度 経営戦略課 企画
大学改革強化推進事業教員能力開発プログラムの開発研究
チーム会議②〔Ｈ２８年度～Ｈ２９年度〕

総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟４階経営戦略課室内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2016年度 共通 機構・組織 教員組織・センター組織改組関係[H２８年度～R元年度] 総務課長 2017/4/1 永久 紙 事務局棟４階経営戦略課室内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係

2016年度 共通 機構・組織
学校現場の課題と大学院への要望に関する調査
平成３１年度連合教職実践研究科改組に伴うアンケート

総務課長 2017/4/1  永久10年 2027/3/31 紙 事務局棟４階経営戦略課室内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2016年度 共通 会議 ガバナンス／学内外の意見・提言の集約（Ｈ２８年度） 管理部総務企画課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟４階経営戦略課室内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄
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2015年度 共通 機構・組織
平成２９年度学部改組に係る設置計画の概要等（事前伺い）
〔Ｈ２７年度～令和元年度〕①

総務部総務企画課長 2016/4/1 永久 紙 事務局棟４階経営戦略課室内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係

2015年度 共通 機構・組織
平成２９年度学部改組に係る設置計画の概要等（事前伺い）
〔Ｈ２７年度～令和元年度〕②

総務部総務企画課長 2016/4/1 永久 紙 事務局棟４階経営戦略課室内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係

2015年度 共通 機構・組織 設置計画履行状況等調査（実地調査）事前提出資料 総務部総務企画課長 2016/4/1 永久 紙 事務局棟４階経営戦略課室内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係

2015年度 共通 通達等 Ｈ２７年度　文部科学省 総務部総務企画課長 2016/4/1 10年 2026/4/1 紙 事務局棟４F文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2015年度 経営戦略課 中期目標・中期計画 Ｈ２７年度　計画進捗管理／平成２８年度計画　策定 総務部総務企画課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務局棟４F文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2015年度 共通 機構・組織 教職大学院アフターケア 総務課長 2016/4/1 永久 紙 事務局棟４階経営戦略課室内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係

2015年度 共通 会議 ガバナンス／学内外の意見・提言の集約（Ｈ２７年度） 管理部総務企画課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟４階経営戦略課室内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2014年度 共通 機構・組織
大阪教育大学大学院連合教職実践研究科（専門職大学院）
設置計画書

管理部総務企画課長 2015/4/1 永久 紙 事務局棟４F文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係

2014年度 共通 機構・組織
大阪教育大学大学院連合教職実践研究科（専門職大学院）
教員の個人調書

管理部総務企画課長 2015/4/1 永久 紙 事務局棟４階経営戦略課室内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係

2014年度 共通 機構・組織
大阪教育大学大学院連合教職実践研究科（専門職大学院）
設置計画書（抜刷）

管理部総務企画課長 2015/4/1 永久 紙 事務局棟４階経営戦略課室内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係

2014年度 共通 機構・組織
大阪教育大学大学院連合教職実践研究科（専門職大学院）
設置計画に係る補正申請書（抜刷）

管理部総務企画課長 2015/4/1 永久 紙 事務局棟４階経営戦略課室内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係

2014年度 共通 機構・組織
大阪教育大学大学院連合教職実践研究科（専門職大学院）
設置計画に係る補正申請書　正本

管理部総務企画課長 2015/4/1 永久 紙 事務局棟４F文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係

2014年度 共通 機構・組織
大阪教育大学大学院連合教職実践研究科（専門職大学院）
設置計画に係る補正申請書（抜刷）一部補正

管理部総務企画課長 2015/4/1 永久 紙 事務局棟４F文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係

2014年度 共通 機構・組織
大阪教育大学大学院連合教職実践研究科（専門職大学院）
設置計画に係る再補正申請書　正本

管理部総務企画課長 2015/4/1 永久 紙 事務局棟４階経営戦略課室内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係

2014年度 共通 機構・組織
大阪教育大学大学院連合教職実践研究科（専門職大学院）
設置計画に係る再補正申請書（抜刷）　一部再補正

管理部総務企画課長 2015/4/1 永久 紙 事務局棟４階経営戦略課室内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係

2014年度 共通 機構・組織
大阪教育大学大学院連合教職実践研究科（専門職大学院）
設置計画に係る再補正申請書（抜刷）

管理部総務企画課長 2015/4/1 永久 紙 事務局棟４階経営戦略課室内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係

2014年度 経営戦略課 企画
大学改革強化推進事業教員能力開発プログラムの開発研究
チーム②〔Ｈ２６年度～Ｈ２９年度〕

管理部総務企画課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟４階経営戦略課室内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2014年度 共通 機構・組織 教職大学院設置関連②〔Ｈ２６年度〕 総務企画課長 2015/4/1 永久 紙 事務局棟４階経営戦略課室内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係

2014年度 共通 機構・組織 教職大学院設置関連③〔Ｈ２６年度〕 総務企画課長 2015/4/1 永久 紙 事務局棟４階経営戦略課室内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係

2014年度 共通 通達等 平成２６年度　文部科学省 管理部総務企画課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟４F文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2014年度 経営戦略課 中期目標・中期計画 平成２６年度計画進捗管理　平成２７年度計画　策定 管理部総務企画課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務局棟４F文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2013年度 経営戦略課 企画
大学改革強化推進事業教員能力開発プログラムの開発研究
チーム①〔Ｈ２５年度〕

管理部総務企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟４階経営戦略課室内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2013年度 経営戦略課 企画
大学改革強化推進事業教員能力開発プログラムの開発研究
チーム会議①〔Ｈ２５年度～Ｈ２８年度〕

管理部総務企画課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟４階経営戦略課室内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2013年度 共通 会議
連合教職大学院設置に関する連絡協議会等〔Ｈ２５年度～Ｈ
２６年度〕

管理部総務企画課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟４階経営戦略課室内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2013年度 共通 会議 ガバナンス／学内外の意見・提言の集約（Ｈ２５年度） 管理部総務企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟４階経営戦略課室内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2013年度 経営戦略課 中期目標・中期計画 平成２５年度計画進捗管理／平成２６年度計画　策定 管理部総務企画課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務局棟４F文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2013年度 共通 通達等 平成２５年度　文部科学省 管理部総務企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟４F文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2013年度 共通 調査 連合教職大学院設置関連に係るアンケート調査① 管理部総務企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟４F文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2013年度 共通 調査 連合教職大学院設置関連に係るアンケート調査② 管理部総務企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟４F文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2012年度 共通 会議 改革構想検討委員会①〔Ｈ２４年度～Ｈ２６年度〕 総務企画課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務局棟４F文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄
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2012年度 共通 機構・組織 大学院改革専門委員会〔Ｈ２４年度〕 総務企画課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務局棟４F文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2012年度 共通 機構・組織 国立大学ミッションの再定義関係〔Ｈ２４年度～Ｈ２５年度〕 総務企画課長 2014/4/1 永久 紙 事務局棟４階経営戦略課室内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係

2012年度 経営戦略課 企画 教員講習開設事業（補助金）〔Ｈ２４年度～Ｈ２５年度〕 総務企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟４F文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2012年度 共通 通達等 平成２４年度文部科学省 総務企画課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局棟４F文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2012年度 共通 機構・組織 教職大学院設置関連①〔Ｈ２４年度～Ｈ２６年度〕 総務企画課長 2015/4/1 永久 紙 事務局棟４階経営戦略課室内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係

2012年度 経営戦略課 中期目標・中期計画 平成２４年度計画進捗管理／平成２５年度計画　策定 総務企画課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務局棟４F文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2012年度 共通 会議 大学改革構想検討委員会[H２２年度～H２４年度] 総務企画課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務局棟４F文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2011年度 経営戦略課 企画
平成２１年度採択　大学教育推進プログラム【テーマＡ】教える
「英語力」向上プログラムの構築①〔Ｈ２１年度～Ｈ２２年度〕

総務企画課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局棟４階経営戦略課室内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2011年度 共通 会議 平成２２年度改革構想検討委員会（H２２年度～H２３年度） 総務企画課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務局棟４F文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2011年度 経営戦略課 中期目標・中期計画 平成２３年度計画進捗管理／平成２４年度計画　策定 総務企画課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務局棟４F文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2011年度 経営戦略課 企画
大学教育推進プログラム【テーマＡ】教える「英語力」向上プロ
グラムの構築②〔Ｈ２２年度～Ｈ２４年度〕

総務企画課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局棟４階経営戦略課室内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2011年度 経営戦略課 企画 平成２３年度新学部設置準備室 総務企画課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務局棟４F文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2011年度 経営戦略課 中期目標・中期計画 第二期中期目標・中期計画関係資料〔Ｈ２３年度～Ｈ２７年度〕 総務企画課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟４F文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2011年度 共通  調査機構・組織 平成２３年度設置計画履行状況報告書 総務企画課長 2012/4/1 永久 紙 事務局棟４F文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係

2011年度 共通 学内通知文書 購入依頼書[H２２年度～H２９年度] 総務企画課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟４F文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2010年度 経営戦略課 中期目標・中期計画 平成２１年度年度計画 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務局棟４F文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2009年度 経営戦略課 中期目標・中期計画
第二期中期目標・中期計画・年度計画①〔Ｈ１９年度～Ｈ２１年
度〕　策定

2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務局棟４F文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2009年度 経営戦略課 中期目標・中期計画 第二期中期目標・中期計画・年度計画②〔Ｈ２１年度〕　策定 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務局棟４F文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2009年度 共通 機構・組織 平成２１年度設置関係 総務企画課長 2009/4/1 永久 紙 事務局棟４F文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係

2008年度 経営戦略課 中期目標・中期計画 平成２０年度年度計画 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務局棟４F文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2008年度 経営戦略課 企画 組織整備関係（共同利用・共同研究拠点認可申請） 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務局棟４F文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2008年度 共通 会議 第二期中期目標・中期計画等検討委員会 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 事務局棟４F文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2007年度 経営戦略課 中期目標・中期計画 平成１９年度年度計画① 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務局棟４F文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2007年度 経営戦略課 中期目標・中期計画 平成１９年度年度計画② 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務局棟４F文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2007年度 共通 機構・組織 教員研究組織の見直し　H２２年度学部改組関係 2007/4/1 永久 紙 事務局棟４F文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係

2006年度 経営戦略課 企画 教育研究組織の見直し→組織名英語表記関係 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務局棟４F文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2006年度 経営戦略課 中期目標・中期計画 平成１８年度年度計画 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2006年度 経営戦略課 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画・年度計画 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務局棟４F文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2005年度 経営戦略課 中期目標・中期計画 平成１６年度年度計画 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2005年度 経営戦略課 中期目標・中期計画 平成１７年度年度計画 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄
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2004年度 共通 会議 緊急大学改革推進委員会（第４２回～第５６回） 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2004年度 共通 会議 緊急大学改革推進委員会（第５７回～第６５回） 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2003年度 共通 会議 運営諮問会議　第二期１ 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2003年度 共通 会議 緊急大学改革推進委員会（第３０回～第４１回） 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2003年度 共通 会議 緊急大学改革推進委員会（組織業務部会） 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2003年度 共通 会議 緊急大学改革推進委員会（財務部会） 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2003年度 共通 会議 緊急大学改革推進委員会（附属学校園法人化部会） 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2003年度 共通 会議 第４期将来構想委員会７ 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2003年度 共通 会議 第４期将来構想委員会第一特別部会 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2003年度 共通 会議 第４期将来構想委員会第二特別部会 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2003年度 共通 会議
将来構想委員会組織運営部会人権及び人権教育に関わる今
後の組織の在り方に関する検討専門小委員会

2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2002年度 経営戦略課 組織の設置・改廃等 連合大学院関係９ 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2002年度 共通 会議 改革推進本部会議関係 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2002年度 共通 会議 緊急大学改革推進委員会 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2002年度 共通 会議 第３期将来構想委員会５ 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2002年度 共通 会議 第３期将来構想委員会研究教育部会９ 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2002年度 共通 会議 第４期将来構想委員会６ 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2002年度 共通 会議 第４期将来構想委員会研究教育部会１０ 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2002年度 共通 会議 第４期将来構想委員会組織運営部会５ 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2001年度 経営戦略課 組織の設置・改廃等 連合大学院関係８ 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2001年度 共通 会議 運営諮問会議　第一期１ 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2001年度 共通 会議 運営諮問会議　第一期２ 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2001年度 共通 会議 運営諮問会議　第一期３ 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2001年度 共通 会議 改革推進本部会議関係 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2001年度 共通 会議
将来構想委員会研究教育部会天王寺キャンパス総合整備計
画専門小委員会

2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2001年度 共通 会議
独立行政法人化に関する調査検討会議　財務会計制度委員
会

2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2001年度 共通 会議 独立行政法人化に関する調査検討会議　人事制度委員会 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2001年度 共通 会議 独立行政法人化に関する調査検討会議　組織業務委員会 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2001年度 共通 会議 独立行政法人化に関する調査検討会議　目標評価委員会 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2001年度 共通 会議 独立行政法人化に関する調査検討会議　連絡調整委員会 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄
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2001年度 共通 会議 独立行政法人化に関する調査検討会議関係 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2000年度 経営戦略課 組織の設置・改廃等 連合大学院関係７ 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2000年度 共通 会議 将来構想委員会３ 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2000年度 共通 会議 将来構想委員会４ 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2000年度 共通 会議 将来構想委員会研究教育部会７ 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2000年度 共通 会議 将来構想委員会研究教育部会８ 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2000年度 共通 会議 第３期将来構想委員会基本計画部会１ 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2000年度 共通 会議 第３期将来構想委員会研究教育部会８ 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2000年度 共通 会議 第３期将来構想委員会組織運営部会４ 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2000年度 共通 会議 独立行政法人化問題検討委員会　綴 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

1999年度 経営戦略課 企画 教育学部の改組関係２ 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

1999年度 経営戦略課 企画 組織の廃止転換・再編成等に関わる検討状況について 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

1999年度 経営戦略課 組織の設置・改廃等 連合大学院関係６ 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

1999年度 共通 会議 将来構想委員会研究教育部会４ 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

1999年度 共通 会議 将来構想委員会研究教育部会５ 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

1999年度 共通 会議 将来構想委員会研究教育部会６ 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

1999年度 共通 会議 将来構想委員会組織運営委員会３ 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

1998年度 経営戦略課 企画 教育学部の改組計画 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

1998年度 経営戦略課 組織の設置・改廃等 連合大学院関係４ 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

1998年度 経営戦略課 組織の設置・改廃等 連合大学院関係５ 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

1998年度 共通 会議 将来構想委員会２ 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

1998年度 共通 会議 将来構想委員会研究教育部会２ 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

1998年度 共通 会議 将来構想委員会研究教育部会３ 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

1998年度 共通 会議 将来構想委員会組織運営部会２ 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

1998年度 共通 会議 附属学校活用関係資料 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

1997年度 経営戦略課 企画 教育学部の改組関係１ 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

1997年度 経営戦略課 組織の設置・改廃等 連合大学院関係３ 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

1996年度 経営戦略課 企画 大学院設置基準・講座・学科目等 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

1996年度 経営戦略課 組織の設置・改廃等
大阪教育大学大学院教育研究科（修士課程）実践学校教育
専攻設置計画書

1996/4/1 永久 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係

1996年度 共通 会議 第二部（夜間学部）整備委員会２ 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄
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1996年度 経営戦略課 組織の設置・改廃等 連合大学院関係２ 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

1996年度 共通 会議 将来構想委員会１ 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

1996年度 共通 会議 将来構想委員会研究教育部会１ 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

1996年度 共通 会議 将来構想委員会総務部会１ 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

1995年度 共通 会議 新学部構想検討委員会６ 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

1995年度 共通 機構・組織 設置審査・課程認定・廃止等 1995/4/1 永久 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係

1995年度 経営戦略課 組織の設置・改廃等
大阪教育大学大学院教育研究科（修士課程）芸術文化専攻
設置計画書平成６年８月

1995/4/1 永久 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係

1995年度 経営戦略課 組織の設置・改廃等
大阪教育大学大学院教育研究科（修士課程）芸術文化専攻
設置計画書平成７年１月

1995/4/1 永久 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係

1995年度 経営戦略課 組織の設置・改廃等 連合大学院関係１ 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

1995年度 共通 会議 将来計画委員会関係６ 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

1995年度 共通 会議 将来計画委員会関係７ 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

1995年度 共通 会議 将来計画委員会共同利用施設部会関係３ 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

1994年度 共通 会議 新学部構想検討委員会５ 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

1994年度 経営戦略課 組織の設置・改廃等
大阪教育大学大学院教育研究科（修士課程）国際文化専攻
設置計画書平成６年１月

1994/4/1 永久 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係

1994年度 共通 会議 将来計画委員会関係４ 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

1994年度 共通 会議 将来計画委員会関係５ 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

1994年度 共通 会議 組織運営部会企画運営部会資料 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

1993年度 経営戦略課 組織の設置・改廃等 技術教育専攻設置申請関係 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

1993年度 共通 会議 新学部構想検討委員会３ 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

1993年度 共通 会議 新学部構想検討委員会４ 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

1993年度 経営戦略課 組織の設置・改廃等
大学院設置申請（第一次審査）（技術教育・総合基礎科学（補
正）健康科学）

1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

1993年度 経営戦略課 組織の設置・改廃等
大阪教育大学大学院教育研究科（修士課程）技術教育専攻
設置計画書

1993/4/1 永久 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係

1993年度 経営戦略課 組織の設置・改廃等
大阪教育大学大学院教育研究科（修士課程）健康科学専攻
設置計画書

1993/4/1 永久 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係

1993年度 経営戦略課 組織の設置・改廃等
大阪教育大学大学院教育研究科（修士課程）総合基礎科学
専攻設置計画書

1993/4/1 永久 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係

1992年度 共通 会議 将来構想委員会共同利用施設部会２ 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

1992年度 共通 会議 将来計画委員会企画運営部会関係６ 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2015年度 共通 会議 改革構想検討委員会②〔Ｈ２７年度〕 管理部総務企画課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務局棟４F文書庫内 経営戦略課長 経営戦略課経営戦略係 廃棄

2020年度 経営戦略課 評価 令和２年度第３期中期目標期間に係る報告書
経営戦略課評価担当室
長

2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 Ｂ３棟１階経営戦略課評価担当室室内 経営戦略課評価担当室長 経営戦略課評価担当室 廃棄

2020年度 経営戦略課 評価 令和２年度自己点検・評価
経営戦略課評価担当室
長

2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 Ｂ３棟１階経営戦略課評価担当室室内 経営戦略課評価担当室長 経営戦略課評価担当室 廃棄

2020年度 経営戦略課 評価 令和２年度評価室
経営戦略課評価担当室
長

2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 Ｂ３棟１階経営戦略課評価担当室室内 経営戦略課評価担当室長 経営戦略課評価担当室 廃棄
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2020年度 経営戦略課 評価 令和２年度第３期中期目標期間に係る報告書
経営戦略課評価担当室
長

2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 Ｂ３棟１階経営戦略課評価担当室室内 経営戦略課評価担当室長 経営戦略課評価担当室 廃棄

2020年度 経営戦略課 評価 令和２年度認証評価
経営戦略課評価担当室
長

2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 Ｂ３棟１階経営戦略課評価担当室室内 経営戦略課評価担当室長 経営戦略課評価担当室 廃棄

2020年度 経営戦略課 評価 令和２年度教職大学院認証評価
経営戦略課評価担当室
長

2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 Ｂ３棟１階経営戦略課評価担当室室内 経営戦略課評価担当室長 経営戦略課評価担当室 廃棄

2020年度 経営戦略課 評価 令和２年度大学ポートレート
経営戦略課評価担当室
長

2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 Ｂ３棟１階経営戦略課評価担当室室内 経営戦略課評価担当室長 経営戦略課評価担当室 廃棄

2020年度 経営戦略課 評価 令和２年度学内関係
経営戦略課評価担当室
長

2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 Ｂ３棟１階経営戦略課評価担当室室内 経営戦略課評価担当室長 経営戦略課評価担当室 廃棄

2019年度 経営戦略課 評価 令和元年（平成３１年）度教員養成評価機構（監査室） 監査室長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 Ｂ３棟１階経営戦略課評価担当室室内 経営戦略課評価担当室長 経営戦略課評価担当室 廃棄

2019年度 経営戦略課 評価 平成３１年度大学ポートレート（監査室） 監査室長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 Ｂ３棟１階経営戦略課評価担当室室内 経営戦略課評価担当室長 経営戦略課評価担当室 廃棄

2019年度 経営戦略課 評価 平成３１年度自己点検・評価（監査室） 監査室長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 Ｂ３棟１階経営戦略課評価担当室室内 経営戦略課評価担当室長 経営戦略課評価担当室 廃棄

2019年度 経営戦略課 評価 平成３１年度第３期中期目標期間に係る報告書（監査室） 監査室長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 Ｂ３棟１階経営戦略課評価担当室室内 経営戦略課評価担当室長 経営戦略課評価担当室 廃棄

2019年度 経営戦略課 評価 平成３１年度認証評価（監査室） 監査室長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 Ｂ３棟１階経営戦略課評価担当室室内 経営戦略課評価担当室長 経営戦略課評価担当室 廃棄

2019年度 経営戦略課 評価 平成３１年度教職大学院認証評価関係 監査室長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 Ｂ３棟１階経営戦略課評価担当室室内 経営戦略課評価担当室長 経営戦略課評価担当室 廃棄

2019年度 経営戦略課 評価 平成３１年度評価室関係（監査室） 監査室長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 Ｂ３棟１階経営戦略課評価担当室室内 経営戦略課評価担当室長 経営戦略課評価担当室 廃棄

2019年度 経営戦略課 評価 平成３１年度外部評価（監査室） 監査室長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 Ｂ３棟１階経営戦略課評価担当室室内 経営戦略課評価担当室長 経営戦略課評価担当室 廃棄

2018年度 経営戦略課 評価 平成３０年度　教職大学院認証評価（監査室） 監査室長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 Ｂ３棟１階経営戦略課評価担当室室内 経営戦略課評価担当室長 経営戦略課評価担当室 廃棄

2018年度 経営戦略課 評価 平成３０年度　第３期中期目標期間に係る報告書 監査室長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 Ｂ３棟１階経営戦略課評価担当室室内 経営戦略課評価担当室長 経営戦略課評価担当室 廃棄

2018年度 経営戦略課 評価 平成３０年度　評価室（監査室） 監査室長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 Ｂ３棟１階経営戦略課評価担当室室内 経営戦略課評価担当室長 経営戦略課評価担当室 廃棄

2018年度 経営戦略課 評価 平成３０年度　認証評価（監査室） 監査室長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 Ｂ３棟１階経営戦略課評価担当室室内 経営戦略課評価担当室長 経営戦略課評価担当室 廃棄

2018年度 経営戦略課 評価 平成３０年度　自己点検・評価（監査室） 監査室長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 Ｂ３棟１階経営戦略課評価担当室室内 経営戦略課評価担当室長 経営戦略課評価担当室 廃棄

2018年度 経営戦略課 評価 平成３０年度　大学ポートレート（監査室） 監査室長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 Ｂ３棟１階経営戦略課評価担当室室内 経営戦略課評価担当室長 経営戦略課評価担当室 廃棄

2018年度 経営戦略課 評価 平成３０年度　第３期中期目標期間教育研究評価（監査室） 監査室長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 Ｂ３棟１階経営戦略課評価担当室室内 経営戦略課評価担当室長 経営戦略課評価担当室 廃棄

2017年度 経営戦略課 評価 平成２９年度　教職大学院認証評価（監査室） 監査室長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 Ｂ３棟１階経営戦略課評価担当室室内 経営戦略課評価担当室長 経営戦略課評価担当室 廃棄

2017年度 経営戦略課 評価 平成２９年度　第２期中期目標期間に係る報告書 監査室長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 Ｂ３棟１階経営戦略課評価担当室室内 経営戦略課評価担当室長 経営戦略課評価担当室 廃棄

2017年度 経営戦略課 評価 平成２９年度　第３期中期目標期間に係る報告書 監査室長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 Ｂ３棟１階経営戦略課評価担当室室内 経営戦略課評価担当室長 経営戦略課評価担当室 廃棄

2017年度 経営戦略課 評価 平成２９年度　評価室（監査室） 監査室長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 Ｂ３棟１階経営戦略課評価担当室室内 経営戦略課評価担当室長 経営戦略課評価担当室 廃棄

2017年度 経営戦略課 評価 平成２９年度　認証評価（監査室） 監査室長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 Ｂ３棟１階経営戦略課評価担当室室内 経営戦略課評価担当室長 経営戦略課評価担当室 廃棄

2017年度 経営戦略課 評価 平成２９年度　自己点検・評価 監査室長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 Ｂ３棟１階経営戦略課評価担当室室内 経営戦略課評価担当室長 経営戦略課評価担当室 廃棄

2017年度 経営戦略課 評価 平成２９年度　大学ポートレート（監査室） 監査室長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 Ｂ３棟１階経営戦略課評価担当室室内 経営戦略課評価担当室長 経営戦略課評価担当室 廃棄

2016年度 経営戦略課 評価 平成２８年度　自己点検・評価 監査室長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 Ｂ３棟１階経営戦略課評価担当室室内 経営戦略課評価担当室長 経営戦略課評価担当室 廃棄

2016年度 経営戦略課 評価 平成２８年度　大学ポートレート（監査室） 監査室長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 Ｂ３棟１階経営戦略課評価担当室室内 経営戦略課評価担当室長 経営戦略課評価担当室 廃棄

2016年度 経営戦略課 評価 平成２８年度　教員養成教育認定評価 監査室長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 Ｂ３棟１階経営戦略課評価担当室室内 経営戦略課評価担当室長 経営戦略課評価担当室 廃棄

48/398



作成・取得
年度

大分類 中分類
法人文書ファイル名

（小分類）
作成・取得時の

文書管理者
保存期間
の起算日

保存期間
保存期間の
満了する日

媒体の種別 保存場所
現状の

文書管理者
保有担当
係等名称

保存期間が満
了したときの措

置

2016年度 経営戦略課 評価 平成２８年度　第２期中期目標期間に係る報告書① 監査室長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 Ｂ３棟１階経営戦略課評価担当室室内 経営戦略課評価担当室長 経営戦略課評価担当室 廃棄

2016年度 経営戦略課 評価 平成２８年度　第２期中期目標期間に係る報告書② 監査室長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 Ｂ３棟１階経営戦略課評価担当室室内 経営戦略課評価担当室長 経営戦略課評価担当室 廃棄

2016年度 経営戦略課 評価 平成２８年度　第３期中期目標期間に係る報告書 監査室長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 Ｂ３棟１階経営戦略課評価担当室室内 経営戦略課評価担当室長 経営戦略課評価担当室 廃棄

2016年度 経営戦略課 評価 平成２８年度　評価室（監査室） 監査室長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 Ｂ３棟１階経営戦略課評価担当室室内 経営戦略課評価担当室長 経営戦略課評価担当室 廃棄

2016年度 経営戦略課 評価 平成２８年度　認証評価（監査室） 監査室長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 Ｂ３棟１階経営戦略課評価担当室室内 経営戦略課評価担当室長 経営戦略課評価担当室 廃棄

2015年度 経営戦略課 評価 Ｈ２７年度　大学ポートレート関係① 総務部総務企画課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 Ｂ３棟１階経営戦略課評価担当室室内 経営戦略課評価担当室長 経営戦略課評価担当室 廃棄

2015年度 経営戦略課 評価 Ｈ２７年度　大学ポートレート関係② 総務部総務企画課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 Ｂ３棟１階経営戦略課評価担当室室内 経営戦略課評価担当室長 経営戦略課評価担当室 廃棄

2015年度 経営戦略課 中期目標・中期計画 Ｈ２７年計添付 総務部総務企画課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課評価担当室長 経営戦略課評価担当室 廃棄

2015年度 経営戦略課 評価 Ｈ２７年度　自己点検・評価 総務部総務企画課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 Ｂ３棟１階経営戦略課評価担当室室内 経営戦略課評価担当室長 経営戦略課評価担当室 廃棄

2015年度 経営戦略課 会議 Ｈ２７年度　評価室会議 総務部総務企画課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 Ｂ３棟１階経営戦略課評価担当室室内 経営戦略課評価担当室長 経営戦略課評価担当室 廃棄

2015年度 経営戦略課 評価 中期目標・中期計画（監査室） 監査室長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 Ｂ３棟１階経営戦略課評価担当室室内 経営戦略課評価担当室長 経営戦略課評価担当室 廃棄

2015年度 経営戦略課 評価
平成２７年度　教員養成教育認定評価　自己分析書
別添資料　平成２８年２月　大阪教育大学

監査室長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 Ｂ３棟１階経営戦略課評価担当室室内 経営戦略課評価担当室長 経営戦略課評価担当室 廃棄

2014年度 経営戦略課 中期目標・中期計画 平成２６年計添付 管理部総務企画課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課評価担当室長 経営戦略課評価担当室 廃棄

2014年度 経営戦略課 評価 平成２６年度　大学ポートレート関係 管理部総務企画課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 Ｂ３棟１階経営戦略課評価担当室室内 経営戦略課評価担当室長 経営戦略課評価担当室 廃棄

2014年度 経営戦略課 評価 平成２６年度　自己点検評価・評価委員会 管理部総務企画課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 Ｂ３棟１階経営戦略課評価担当室室内 経営戦略課評価担当室長 経営戦略課評価担当室 廃棄

2014年度 経営戦略課 会議 平成２６年度　評価室会議 管理部総務企画課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 Ｂ３棟１階経営戦略課評価担当室室内 経営戦略課評価担当室長 経営戦略課評価担当室 廃棄

2014年度 経営戦略課 評価 教員養成教育認定評価　平成２６年度～ 管理部総務企画課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 Ｂ３棟１階経営戦略課評価担当室室内 経営戦略課評価担当室長 経営戦略課評価担当室 廃棄

2014年度 経営戦略課 評価 第二期中期目標期間教育研究評価　（平成２６年度・２７年度） 監査室長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 Ｂ３棟１階経営戦略課評価担当室室内 経営戦略課評価担当室長 経営戦略課評価担当室 廃棄

2013年度 経営戦略課 中期目標・中期計画 Ｈ２５年計添付 管理部総務企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課評価担当室長 経営戦略課評価担当室 廃棄

2013年度 経営戦略課 中期目標・中期計画
平成22～24事業年度における「共通の観点」に係る取組状況
に関する資料

管理部総務企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課評価担当室長 経営戦略課評価担当室 廃棄

2013年度 経営戦略課 評価 平成２５年度　第二期中期目標期間教育研究評価 管理部総務企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課評価担当室長 経営戦略課評価担当室 廃棄

2013年度 経営戦略課 評価 平成２５年度　自己点検・評価委員会　総務企画課 管理部総務企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 Ｂ３棟１階経営戦略課評価担当室室内 経営戦略課評価担当室長 経営戦略課評価担当室 廃棄

2013年度 経営戦略課 会議 平成２５年度　評価室会議　総務企画課 管理部総務企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 Ｂ３棟１階経営戦略課評価担当室室内 経営戦略課評価担当室長 経営戦略課評価担当室 廃棄

2013年度 経営戦略課 評価
平成２５年度　認証評価①（平成２５年度受審）２０１３．４．１～
２０１４．３．３１

管理部総務企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 Ｂ３棟１階経営戦略課評価担当室室内 経営戦略課評価担当室長 経営戦略課評価担当室 廃棄

2013年度 経営戦略課 評価
平成２５年度　認証評価②（平成２５年度受審）２０１３．４．１～
２０１４．３．３１

管理部総務企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 Ｂ３棟１階経営戦略課評価担当室室内 経営戦略課評価担当室長 経営戦略課評価担当室 廃棄

2013年度 経営戦略課 評価
平成２５年度　認証評価③（平成２５年度受審）２０１３．４．１～
２０１４．３．３１

管理部総務企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 Ｂ３棟１階経営戦略課評価担当室室内 経営戦略課評価担当室長 経営戦略課評価担当室 廃棄

2012年度 経営戦略課 評価 平成２４年度自己点検・評価委員会 総務企画課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 Ｂ３棟１階経営戦略課評価担当室室内 経営戦略課評価担当室長 経営戦略課評価担当室 廃棄

2012年度 経営戦略課 会議 平成２４年度評価室会議 総務企画課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 Ｂ３棟１階経営戦略課評価担当室室内 経営戦略課評価担当室長 経営戦略課評価担当室 廃棄

2012年度 経営戦略課 評価 平成２４年度自己点検評価 総務企画課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局棟４階文書庫内 経営戦略課評価担当室長 経営戦略課評価担当室 廃棄

2012年度 経営戦略課 評価 平成２４年度認証評価 総務企画課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 Ｂ３棟１階経営戦略課評価担当室室内 経営戦略課評価担当室長 経営戦略課評価担当室 廃棄
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2012年度 経営戦略課 評価 平成２４年度　大学情報データベース関係 総務企画課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 Ｂ３棟１階経営戦略課評価担当室室内 経営戦略課評価担当室長 経営戦略課評価担当室 廃棄

2013年度 経営戦略課 評価 大学情報データベース関係　平成２５年度 総務企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 Ｂ３棟１階経営戦略課評価担当室室内 経営戦略課評価担当室長 経営戦略課評価担当室 廃棄

2010年度 管理部人事課 給与決定 昇給　平成２２年度 人事課企画係 2010/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2007年度 管理部人事課 給与決定 昇給　平成１９年度～平成２１年度 人事課給与係 2007/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2007年度 管理部人事課 給与決定 大学院関係　平成１９年度～平成２２年度 人事課企画係 2007/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2006年度 管理部人事課 給与決定 在職者調整（昇格見直し含む）　平成１８年４月１日付け 人事課給与係 2006/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2006年度 管理部人事課 給与決定
切替発令（復職時調整・教頭昇格含む）　平成１８年４月１日付
け

人事課給与係 2006/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2006年度 管理部人事課 給与決定 大学院関係　平成１８年度 人事課給与係 2006/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2006年度 管理部人事課 給与決定 普通昇給　平成１８年度 人事課給与係 2006/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2006年度 管理部人事課 給与決定 平成１８年度給与改定（構造改革）関係 人事課給与係 2006/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2005年度 管理部人事課 給与決定 大学院関係　平成１７年度 人事課給与係 2005/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2005年度 管理部人事課 給与決定 特別昇給　平成１７年度 人事課給与係 2005/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2005年度 管理部人事課 給与決定 普通昇給　平成１７年度 人事課給与係 2005/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2005年度 管理部人事課 給与決定 平成１７年度給与改定関係 人事課給与係 2005/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2004年度 管理部人事課 給与決定 大学院関係　平成１６年度 人事課給与係 2004/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2004年度 管理部人事課 給与決定 特別昇給　平成１６年度 人事課給与係 2004/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2004年度 管理部人事課 給与決定 普通昇給　平成１６年度 人事課給与係 2004/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2004年度 管理部人事課 級別定数 級別現員管理簿　平成１６年度～ 人事課給与係 2004/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2003年度 管理部人事課 給与決定 給与関係規則綴　平成１５年度 人事課給与係 2003/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2003年度 管理部人事課 電算処理 新汎用人事事務システム関係資料３ 人事課給与係 2003/4/1 30年 2034/3/31 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2003年度 管理部人事課 給与決定 大学院関係　平成１５年度 人事課給与係 2003/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2003年度 管理部人事課 給与決定 特別昇給　平成１５年度 人事課給与係 2003/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2003年度 管理部人事課 給与決定 普通昇給　平成１５年度 人事課給与係 2003/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2003年度 管理部人事課 級別定数 級別定数　平成１５年度 人事課給与係 2003/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2002年度 管理部人事課 任免 外国人教師等綴　平成１４年度～ 人事課任用係 2002/11/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2002年度 管理部人事課 任免
平成１４年度　ティーチング・アシスタント／リサーチ・アシスタ
ント

人事課任用係 2002/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2002年度 管理部人事課 任免 平成１４年度　各種委員会委員発令 人事課任用係 2002/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2002年度 管理部人事課 任免 平成１４年度　学内発令　本省発令　（２－１） 人事課任用係 2002/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2002年度 管理部人事課 任免 平成１４年度　学内発令　本省発令　（２－２） 人事課任用係 2002/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2002年度 管理部人事課 任免 平成１４年度　官庁訪問・共同面接関係 人事課任用係 2002/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係
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2002年度 管理部人事課 任免 平成１４年度　教員選考委員会 人事課任用係 2002/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2002年度 管理部人事課 任免 平成１４年度　教員養成実地指導講師 人事課任用係 2002/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2002年度 管理部人事課 任免 平成１４年度　大学院資格審査委員会 人事課任用係 2002/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2002年度 管理部人事課 任免 平成１４年度　任用関係　・他機関・任用手続・その他 人事課任用係 2002/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2002年度 管理部人事課 任免 平成１４年度　任用関係　・文科省・人事院 人事課任用係 2002/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2002年度 管理部人事課 任免 平成１４年度　発議調整委員会 人事課任用係 2002/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2002年度 管理部人事課 任免 平成１４年度　非常勤講師（学部学外発令） 人事課任用係 2002/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2002年度 管理部人事課 任免
平成１４年度　非常勤講師（学部学内・附属学校・学校医・ＡＥ
Ｔ）

人事課任用係 2002/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2002年度 管理部人事課 任免 平成１４年度　非常勤講師依頼等 人事課任用係 2002/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2002年度 管理部人事課 任免 平成１４年度　非常勤講師採用計画書 人事課任用係 2002/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2002年度 管理部人事課 任免 平成１４年度　非常勤職員発令 人事課任用係 2002/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2002年度 管理部人事課 任免 平成１４年度　非常勤職員発令（１か月未満） 人事課任用係 2002/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2002年度 管理部人事課 任免 平成１４年度　附属学校関係 人事課任用係 2002/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2002年度 管理部人事課 人事記録 平成１４年度人事記録関係綴 人事課任用係 2002/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2002年度 管理部人事課 人事記録 平成１４年度前歴関係綴 人事課任用係 2002/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2002年度 管理部人事課 給与決定 給与関係規則綴　平成１４年度 人事課給与係 2002/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2002年度 管理部人事課 給与決定 大学院関係　平成１４年度 人事課給与係 2002/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2002年度 管理部人事課 給与決定 特別昇給　平成１４年度 人事課給与係 2002/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2002年度 管理部人事課 給与決定 普通昇給　平成１４年度 人事課給与係 2002/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2002年度 管理部人事課 退職手当 平成１４年度退職手当関係綴 人事課福利厚生係 2002/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2002年度 管理部人事課 退職手当 平成１４年度退職手当発令綴 人事課福利厚生係 2002/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2002年度 管理部人事課 級別定数 級別定数　平成１４年度 人事課給与係 2002/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2001年度 管理部人事課 任免 教官公募依頼（平成１４年度～１５年度） 人事課任用係 2001/12/19 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2001年度 管理部人事課 諸手当 児童手当綴　平成１３年度～ 人事課給与係 2001/4/1
要件を具備し
なくなってから
3年

紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2001年度 管理部人事課 任免 人事関係学内規程綴　平成１３年度～ 人事課任用係 2001/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2001年度 管理部人事課 任免 第７期　人事委員会 人事課任用係 2001/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2001年度 管理部人事課 任免 平成１２～１３年度　発議調整委員会 人事課任用係 2001/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2001年度 管理部人事課 任免
平成１３年度　ティーチング・アシスタント／リサーチ・アシスタ
ント

人事課任用係 2001/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2001年度 管理部人事課 任免 平成１３年度　各種委員会委員発令 人事課任用係 2001/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2001年度 管理部人事課 任免 平成１３年度　学内発令　本省発令　（２－１） 人事課任用係 2001/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係
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2001年度 管理部人事課 任免 平成１３年度　学内発令　本省発令　（２－２） 人事課任用係 2001/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2001年度 管理部人事課 任免 平成１３年度　官庁訪問・共同面接関係 人事課任用係 2001/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2001年度 管理部人事課 任免 平成１３年度　教員選考委員会 人事課任用係 2001/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2001年度 管理部人事課 任免 平成１３年度　教員養成実地指導講師 人事課任用係 2001/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2001年度 管理部人事課 任免 平成１３年度　大学院資格審査委員会 人事課任用係 2001/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2001年度 管理部人事課 任免 平成１３年度　任用関係　・他機関・任用手続・その他 人事課任用係 2001/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2001年度 管理部人事課 任免 平成１３年度　任用関係　・文部省・人事院 人事課任用係 2001/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2001年度 管理部人事課 任免 平成１３年度　非常勤講師（学部学外発令） 人事課任用係 2001/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2001年度 管理部人事課 任免
平成１３年度　非常勤講師（学部学内・附属学校・学校医・ＡＥ
Ｔ）

人事課任用係 2001/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2001年度 管理部人事課 任免 平成１３年度　非常勤講師依頼等 人事課任用係 2001/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2001年度 管理部人事課 任免 平成１３年度　非常勤講師採用計画書 人事課任用係 2001/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2001年度 管理部人事課 任免 平成１３年度　非常勤職員発令 人事課任用係 2001/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2001年度 管理部人事課 任免 平成１３年度　非常勤職員発令（１か月未満） 人事課任用係 2001/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2001年度 管理部人事課 任免 平成１３年度　附属学校関係 人事課任用係 2001/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2001年度 管理部人事課 人事記録 平成１３年度人事記録関係綴 人事課任用係 2001/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2001年度 管理部人事課 人事記録 平成１３年度前歴関係綴 人事課任用係 2001/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2001年度 管理部人事課 給与決定 給与関係規則綴　平成１３年度 人事課給与係 2001/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2001年度 管理部人事課 諸手当 勤勉手当優秀者選考関係　平成１３年度～平成１７年度 人事課給与係 2001/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2001年度 管理部人事課 電算処理 新汎用人事事務システム関係資料１ 人事課給与係 2001/11/1 30年 2032/3/31 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2001年度 管理部人事課 電算処理 新汎用人事事務システム関係資料２ 人事課給与係 2001/11/1 30年 2032/3/31 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2001年度 管理部人事課 給与決定 大学院関係　平成１３年度 人事課給与係 2001/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2001年度 管理部人事課 給与決定 特別昇給　平成１３年度 人事課給与係 2001/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2001年度 管理部人事課 給与決定 普通昇給　平成１３年度 人事課給与係 2001/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2001年度 管理部人事課 職員団体 平成１３年度～管理職員関係綴 人事課職員係 2001/4/1 10年 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2001年度 管理部人事課 退職手当 平成１３年度退職手当関係綴 人事課職員係 2001/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2001年度 管理部人事課 退職手当 平成１３年度退職手当発令綴 人事課職員係 2001/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2001年度 管理部人事課 級別定数 級別定数　平成１３年度 人事課給与係 2001/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2001年度 管理部人事課 級別定数 級別定数管理簿（Ａ４）　平成１３年度～平成１５年度 人事課給与係 2001/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2000年度 管理部人事課 諸手当 調整手当要望書関係 人事課給与係 2000/5/19 30年 2031/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2000年度 管理部人事課 任免
平成１２年度　ティーチング・アシスタント／リサーチ・アシスタ
ント

人事課任用係 2000/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係
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2000年度 管理部人事課 任免 平成１２年度　各種委員会委員発令 人事課任用係 2000/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2000年度 管理部人事課 任免 平成１２年度　学内発令　本省発令　（３－１） 人事課任用係 2000/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2000年度 管理部人事課 任免 平成１２年度　学内発令　本省発令　（３－２） 人事課任用係 2000/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2000年度 管理部人事課 任免 平成１２年度　学内発令　本省発令　（３－３） 人事課任用係 2000/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2000年度 管理部人事課 任免 平成１２年度　官庁訪問・共同面接関係 人事課任用係 2000/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2000年度 管理部人事課 任免 平成１２年度　教員選考委員会 人事課任用係 2000/4/19 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2000年度 管理部人事課 任免 平成１２年度　教員養成実地指導講師 人事課任用係 2000/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2000年度 管理部人事課 任免 平成１２年度　大学院資格審査委員会 人事課任用係 2000/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2000年度 管理部人事課 任免 平成１２年度　任用関係　・他機関・任用手続・その他 人事課任用係 2000/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2000年度 管理部人事課 任免 平成１２年度　任用関係　・文部省・人事院 人事課任用係 2000/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2000年度 管理部人事課 任免 平成１２年度　非常勤講師（学部学外発令）２－１ 人事課任用係 2000/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2000年度 管理部人事課 任免 平成１２年度　非常勤講師（学部学外発令）２－２ 人事課任用係 2000/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2000年度 管理部人事課 任免
平成１２年度　非常勤講師（学部学内・附属学校・学校医・ＡＥ
Ｔ）

人事課任用係 2000/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2000年度 管理部人事課 任免 平成１２年度　非常勤講師依頼等 人事課任用係 2000/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2000年度 管理部人事課 任免 平成１２年度　非常勤講師採用計画書 人事課任用係 2000/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2000年度 管理部人事課 任免 平成１２年度　非常勤職員発令 人事課任用係 2000/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2000年度 管理部人事課 任免 平成１２年度　非常勤職員発令（１か月未満） 人事課任用係 2000/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2000年度 管理部人事課 任免 平成１２年度　附属学校関係 人事課任用係 2000/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2000年度 管理部人事課 人事記録 平成１２年度人事記録関係綴 人事課任用係 2000/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2000年度 管理部人事課 人事記録 平成１２年度前歴関係綴 人事課任用係 2000/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2000年度 管理部人事課 給与決定 給与関係規則綴　平成１２年度 人事課給与係 2000/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2000年度 管理部人事課 給与決定 大学院関係　平成１２年度 人事課給与係 2000/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2000年度 管理部人事課 給与決定 特別昇給　平成１２年度 人事課給与係 2000/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2000年度 管理部人事課 給与決定 普通昇給　平成１２年度 人事課給与係 2000/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2000年度 管理部人事課 退職手当 平成１２年度退職手当関係綴 人事課職員係 2000/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2000年度 管理部人事課 退職手当 平成１２年度退職手当発令綴 人事課職員係 2000/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2000年度 管理部人事課 級別定数 級別定数　平成１２年度 人事課給与係 2000/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2000年度 管理部人事課 任免 会議関係　平成１２年度～平成　　年度 人事課任用係 2000/4/24 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1999年度 管理部人事課 任免 平成１１年度　各種委員会委員発令 人事課任用係 1999/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1999年度 管理部人事課 任免 平成１１年度　学内発令　本省発令　（２－１） 人事課任用係 1999/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係
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1999年度 管理部人事課 任免 平成１１年度　学内発令　本省発令　（２－２） 人事課任用係 1999/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1999年度 管理部人事課 任免 平成１１年度　官庁訪問・共同面接関係 人事課任用係 1999/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1999年度 管理部人事課 任免 平成１１年度　大学院資格審査委員会 人事課任用係 1999/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1999年度 管理部人事課 任免 平成１１年度　任用関係　・他機関・任用手続・その他 人事課任用係 1999/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1999年度 管理部人事課 任免 平成１１年度　任用関係　・文部省・人事院 人事課任用係 1999/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1999年度 管理部人事課 定員・職制定数
平成１１年度教員養成課程入学定員１００名減に伴う教員定員
５名削減経緯

人事課任用係 1999/6/15 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1999年度 管理部人事課 人事記録 平成１１年度人事記録関係綴 人事課任用係 1999/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1999年度 管理部人事課 分限・懲戒 平成１１年度～平成１３年度懲戒処分関係綴 人事課職員係 1999/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1999年度 管理部人事課 給与決定 給与関係規則綴　平成１１年度 人事課給与係 1999/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1999年度 管理部人事課 給与決定 大学院関係　平成１１年度 人事課給与係 1999/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1999年度 管理部人事課 給与決定 特別昇給　平成１１年度 人事課給与係 1999/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1999年度 管理部人事課 給与決定 普通昇給　平成１１年度 人事課給与係 1999/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1999年度 管理部人事課 退職手当 平成１１年度退職手当関係綴 人事課職員係 1999/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1999年度 管理部人事課 退職手当 平成１１年度退職手当発令綴 人事課職員係 1999/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1999年度 管理部人事課 級別定数 級別定数　平成１１年度 人事課給与係 1999/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1999年度 管理部人事課 任免 教官公募依頼（平成１１年度～１３年度） 人事課任用係 1999/9/21 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1999年度 管理部人事課 任免 教官人事の日程等 人事課任用係 1999/9/8 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1999年度 管理部人事課 任免 第６期　人事委員会 人事課任用係 1999/3/23 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1999年度 管理部人事課 任免 平成１１年度　教員選考委員会 人事課任用係 1999/4/3 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1999年度 管理部人事課 電算処理 電算処理修正等依頼書　２ 人事課給与係 1999/5/24 30年 2031/3/31 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

1998年度 管理部人事課 任免 新再任用制度 人事課任用係 1998/5/13 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1998年度 管理部人事課 任免 平成１０年度　各種委員会委員発令 人事課任用係 1998/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1998年度 管理部人事課 任免 平成１０年度　学内発令　本省発令　（２－１） 人事課任用係 1998/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1998年度 管理部人事課 任免 平成１０年度　学内発令　本省発令　（２－２） 人事課任用係 1998/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1998年度 管理部人事課 任免 平成１０年度　官庁訪問・共同面接関係 人事課任用係 1998/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1998年度 管理部人事課 任免 平成１０年度　大学院資格審査委員会（２－１） 人事課任用係 1998/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1998年度 管理部人事課 任免 平成１０年度　大学院資格審査委員会（２－２） 人事課任用係 1998/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1998年度 管理部人事課 任免 平成１０年度　任用関係　・他機関・任用手続・その他 人事課任用係 1998/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1998年度 管理部人事課 任免 平成１０年度　任用関係　・文部省・人事院 人事課任用係 1998/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1998年度 管理部人事課 任免 平成１０年度～平成１０年度教官公募依頼 人事課任用係 1998/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係
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1998年度 管理部人事課 人事記録 平成１０年度人事記録関係綴 人事課任用係 1998/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1998年度 管理部人事課 給与決定 給与関係規則綴　平成１０年度 人事課給与係 1998/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1998年度 管理部人事課 給与決定 大学院関係　平成１０年度 人事課給与係 1998/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1998年度 管理部人事課 電算処理 電算関係雑綴　２ 人事課給与係 1998/7/21 30年 2031/3/31 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

1998年度 管理部人事課 電算処理 電算処理修正等通知書 人事課給与係 1998/10/20 30年 2031/3/31 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

1998年度 管理部人事課 給与決定 特別昇給　平成１０年度 人事課給与係 1998/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1998年度 管理部人事課 給与決定 普通昇給　平成１０年度 人事課給与係 1998/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1998年度 管理部人事課 職員団体 職員団体関係資料（第２４１号～） 人事課職員係 1998/4/1 10年 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

1998年度 管理部人事課 退職手当 平成１０年度退職手当関係綴 人事課職員係 1998/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1998年度 管理部人事課 退職手当 平成１０年度退職手当発令綴 人事課職員係 1998/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1998年度 管理部人事課 級別定数 級別定数　平成１０年度 人事課給与係 1998/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1998年度 管理部人事課 級別定数 級別定数管理簿（Ａ４）　平成１０年度～平成１２年度 人事課給与係 1998/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1998年度 管理部人事課 任免 第５期　人事委員会　ＮＯ．２ 人事課任用係 1998/5/20 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1998年度 管理部人事課 任免 平成１０年度　教員選考委員会 人事課任用係 1998/4/6 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1998年度 管理部人事課 電算処理 人事関係データ変換・提供等 人事課給与係 1998/4/23 30年 2031/3/31 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

1997年度 管理部人事課 任免 ９　任用関係　２－１ 人事課任用係 1997/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1997年度 管理部人事課 任免 ９　任用関係　２－２ 人事課任用係 1997/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1997年度 管理部人事課 任免 外国人教師等綴　平成９年度～ 人事課任用係 1997/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1997年度 管理部人事課 任免 学科・教室主任発令　専攻・講座主任発令　平成９年度～ 人事課任用係 1997/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1997年度 管理部人事課 諸手当 児童手当綴　平成９年度～ 人事課給与係 1997/4/1
要件を具備し
なくなってから
3年

紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

1997年度 管理部人事課 任免 平成９～１１年度　発議調整委員会 人事課任用係 1997/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1997年度 管理部人事課 任免 平成９年度　各種委員会委員発令 人事課任用係 1997/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1997年度 管理部人事課 任免 平成９年度　学内発令綴（２－１） 人事課任用係 1997/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1997年度 管理部人事課 任免 平成９年度　学内発令綴（２－２） 人事課任用係 1997/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1997年度 管理部人事課 任免 平成９年度　教員選考委員会 人事課任用係 1997/5/15 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1997年度 管理部人事課 任免 平成９年度　大学院資格審査委員会 人事課任用係 1997/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1997年度 管理部人事課 任免 平成９年度　本省発令綴 人事課任用係 1997/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1997年度 管理部人事課 人事記録 平成９年度人事記録関係綴 人事課任用係 1997/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1997年度 管理部人事課 給与決定 給与関係規則綴　平成９年度 人事課給与係 1997/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1997年度 管理部人事課 給与決定 大学院関係　平成９年度 人事課給与係 1997/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係
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1997年度 管理部人事課 給与決定 特別昇給　平成９年度 人事課給与係 1997/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1997年度 管理部人事課 給与決定 普通昇給　平成９年度 人事課給与係 1997/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1997年度 管理部人事課 退職手当 退職手当規則関係（平成９年度～平成１５年度） 人事課職員係 1997/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1997年度 管理部人事課 退職手当 平成９年度退職手当関係綴 人事課職員係 1997/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1997年度 管理部人事課 退職手当 平成９年度退職手当発令綴 人事課職員係 1997/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1997年度 管理部人事課 級別定数 級別定数　平成９年度 人事課給与係 1997/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1997年度 管理部人事課 任免 教員選考委員会委員変更届　発議調整委員会委員変更届 人事課任用係 1997/3/4 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1997年度 管理部人事課 任免 事務電算化（総務部会他） 人事課任用係 1997/5/6 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1997年度 管理部人事課 任免 第５期　人事委員会　ＮＯ．１ 人事課任用係 1997/4/2 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1997年度 管理部人事課 任免 任期制 人事課任用係 1997/8/22 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1996年度 管理部人事課 任免 ８　任用関係　２－１ 人事課任用係 1996/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1996年度 管理部人事課 任免 ８　任用関係　２－２ 人事課任用係 1996/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1996年度 管理部人事課 任免 第４期　人事委員会（２） 人事課任用係 1996/4/23 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1996年度 管理部人事課 任免 平成８年度　各種委員会委員発令 人事課任用係 1996/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1996年度 管理部人事課 任免
平成８年度　学科・教室主任発令　専攻・講座主任発令　教員
選考委員会委員変更届

人事課任用係 1996/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1996年度 管理部人事課 任免 平成８年度　学内発令綴（２－１） 人事課任用係 1996/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1996年度 管理部人事課 任免 平成８年度　学内発令綴（２－２） 人事課任用係 1996/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1996年度 管理部人事課 任免 平成８年度　教員選考委員会 人事課任用係 1996/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1996年度 管理部人事課 任免 平成８年度　大学院資格審査委員会（３－１） 人事課任用係 1996/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1996年度 管理部人事課 任免 平成８年度　大学院資格審査委員会（３－２） 人事課任用係 1996/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1996年度 管理部人事課 任免 平成８年度　大学院資格審査委員会（３－３） 人事課任用係 1996/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1996年度 管理部人事課 任免 平成８年度　本省発令綴 人事課任用係 1996/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1996年度 管理部人事課 定員・職制定数 平成８年度～平成　年度　職種別現員表 人事課任用係 1996/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1996年度 管理部人事課 任免 平成８年度～平成９年度教官公募依頼 人事課任用係 1996/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1996年度 管理部人事課 人事記録 平成８年度人事記録関係綴 人事課任用係 1996/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1996年度 管理部人事課 給与決定 給与関係規則綴　平成８年度 人事課給与係 1996/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1996年度 管理部人事課 給与決定 大学院関係　平成８年度 人事課給与係 1996/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1996年度 管理部人事課 給与決定 特別昇給　平成８年度 人事課給与係 1996/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1996年度 管理部人事課 給与決定 普通昇給　平成８年度 人事課給与係 1996/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1996年度 管理部人事課 給与決定 平成８年切替発令綴 人事課給与係 1996/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係
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1996年度 管理部人事課 退職手当 平成８年度退職手当関係綴 人事課職員係 1996/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1996年度 管理部人事課 退職手当 平成８年度退職手当発令綴 人事課職員係 1996/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1996年度 管理部人事課 級別定数 級別定数　平成８年度 人事課給与係 1996/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1995年度 管理部人事課 任免 ７　任用関係　２－１ 人事課任用係 1995/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1995年度 管理部人事課 任免 ７　任用関係　２－２ 人事課任用係 1995/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1995年度 管理部人事課 任免 第４期　人事委員会（１） 人事課任用係 1995/4/7 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1995年度 管理部人事課 調査・諸報告 任用　給与　監査資料　（昭３３年度～昭４４年度） 人事課任用係 1995/8/28 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1995年度 管理部人事課 調査・諸報告 任用　給与　監査資料　（昭４５年度～昭６３年度） 人事課任用係 1995/8/28 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1995年度 管理部人事課 調査・諸報告 任用　給与　監査資料　（平成７年度～　　　） 人事課任用係 1995/8/28 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1995年度 管理部人事課 調査・諸報告 任用　給与　監査資料　（平成元年度～平成６年度） 人事課任用係 1995/8/28 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1995年度 管理部人事課 任免 平成７年度　各種委員会委員発令 人事課任用係 1995/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1995年度 管理部人事課 任免
平成７年度　学科・教室主任発令　専攻・講座主任発令　教員
選考委員会委員変更届

人事課任用係 1995/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1995年度 管理部人事課 任免 平成７年度　学内発令綴（２－１） 人事課任用係 1995/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1995年度 管理部人事課 任免 平成７年度　学内発令綴（２－２） 人事課任用係 1995/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1995年度 管理部人事課 任免 平成７年度　教員選考委員会 人事課任用係 1995/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1995年度 管理部人事課 任免 平成７年度　大学院資格審査委員会 人事課任用係 1995/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1995年度 管理部人事課 任免 平成７年度　本省発令綴 人事課任用係 1995/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1995年度 管理部人事課 人事記録 平成７年度人事記録関係綴 人事課任用係 1995/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1995年度 管理部人事課 任免 平成８年度～　人事異動内示・辞令交付関係 人事課任用係 1996/3/19 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1995年度 管理部人事課 給与決定 給与関係規則綴　平成７年度 人事課給与係 1995/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1995年度 管理部人事課 電算処理
人事事務処理システム　メニュー・システムフロー・入力画面・
出力帳票

人事課給与係 1995/12/14 30年 2031/3/31 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

1995年度 管理部人事課 給与決定 大学院関係　平成７年度 人事課給与係 1995/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1995年度 管理部人事課 給与決定 特別昇給　平成７年度 人事課給与係 1995/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1995年度 管理部人事課 給与決定 普通昇給　平成７年度 人事課給与係 1995/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1995年度 管理部人事課 退職手当 平成７年度退職手当関係綴 人事課職員係 1995/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1995年度 管理部人事課 退職手当 平成７年度退職手当発令綴 人事課職員係 1995/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1995年度 管理部人事課 級別定数 級別定数　平成７年度 人事課給与係 1995/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1995年度 管理部人事課 級別定数 級別定数管理簿（Ｂ５）　平成７年度～平成９年度 人事課給与係 1995/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1994年度 管理部人事課 任免 ２種パンフレット作成（平成６年度～） 人事課任用係 1994/5/18 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1994年度 管理部人事課 任免 ６　任用関係　２－１ 人事課任用係 1994/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係
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1994年度 管理部人事課 任免 ６　任用関係　２－２ 人事課任用係 1994/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1994年度 管理部人事課 諸手当 児童手当綴　平成６年度～平成８年度 人事課給与係 1994/4/1
要件を具備し
なくなってから
3年

紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

1994年度 管理部人事課 調査・諸報告 非常勤講師地位保証確認事件 人事課任用係 1994/7/18 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1994年度 管理部人事課 調査・諸報告 非常勤講師地位保証確認事件資料（２－１） 人事課任用係 1994/7/18 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1994年度 管理部人事課 任免 平成６年度　各種委員会発令 人事課任用係 1994/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1994年度 管理部人事課 任免 平成６年度　学科・教室主任発令　専攻・講座主任発令 人事課任用係 1994/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1994年度 管理部人事課 任免 平成６年度　学内発令綴（２－１） 人事課任用係 1994/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1994年度 管理部人事課 任免 平成６年度　学内発令綴（２－２） 人事課任用係 1994/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1994年度 管理部人事課 任免 平成６年度　教員選考委員会 人事課任用係 1994/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1994年度 管理部人事課 任免 平成６年度　大学院資格審査委員会 人事課任用係 1994/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1994年度 管理部人事課 任免 平成６年度　本省発令綴 人事課任用係 1994/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1994年度 管理部人事課 定員・職制定数 平成６年度～平成７年度　職種別現員表 人事課任用係 1994/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1994年度 管理部人事課 分限・懲戒 平成６年度～平成１０年度分限・懲戒処分関係綴 人事課職員係 1994/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1994年度 管理部人事課 給与決定 給与関係規則綴　平成６年度 人事課給与係 1994/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1994年度 管理部人事課 電算処理 九工大人事事務システム修正プログラム綴 人事課給与係 1995/2/10 30年 2031/3/31 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

1994年度 管理部人事課 給与決定 大学院関係　平成６年度 人事課給与係 1994/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1994年度 管理部人事課 給与決定 特別昇給　平成６年度 人事課給与係 1994/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1994年度 管理部人事課 給与決定 普通昇給　平成６年度 人事課給与係 1994/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1994年度 管理部人事課 給与決定 平成６・７・８年度　人事院規則９－８－１８在職者調整 人事課給与係 1994/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1994年度 管理部人事課 退職手当 退職手当規則関係（平成６年度～平成８年度） 人事課職員係 1994/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1994年度 管理部人事課 退職手当 平成６年度退職手当関係綴 人事課職員係 1994/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1994年度 管理部人事課 退職手当 平成６年度退職手当発令綴 人事課職員係 1994/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1994年度 管理部人事課 級別定数 級別定数　平成６年度 人事課給与係 1994/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1994年度 管理部人事課 調査・諸報告 非常勤講師地位保証確認事件資料（２－２） 人事課任用係 1994/7/18 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1993年度 管理部人事課 任免 ５　任用関係 人事課任用係 1993/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1993年度 管理部人事課 任免 会議関係　平成５年度～平成１１年度 人事課任用係 1993/5/12 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1993年度 管理部人事課 任免 外国人教師等綴　平成５年度～平成８年度 人事課任用係 1993/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1993年度 管理部人事課 任免 学内発令綴　平成５年度（２－１） 人事課任用係 1993/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1993年度 管理部人事課 任免 学内発令綴　平成５年度（２－２） 人事課任用係 1993/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1993年度 管理部人事課 任免 教員選考委員会委員変更届 人事課任用係 1993/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係
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1993年度 管理部人事課 定員・職制定数 欠員状況報告　平成５年度～ 人事課任用係 1993/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1993年度 管理部人事課 諸手当 児童手当・特例給付支給状況報告 人事課給与係 1993/4/1
要件を具備し
なくなってから
3年

紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

1993年度 管理部人事課 諸手当 児童手当・特例給付受給者台帳　Ｈ５年度～ 人事課給与係 1993/4/1
要件を具備し
なくなってから
3年

紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

1993年度 管理部人事課 諸手当 児童手当特例給付支給額支払通知書　Ｈ５～ 人事課給与係 1993/4/1
要件を具備し
なくなってから
3年

紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

1993年度 管理部人事課 定員・職制定数 職制定数関係 人事課任用係 1993/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1993年度 管理部人事課 任免 人事に関する権限の委任 人事課任用係 1993/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1993年度 管理部人事課 任免 退職勧奨関係 人事課任用係 1993/12/16 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1993年度 管理部人事課 定員・職制定数 定員関係綴　平成５年度～平成　年度 人事課任用係 1993/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1993年度 管理部人事課 任免 平成５年度　各種委員会発令 人事課任用係 1993/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1993年度 管理部人事課 任免 平成５年度　学科・教室主任発令　専攻・講座主任発令 人事課任用係 1993/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1993年度 管理部人事課 任免 平成５年度　教員選考委員会（２－１） 人事課任用係 1993/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1993年度 管理部人事課 任免 平成５年度　教員選考委員会（２－２） 人事課任用係 1993/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1993年度 管理部人事課 任免 平成５年度　大学院資格審査委員会 人事課任用係 1993/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1993年度 管理部人事課 任免 平成５年度～平成７年度教官公募依頼 人事課任用係 1993/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1993年度 管理部人事課 定員・職制定数 平成６年度～　教員配置予定 人事課任用係 1994/3/14 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1993年度 管理部人事課 任免 本省発令綴　平成５年度 人事課任用係 1993/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1993年度 管理部人事課 給与決定 給与関係規則綴　平成５年度 人事課給与係 1993/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1993年度 管理部人事課 給与決定 大学院関係　平成５年度 人事課給与係 1993/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1993年度 管理部人事課 給与決定 特別昇給　平成５年度 人事課給与係 1993/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1993年度 管理部人事課 給与決定 普通昇給　平成５年度 人事課給与係 1993/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1993年度 管理部人事課 退職手当 平成５年度退職手当関係綴 人事課職員係 1993/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1993年度 管理部人事課 退職手当 平成５年度退職手当発令綴 人事課職員係 1993/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1993年度 管理部人事課 級別定数 級別定数　平成５年度 人事課給与係 1993/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1993年度 管理部人事課 任免 国立学校等転任希望綴 人事課任用係 1993/7/9 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1993年度 管理部人事課 任免 人事関係学内規程綴　平成５年度～平成１２年度 人事課任用係 1993/5/28 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1993年度 管理部人事課 任免 第３期　人事委員会 人事課任用係 1993/4/2 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1992年度 管理部人事課 任免 ４　任用関係 人事課任用係 1992/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1992年度 管理部人事課 任免 育児休業綴 人事課任用係 1992/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1992年度 管理部人事課 任免 外国人特別招へい教授 人事課任用係 1993/3/16 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1992年度 管理部人事課 任免 学内発令綴　平成４年度（２－１） 人事課任用係 1992/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係
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1992年度 管理部人事課 任免 学内発令綴　平成４年度（２－２） 人事課任用係 1992/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1992年度 管理部人事課 定員・職制定数 行（二）職員の配置について 人事課任用係 1992/6/18 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1992年度 管理部人事課 諸手当 児童手当綴　平成４年度～平成５年度 人事課給与係 1992/4/1
要件を具備し
なくなってから
3年

紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

1992年度 管理部人事課 定員・職制定数 統合後の定員配置及び事務分掌 人事課任用係 1993/1/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1992年度 管理部人事課 任免 任用関係規則（２－２） 人事課任用係 1993/3/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1992年度 管理部人事課 任免 平成４年度　各種委員会発令 人事課任用係 1992/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1992年度 管理部人事課 任免 平成４年度　各種主任 人事課任用係 1992/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1992年度 管理部人事課 任免 平成４年度　教員選考委員会綴 人事課任用係 1992/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1992年度 管理部人事課 任免 平成４年度　大学院資格審査委員会綴 人事課任用係 1992/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1992年度 管理部人事課 定員・職制定数 平成４年度～平成５年度　職種別現員表 人事課任用係 1992/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1992年度 管理部人事課 任免 本省発令綴　平成４年度 人事課任用係 1992/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1992年度 管理部人事課 給与決定 給与関係規則綴　平成４年度 人事課給与係 1992/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1992年度 管理部人事課 給与決定 大学院関係　平成４年度 人事課給与係 1992/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1992年度 管理部人事課 給与決定 特別昇給　平成４年度 人事課給与係 1992/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1992年度 管理部人事課 給与決定 普通昇給　平成４年度 人事課給与係 1992/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1992年度 管理部人事課 給与決定 平成４・５年度　人事院規則９－８－１８在職者調整 人事課給与係 1992/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1992年度 管理部人事課 給与決定 俸給の調整調書 人事課給与係 1992/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1992年度 管理部人事課 退職手当 平成４年度退職手当関係綴 人事課職員係 1992/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1992年度 管理部人事課 退職手当 平成４年度退職手当発令綴 人事課職員係 1992/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1992年度 管理部人事課 級別定数 級別定数　平成４年度 人事課給与係 1992/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1992年度 管理部人事課 級別定数 級別定数管理簿（Ｂ５）　平成４年度～平成６年度 人事課給与係 1992/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1992年度 管理部人事課 任免 在外教育施設派遣教員 人事課任用係 1992/6/25 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1991年度 管理部人事課 任免 ３　任用関係　２－１ 人事課任用係 1991/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1991年度 管理部人事課 任免 ３　任用関係　２－２ 人事課任用係 1991/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1991年度 管理部人事課 任免 外国人教師等綴　平成３年度～平成４年度 人事課任用係 1991/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1991年度 管理部人事課 任免 学内発令綴　平成３年度（２－１） 人事課任用係 1991/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1991年度 管理部人事課 任免 学内発令綴　平成３年度（２－２） 人事課任用係 1991/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1991年度 管理部人事課 任免 事務分担状況調査 人事課任用係 1991/6/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1991年度 管理部人事課 任免 平成３年度　各種委員会委員 人事課任用係 1991/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1991年度 管理部人事課 任免 平成３年度　各種主任 人事課任用係 1991/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係
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1991年度 管理部人事課 任免 平成３年度　教員選考委員会綴 人事課任用係 1991/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1991年度 管理部人事課 任免 平成３年度　大学院資格審査委員会綴 人事課任用係 1991/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1991年度 管理部人事課 任免 本省発令綴　平成３年度 人事課任用係 1991/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1991年度 管理部人事課 給与決定 給与関係規則綴　平成３年度 人事課給与係 1991/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1991年度 管理部人事課 給与決定 大学院関係　平成３年度 人事課給与係 1991/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1991年度 管理部人事課 電算処理 電算関係雑綴　１ 人事課給与係 1992/1/15 30年 2031/3/31 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

1991年度 管理部人事課 給与決定 特別昇給　平成３年度 人事課給与係 1991/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1991年度 管理部人事課 給与決定 普通昇給　平成３年度 人事課給与係 1991/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1991年度 管理部人事課 退職手当 平成３年度退職手当関係綴 人事課職員係 1991/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1991年度 管理部人事課 退職手当 平成３年度退職手当発令綴 人事課職員係 1991/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1991年度 管理部人事課 級別定数 級別定数　平成３年度 人事課給与係 1991/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1991年度 管理部人事課 任免 第２期　人事委員会 人事課任用係 1991/3/22 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1990年度 管理部人事課 任免 ２　任用関係 人事課任用係 1990/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1990年度 管理部人事課 任免 学内発令綴　平成２年度（２－１） 人事課任用係 1990/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1990年度 管理部人事課 任免 学内発令綴　平成２年度（２－２） 人事課任用係 1990/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1990年度 管理部人事課 任免 平成２年度　各種委員会発令 人事課任用係 1990/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1990年度 管理部人事課 任免 平成２年度　学科・教室主任発令　専攻・講座主任発令 人事課任用係 1990/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1990年度 管理部人事課 任免 平成２年度　教員選考委員会綴 人事課任用係 1990/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1990年度 管理部人事課 任免 平成２年度　大学院資格審査委員会綴 人事課任用係 1990/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1990年度 管理部人事課 定員・職制定数 平成２年度～平成３年度　職種別現員表 人事課任用係 1990/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1990年度 管理部人事課 任免 本省発令綴　平成２年度 人事課任用係 1990/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1990年度 管理部人事課 給与決定 給与関係規則綴　平成２年度 人事課給与係 1990/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1990年度 管理部人事課 給与決定 切替調書　平成２年度 人事課給与係 1990/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1990年度 管理部人事課 給与決定 大学院関係　平成２年度 人事課給与係 1990/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1990年度 管理部人事課 給与決定 特別昇給　平成２年度 人事課給与係 1990/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1990年度 管理部人事課 給与決定 普通昇給　平成２年度 人事課給与係 1990/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1990年度 管理部人事課 退職手当 平成２年度退職手当関係綴 人事課職員係 1990/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1990年度 管理部人事課 退職手当 平成２年度退職手当発令綴 人事課職員係 1990/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1990年度 管理部人事課 級別定数 級別定数　平成２年度 人事課給与係 1990/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1990年度 管理部人事課 級別定数 級別定数管理簿（Ｂ５）　平成２年度～平成３年度 人事課給与係 1990/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係
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1989年度 管理部人事課 任免 学内発令綴　平成元年度（２－１） 人事課任用係 1989/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1989年度 管理部人事課 任免 学内発令綴　平成元年度（２－２） 人事課任用係 1989/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1989年度 管理部人事課 定員・職制定数 教員配置予定表 人事課任用係 1989/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1989年度 管理部人事課 任免 元　任用関係 人事課任用係 1989/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1989年度 管理部人事課 諸手当 児童手当綴　平成元年度～平成３年度 人事課給与係 1989/4/1
要件を具備し
なくなってから
3年

紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

1989年度 管理部人事課 諸手当 児童手当特例給付支給額支払通知書　Ｈ元～Ｈ４ 人事課給与係 1989/4/1
要件を具備し
なくなってから
3年

紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

1989年度 管理部人事課 任免 第１期　人事委員会 人事課任用係 1989/3/6 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1989年度 管理部人事課 任免 平成元年度　各種委員 人事課任用係 1989/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1989年度 管理部人事課 任免 平成元年度　学科・教室主任／専攻・講座主任の発令 人事課任用係 1989/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1989年度 管理部人事課 任免 平成元年度　教員選考委員会綴 人事課任用係 1989/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1989年度 管理部人事課 任免 平成元年度　大学院資格審査委員会綴 人事課任用係 1989/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1989年度 管理部人事課 任免 本省内部部局等への転任希望 人事課任用係 1989/11/7 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1989年度 管理部人事課 任免 本省発令綴　平成元年度 人事課任用係 1989/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1989年度 管理部人事課 給与決定 給与関係規則綴　平成元年度 人事課給与係 1989/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1989年度 管理部人事課 給与決定 大学院関係　平成元年度 人事課給与係 1989/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1989年度 管理部人事課 給与決定 特別昇給　平成元年度 人事課給与係 1989/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1989年度 管理部人事課 給与決定 普通昇給　平成元年度 人事課給与係 1989/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1989年度 管理部人事課 退職手当 平成元年度退職手当関係綴 人事課職員係 1989/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1989年度 管理部人事課 退職手当 平成元年度退職手当発令綴 人事課職員係 1989/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1989年度 管理部人事課 級別定数 級別定数　平成元年度 人事課給与係 1989/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1988年度 管理部人事課 任免 ６３　学内発令綴（２－１） 人事課任用係 1988/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1988年度 管理部人事課 任免 ６３　学内発令綴（２－２） 人事課任用係 1988/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1988年度 管理部人事課 任免 ６３　教員選考委員会綴 人事課任用係 1988/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1988年度 管理部人事課 任免 ６３　任用関係綴 人事課任用係 1988/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1988年度 管理部人事課 任免 ６３　本省発令綴 人事課任用係 1988/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1988年度 管理部人事課 任免 教員選考申合せ等 人事課任用係 1988/1/20 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1988年度 管理部人事課 定員・職制定数 昭和６３・６４年度　職種別現員表 人事課任用係 1988/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1988年度 管理部人事課 任免 昭和６３年度　各種委員（２－１） 人事課任用係 1988/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1988年度 管理部人事課 任免 昭和６３年度　各種委員（２－２） 人事課任用係 1988/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1988年度 管理部人事課 任免 昭和６３年度　大学院資格審査委員会綴 人事課任用係 1988/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係
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1988年度 管理部人事課 給与決定 過年度支出の承認申請依頼 人事課給与係 1988/7/12 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1988年度 管理部人事課 給与決定 大学院関係　昭和６３年度 人事課給与係 1988/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1988年度 管理部人事課 電算処理 電算処理修正等依頼書　１ 人事課給与係 1988/10/11 30年 2031/3/31 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

1988年度 管理部人事課 給与決定 特別昇給　昭和６３年度 人事課給与係 1988/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1988年度 管理部人事課 給与決定 普通昇給　昭和６３年度 人事課給与係 1988/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1988年度 管理部人事課 退職手当 昭和６３年度退職手当関係綴 人事課職員係 1988/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1988年度 管理部人事課 退職手当 昭和６３年度退職手当発令綴 人事課職員係 1988/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1988年度 管理部人事課 級別定数 級別定数　昭和６３年度 人事課給与係 1988/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1988年度 管理部人事課 級別定数 級別定数管理簿（Ｂ５）　昭和６３年度～平成元年度 人事課給与係 1988/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1987年度 管理部人事課 任免 ６２　学内発令綴（２－１） 人事課任用係 1987/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1987年度 管理部人事課 任免 ６２　学内発令綴（２－２） 人事課任用係 1987/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1987年度 管理部人事課 任免 ６２　教員選考委員会綴 人事課任用係 1987/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1987年度 管理部人事課 任免 ６２　身上調書綴 人事課任用係 1987/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1987年度 管理部人事課 任免 ６２　大学院資格審査委員会綴（２－１） 人事課任用係 1987/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1987年度 管理部人事課 任免 ６２　大学院資格審査委員会綴（２－２） 人事課任用係 1987/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1987年度 管理部人事課 任免 ６２　任用関係綴 人事課任用係 1987/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1987年度 管理部人事課 定員・職制定数 Ｓ６２～　欠員状況報告 人事課任用係 1987/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1987年度 管理部人事課 任免 昭和６２年度　各種委員（２－１） 人事課任用係 1987/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1987年度 管理部人事課 任免 昭和６２年度　各種委員（２－２） 人事課任用係 1987/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1987年度 管理部人事課 任免 昭和６２年度　本省発令綴 人事課任用係 1987/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1987年度 管理部人事課 定員・職制定数 定員関係綴　昭和６２年度～平成４年度　庶務部人事課 人事課任用係 1987/5/21 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1987年度 管理部人事課 給与決定 給与関係規則綴　昭和６２年度～昭和６３年度 人事課給与係 1987/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1987年度 管理部人事課 給与決定 特別昇給　昭和６２年度 人事課給与係 1987/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1987年度 管理部人事課 給与決定 普通昇給　昭和６２年度 人事課給与係 1987/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1987年度 管理部人事課 退職手当 昭和６２年度退職手当関係綴 人事課職員係 1987/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1987年度 管理部人事課 退職手当 昭和６２年度退職手当発令綴 人事課職員係 1987/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1987年度 管理部人事課 級別定数 級別定数　昭和６２年度 人事課給与係 1987/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1986年度 管理部人事課 任免 ６１　学内発令綴 人事課任用係 1986/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1986年度 管理部人事課 任免 ６１　教員選考委員会綴 人事課任用係 1986/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1986年度 管理部人事課 任免 ６１　任用関係綴 人事課任用係 1986/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係
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1986年度 管理部人事課 任免 ６１　本省発令綴 人事課任用係 1986/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1986年度 管理部人事課 任免 ６１・６２　大学院関係 人事課任用係 1986/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1986年度 管理部人事課 任免 外国人教師等綴　昭和６２年度～平成２年度 人事課任用係 1986/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1986年度 管理部人事課 任免 事務連絡会議　プロジェクトＡ 人事課任用係 1986/9/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1986年度 管理部人事課 任免 事務連絡会議プロジェクトＢ（２－１） 人事課任用係 1986/8/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1986年度 管理部人事課 任免 事務連絡会議プロジェクトＢ（２－２） 人事課任用係 1986/12/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1986年度 管理部人事課 定員・職制定数 昭和６１・６２年度　職種別現員表 人事課任用係 1986/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1986年度 管理部人事課 任免 昭和６１年度　各種委員 人事課任用係 1986/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1986年度 管理部人事課 定員・職制定数 大学教官定員現員表　２－２ 人事課任用係 1986/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1986年度 管理部人事課 定員・職制定数 第７次定員削減（教官） 人事課任用係 1986/11/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1986年度 管理部人事課 定員・職制定数 第７次定員削減（事務） 人事課任用係 1986/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1986年度 管理部人事課 定員・職制定数 第七次定員削減関係綴 人事課任用係 1986/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1986年度 管理部人事課 給与決定 給与関係規則綴　昭和６１年度 人事課給与係 1986/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1986年度 管理部人事課 給与決定 特別昇給　昭和６１年度 人事課給与係 1986/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1986年度 管理部人事課 給与決定 普通昇給　昭和６１年度 人事課給与係 1986/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1986年度 管理部人事課 退職手当 昭和２１～２３年度退職手当関係綴 人事課職員係 1986/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1986年度 管理部人事課 退職手当 昭和６１年度退職手当関係綴 人事課職員係 1986/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1986年度 管理部人事課 退職手当 昭和６１年度退職手当発令綴 人事課職員係 1986/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1986年度 管理部人事課 級別定数 級別定数　昭和６１年度 人事課給与係 1986/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1986年度 管理部人事課 級別定数 級別定数管理簿（Ｂ４）　昭和６１年度～平成元年度 人事課給与係 1986/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1986年度 管理部人事課 級別定数 等級別定数管理簿（Ｂ５）　昭和６１年度～昭和６２年度 人事課給与係 1986/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1985年度 管理部人事課 任免 ６０　学内発令綴 人事課任用係 1985/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1985年度 管理部人事課 任免 ６０　教員選考委員会綴 人事課任用係 1985/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1985年度 管理部人事課 任免 ６０　大学院資格審査委員会綴 人事課任用係 1985/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1985年度 管理部人事課 任免 ６０　任用 人事課任用係 1985/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1985年度 管理部人事課 任免 ６０　本省発令綴 人事課任用係 1985/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1985年度 管理部人事課 定員・職制定数 教官定員削減（第６～９次）資料 人事課任用係 1985/7/17 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1985年度 管理部人事課 任免 昭和６０年度　各種委員発令綴 人事課任用係 1985/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1985年度 管理部人事課 任免 任用関係規則（２－１） 人事課任用係 1985/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1985年度 管理部人事課 定員・職制定数 部局別組織状況表（Ｓ６０．４～　　　　） 人事課任用係 1985/7/13 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係
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1985年度 管理部人事課 給与決定 給与関係規則綴　昭和６０年度 人事課給与係 1985/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1985年度 管理部人事課 給与決定 切替調書　昭和６０年度 人事課給与係 1985/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1985年度 管理部人事課 給与決定 特別昇給　昭和６０年度 人事課給与係 1985/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1985年度 管理部人事課 給与決定 普通昇給　昭和６０年度 人事課給与係 1985/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1985年度 管理部人事課 退職手当 昭和６０年度退職手当関係綴 人事課職員係 1985/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1985年度 管理部人事課 退職手当 昭和６０年度退職手当上申書綴 人事課職員係 1985/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1985年度 管理部人事課 級別定数 等級別定数　昭和６０年度 人事課給与係 1985/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1985年度 管理部人事課 任免 国鉄余剰人員対策 人事課任用係 1985/12/23 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1984年度 管理部人事課 任免 ５９　学内発令綴（２－１） 人事課任用係 1984/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1984年度 管理部人事課 任免 ５９　学内発令綴（２－１） 人事課任用係 1984/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1984年度 管理部人事課 任免 ５９　大学院資格審査委員会綴 人事課任用係 1984/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1984年度 管理部人事課 任免 ５９　任用関係 人事課任用係 1984/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1984年度 管理部人事課 任免 ５９　本省発令綴 人事課任用係 1984/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1984年度 管理部人事課 任免 外国人教師等綴　昭和５９年度～６１年度 人事課任用係 1984/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1984年度 管理部人事課 諸手当 児童手当支給額通知書綴　Ｓ５９～Ｈ元 人事課給与係 1984/4/1
要件を具備し
なくなってから
3年

紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

1984年度 管理部人事課 定員・職制定数 昭和５９・６０年度　職種別現員表 人事課任用係 1984/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1984年度 管理部人事課 任免 昭和５９年度　各種委員 人事課任用係 1984/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1984年度 管理部人事課 任免 昭和５９年度　教員選考委員会綴 人事課任用係 1984/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1984年度 管理部人事課 給与決定 給与関係規則綴　昭和５９年度 人事課給与係 1984/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1984年度 管理部人事課 給与決定 特別昇給　昭和５９年度 人事課給与係 1984/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1984年度 管理部人事課 給与決定 普通昇給　昭和５９年度 人事課給与係 1984/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1984年度 管理部人事課 退職手当 昭和５９年度退職手当関係綴 人事課職員係 1984/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1984年度 管理部人事課 退職手当 昭和５９年度退職手当上申書綴 人事課職員係 1984/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1984年度 管理部人事課 級別定数 等級別定数管理簿（Ｂ４）　昭和５９年度 人事課給与係 1984/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1984年度 管理部人事課 級別定数 等級別定数管理簿（Ｂ５）　昭和５９年度～昭和６０年度 人事課給与係 1984/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1983年度 管理部人事課 任免 ５８　学内発令綴 人事課任用係 1983/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1983年度 管理部人事課 任免 ５８　教員選考委員会綴 人事課任用係 1983/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1983年度 管理部人事課 任免 ５８　人事関係綴 人事課任用係 1983/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1983年度 管理部人事課 任免 ５８　大学院資格審査委員会綴 人事課任用係 1983/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1983年度 管理部人事課 任免 ５８　本省発令綴 人事課任用係 1983/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係
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1983年度 管理部人事課 給与決定 給与関係規則綴　昭和５８年度 人事課給与係 1983/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1983年度 管理部人事課 給与決定 特別昇給　昭和５８年度 人事課給与係 1983/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1983年度 管理部人事課 給与決定 普通昇給　昭和５８年度 人事課給与係 1983/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1983年度 管理部人事課 退職手当 昭和５８年度退職手当関係綴 人事課職員係 1983/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1983年度 管理部人事課 退職手当 昭和５８年度退職手当上申書綴 人事課職員係 1983/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1982年度 管理部人事課 任免 ４　任用関係規則 人事課任用係 1982/10/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1982年度 管理部人事課 任免 ５７　学内発令綴 人事課任用係 1982/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1982年度 管理部人事課 任免 ５７　人事関係綴 人事課任用係 1982/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1982年度 管理部人事課 任免 ５７　大学院資格審査委員会綴 人事課任用係 1982/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1982年度 管理部人事課 任免 ５７　本省発令綴 人事課任用係 1982/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1982年度 管理部人事課 諸手当 児童手当関係規則綴 人事課給与係 1982/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

1982年度 管理部人事課 諸手当 児童手当関係綴　（各種報告等）支給状況報告 人事課給与係 1982/4/1
要件を具備し
なくなってから
3年

紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

1982年度 管理部人事課 諸手当 児童手当綴　Ｓ５７年度～Ｓ６３年度 人事課給与係 1982/4/1
要件を具備し
なくなってから
3年

紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

1982年度 管理部人事課 定員・職制定数 昭和５７・５８年度　職種別現員表 人事課任用係 1982/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1982年度 管理部人事課 任免 昭和５７年度　教員選考委員会 人事課任用係 1982/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1982年度 管理部人事課 調査・諸報告 昭和５７年度　任用関係綴（含報告） 人事課任用係 1982/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1982年度 管理部人事課 調査・諸報告 昭和５８年度　任用関係綴（含報告） 人事課任用係 1982/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1982年度 管理部人事課 定員・職制定数 第６次定員削減について（事務系） 人事課任用係 1982/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1982年度 管理部人事課 任免 同和問題資料 人事課任用係 1982/10/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1982年度 管理部人事課 給与決定 給与関係規則綴　昭和５７年度 人事課給与係 1982/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1982年度 管理部人事課 電算処理 電算関係雑資料 人事課給与係 1982/4/28 30年 2031/3/31 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

1982年度 管理部人事課 給与決定 普通昇給　昭和５７年度 人事課給与係 1982/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1982年度 管理部人事課 退職手当 昭和５７年度退職手当関係綴 人事課職員係 1982/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1982年度 管理部人事課 退職手当 昭和５７年度退職手当上申書綴 人事課職員係 1982/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1982年度 管理部人事課 級別定数 等級別定数　昭和５７年度～昭和５９年度 人事課給与係 1982/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1982年度 管理部人事課 級別定数 等級別定数管理簿（Ｂ４）　昭和５７年度～昭和５８年度 人事課給与係 1982/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1982年度 管理部人事課 級別定数 等級別定数管理簿（Ｂ５）　昭和５７年度～昭和５８年度 人事課給与係 1982/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1981年度 管理部人事課 任免 ５６　学内発令綴 人事課任用係 1981/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1981年度 管理部人事課 任免 ５６　人事関係綴 人事課任用係 1981/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1981年度 管理部人事課 任免 ５６　大学院資格審査委員会綴 人事課任用係 1981/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係
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1981年度 管理部人事課 任免 ５６　本省発令綴 人事課任用係 1981/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1981年度 管理部人事課 任免 外国人教師等綴　昭和５６年度～５８年度 人事課任用係 1981/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1981年度 管理部人事課 人事記録 個人番号台帳 人事課任用係 1981/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1981年度 管理部人事課 諸手当 児童手当・特例給付受給者台帳　Ｓ５７．１～Ｈ４．７ 人事課給与係 1982/1/1
要件を具備し
なくなってから
3年

紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

1981年度 管理部人事課 任免 昭和５６年度　教員選考委員会 人事課任用係 1981/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1981年度 管理部人事課 調査・諸報告 昭和５６年度　任用関係綴（含報告） 人事課任用係 1981/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1981年度 管理部人事課 任免 給食関係 人事課任用係 1982/2/15 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1981年度 管理部人事課 退職手当 出面表（昭和５６年度） 人事課職員係 1981/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1981年度 管理部人事課 退職手当 昭和５６年度退職手当関係綴 人事課職員係 1981/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1981年度 管理部人事課 退職手当 昭和５６年度退職手当上申書綴 人事課職員係 1981/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1980年度 管理部人事課 任免 ５５　学内発令綴（２－１） 人事課任用係 1980/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1980年度 管理部人事課 任免 ５５　学内発令綴（２－２） 人事課任用係 1980/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1980年度 管理部人事課 任免 ５５　人事関係綴 人事課任用係 1980/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1980年度 管理部人事課 任免 ５５　本省発令綴 人事課任用係 1980/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1980年度 管理部人事課 定員・職制定数 昭和５５・５６年度　職種別現員表 人事課任用係 1980/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1980年度 管理部人事課 任免 昭和５５年度　教員選考委員会 人事課任用係 1980/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1980年度 管理部人事課 任免 昭和５５年度　人事具申書綴 人事課任用係 1980/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1980年度 管理部人事課 調査・諸報告 昭和５５年度　任用関係綴（含報告） 人事課任用係 1980/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1980年度 管理部人事課 任免 身上調書綴　昭５５～ 人事課任用係 1980/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1980年度 管理部人事課 任免 退職勧奨関係綴　昭５５～ 人事課任用係 1980/10/13 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1980年度 管理部人事課 給与決定 大学院関係　昭和５５年度～昭和５８年度 人事課給与係 1980/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1980年度 管理部人事課 退職手当 出面表（昭和５５年度） 人事課職員係 1980/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1980年度 管理部人事課 退職手当 昭和５５年度退職手当関係綴 人事課職員係 1980/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1980年度 管理部人事課 退職手当 昭和５５年度退職手当上申書綴 人事課職員係 1980/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1980年度 管理部人事課 級別定数 等級別定数管理簿（Ｂ４）　昭和５５年度～昭和５６年度 人事課給与係 1980/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1980年度 管理部人事課 級別定数 等級別定数管理簿（Ｂ５）　昭和５５年度～昭和５６年度 人事課給与係 1980/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1979年度 管理部人事課 任免 ５４　学内発令綴 人事課任用係 1979/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1979年度 管理部人事課 任免 ５４　人事関係綴 人事課任用係 1979/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1979年度 管理部人事課 任免 ５４　本省発令綴 人事課任用係 1979/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1979年度 管理部人事課 任免 昭和５４年度　教員選考委員会 人事課任用係 1979/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係
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1979年度 管理部人事課 任免 昭和５４年度　人事具申書綴 人事課任用係 1979/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1979年度 管理部人事課 調査・諸報告 昭和５４年度　任用関係綴（含報告） 人事課任用係 1979/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1979年度 管理部人事課 任免 昭和５４年度・５５年度　大学院資格審査委員会綴 人事課任用係 1979/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1979年度 管理部人事課 退職手当 出面表（昭和５４年度） 人事課職員係 1979/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1979年度 管理部人事課 退職手当 昭和５４年度退職手当関係綴 人事課職員係 1979/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1979年度 管理部人事課 退職手当 昭和５４年度退職手当上申書綴 人事課職員係 1979/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1978年度 管理部人事課 任免 ５３　学内発令綴 人事課任用係 1978/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1978年度 管理部人事課 任免 ５３　人事関係綴 人事課任用係 1978/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1978年度 管理部人事課 任免 ５３　大学院資格審査委員会綴 人事課任用係 1978/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1978年度 管理部人事課 任免 ５３　本省発令綴 人事課任用係 1978/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1978年度 管理部人事課 諸手当 初任給調整手当支給一覧 人事課給与係 1978/4/1
要件を具備し
なくなってから
3年

紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

1978年度 管理部人事課 定員・職制定数 昭和５３年・５４年度　職種別現員表 人事課任用係 1978/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1978年度 管理部人事課 任免 昭和５３年度　人事具申書綴 人事課任用係 1978/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1978年度 管理部人事課 調査・諸報告 昭和５３年度　任用関係綴（含報告） 人事課任用係 1978/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1978年度 管理部人事課 退職手当 出面表（昭和５３年度） 人事課職員係 1978/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1978年度 管理部人事課 退職手当 昭和５３年度退職手当関係綴 人事課職員係 1978/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1978年度 管理部人事課 退職手当 昭和５３年度退職手当上申書綴 人事課職員係 1978/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1978年度 管理部人事課 級別定数 等級別定数管理簿（Ｂ４）　昭和５３年度～昭和５４年度 人事課給与係 1978/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1978年度 管理部人事課 級別定数 等級別定数管理簿（Ｂ５）　昭和５３年度～昭和５４年度 人事課給与係 1978/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1977年度 管理部人事課 任免 ５２　学内発令綴 人事課任用係 1977/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1977年度 管理部人事課 任免 ５２　人事関係綴 人事課任用係 1977/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1977年度 管理部人事課 任免 ５２　大学院教官資格審査委員会綴 人事課任用係 1977/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1977年度 管理部人事課 任免 ５２　本省発令綴 人事課任用係 1977/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1977年度 管理部人事課 調査・諸報告 Ｍ．Ｔ教授宅火災死亡事故 人事課任用係 1977/10/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1977年度 管理部人事課 任免 昭和５２年度　昭和５３年度　教員選考委員会 人事課任用係 1977/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1977年度 管理部人事課 任免 昭和５２年度　人事具申書綴 人事課任用係 1977/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1977年度 管理部人事課 調査・諸報告 昭和５２年度　任用関係綴（含報告） 人事課任用係 1977/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1977年度 管理部人事課 退職手当 出面表（昭和５２年度） 人事課職員係 1977/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1977年度 管理部人事課 退職手当 昭和５２年度退職手当関係綴 人事課職員係 1977/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1977年度 管理部人事課 退職手当 昭和５２年度退職手当上申書綴 人事課職員係 1977/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係
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1977年度 管理部人事課 退職手当 退職手当例規集（昭和５２年度～昭和６０年度） 人事課職員係 1977/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1977年度 管理部人事課 級別定数 等級別定数　昭和５２年度～昭和５６年度 人事課給与係 1977/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1976年度 管理部人事課 任免 ５１　学内発令綴 人事課任用係 1976/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1976年度 管理部人事課 任免 ５１　人事関係綴 人事課任用係 1976/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1976年度 管理部人事課 任免 ５１　大学院教官資格審査委員会綴 人事課任用係 1976/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1976年度 管理部人事課 任免 ５１　本省発令綴 人事課任用係 1976/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1976年度 管理部人事課 任免 外国人教師等綴　昭和５１年度～５５年度 人事課任用係 1976/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1976年度 管理部人事課 定員・職制定数 昭和５１年度　５２年度　職種別現員表 人事課任用係 1976/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1976年度 管理部人事課 調査・諸報告 昭和５１年度　任用関係綴（含報告） 人事課任用係 1976/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1976年度 管理部人事課 任免 附属学校主任等関係 人事課任用係 1976/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1976年度 管理部人事課 退職手当 昭和５１年度退職手当関係綴 人事課職員係 1976/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1976年度 管理部人事課 退職手当 昭和５１年度退職手当上申書綴 人事課職員係 1976/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1976年度 管理部人事課 級別定数 等級別定数管理簿（Ｂ４）　昭和５１年度～昭和５２年度 人事課給与係 1976/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1976年度 管理部人事課 級別定数 等級別定数管理簿（Ｂ５）　昭和５１年度～昭和５２年度 人事課給与係 1976/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1975年度 管理部人事課 任免 ５０　学内発令綴 人事課任用係 1975/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1975年度 管理部人事課 任免 ５０　人事関係綴 人事課任用係 1975/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1975年度 管理部人事課 任免 ５０　大学院教官資格審査委員会綴 人事課任用係 1975/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1975年度 管理部人事課 任免 ５０　本省発令綴 人事課任用係 1975/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1975年度 管理部人事課 定員・職制定数 Ｓ５０～Ｓ６２　欠員状況報告綴 人事課任用係 1975/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1975年度 管理部人事課 任免 昭和５０年度　昭和５１年度　教員選考委員会 人事課任用係 1975/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1975年度 管理部人事課 調査・諸報告 昭和５０年度　任用関係綴（含報告） 人事課任用係 1975/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1975年度 管理部人事課 退職手当 出面表（昭和５０年度～昭和５１年度） 人事課職員係 1975/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1975年度 管理部人事課 退職手当 昭和５０年度退職手当上申書綴 人事課職員係 1975/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1974年度 管理部人事課 任免 ４９　学内発令綴 人事課任用係 1974/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1974年度 管理部人事課 任免 ４９　人事関係綴 人事課任用係 1974/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1974年度 管理部人事課 任免 ４９　本省発令綴 人事課任用係 1974/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1974年度 管理部人事課 定員・職制定数 ４９・５０　職種別現員表 人事課任用係 1974/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1974年度 管理部人事課 調査・諸報告 昭和４９年度　任用関係綴（含報告） 人事課任用係 1974/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1974年度 管理部人事課 任免 人事具申書綴 人事課任用係 1974/12/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1974年度 管理部人事課 退職手当 昭和４９年度～昭和５０年度退職手当関係綴 人事課職員係 1974/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

69/398



作成・取得
年度

大分類 中分類
法人文書ファイル名

（小分類）
作成・取得時の

文書管理者
保存期間
の起算日

保存期間
保存期間の
満了する日

媒体の種別 保存場所
現状の

文書管理者
保有担当
係等名称

保存期間が満
了したときの措

置

1974年度 管理部人事課 退職手当 昭和４９年度退職手当上申書綴 人事課職員係 1974/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1974年度 管理部人事課 級別定数 等級別定数　昭和４９年度～昭和５１年度 人事課給与係 1974/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1974年度 管理部人事課 級別定数 等級別定数管理簿（Ｂ４）　昭和４９年度～昭和５０年度 人事課給与係 1974/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1974年度 管理部人事課 級別定数 等級別定数管理簿（Ｂ５）　昭和４９年度～昭和５０年度 人事課給与係 1974/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1973年度 管理部人事課 任免 ４８　学内発令綴（２－１） 人事課任用係 1973/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1973年度 管理部人事課 任免 ４８　学内発令綴（２－２） 人事課任用係 1973/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1973年度 管理部人事課 任免 ４８　人事関係綴 人事課任用係 1973/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1973年度 管理部人事課 任免 ４８　本省発令綴 人事課任用係 1973/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1973年度 管理部人事課 諸手当 児童手当関係綴　Ｓ４８年度～Ｓ５６年度 人事課給与係 1973/4/1
要件を具備し
なくなってから
3年

紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

1973年度 管理部人事課 調査・諸報告 昭和４８年度　任用関係綴 人事課任用係 1973/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1973年度 管理部人事課 任免 人事異動関係資料 人事課任用係 1974/1/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1973年度 管理部人事課 定員・職制定数 定員（配分）小委員会関係 人事課任用係 1973/8/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1973年度 管理部人事課 定員・職制定数 定員（配分）小委員会関係綴 人事課任用係 1973/8/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1973年度 管理部人事課 定員・職制定数 同和教育関係定員（教官） 人事課任用係 1973/11/20 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1973年度 管理部人事課 退職手当 出面表（昭和４８年度～昭和４９年度） 人事課職員係 1973/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1973年度 管理部人事課 退職手当 昭和４８年度退職手当関係綴 人事課職員係 1973/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1973年度 管理部人事課 退職手当 昭和４８年度退職手当上申書綴 人事課職員係 1973/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1972年度 管理部人事課 任免 ４７　学内発令綴 人事課任用係 1972/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1972年度 管理部人事課 任免 ４７　人事関係綴 人事課任用係 1972/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1972年度 管理部人事課 任免 ４７　本省発令綴 人事課任用係 1972/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1972年度 管理部人事課 定員・職制定数 教官定員　学内　（貸借） 人事課任用係 1972/7/7 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1972年度 管理部人事課 諸手当 児童手当・特例給付受給者台帳　退転者等 人事課給与係 1972/4/1
要件を具備し
なくなってから
3年

紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

1972年度 管理部人事課 諸手当 児童手当支給額通知書綴　Ｓ４７～Ｓ５９ 人事課給与係 1972/4/1
要件を具備し
なくなってから
3年

紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

1972年度 管理部人事課 定員・職制定数 昭和４７・４８年度　職種別現員表 人事課任用係 1972/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1972年度 管理部人事課 任免 昭和４７年度　昭和４８年度　昭和４９年度　教員選考委員会 人事課任用係 1972/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1972年度 管理部人事課 調査・諸報告 昭和４７年度　任用関係報告書綴 人事課任用係 1972/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1972年度 管理部人事課 任免 長期病気療養者一覧表（休職者） 人事課任用係 1972/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1972年度 管理部人事課 退職手当 昭和４７年度退職手当関係綴 人事課職員係 1972/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1972年度 管理部人事課 退職手当 昭和４７年度退職手当上申書綴 人事課職員係 1972/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1972年度 管理部人事課 級別定数 等級別定数　昭和４７年度～昭和４８年度 人事課給与係 1972/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係
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1972年度 管理部人事課 級別定数 等級別定数管理簿（Ｂ４）　昭和４７年度～昭和４８年度 人事課給与係 1972/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1972年度 管理部人事課 級別定数 等級別定数管理簿（Ｂ５）　昭和４７年度～昭和４８年度 人事課給与係 1972/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1971年度 管理部人事課 任免 ４６　学内発令綴 人事課任用係 1971/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1971年度 管理部人事課 任免 ４６　人事関係綴 人事課任用係 1971/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1971年度 管理部人事課 任免 ４６　本省発令綴 人事課任用係 1971/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1971年度 管理部人事課 諸手当 児童手当関係綴　Ｓ４６年度～Ｓ４７年度 人事課給与係 1971/4/1
要件を具備し
なくなってから
3年

紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

1971年度 管理部人事課 調査・諸報告 昭和４６年度　任用関係報告書綴 人事課任用係 1971/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1971年度 管理部人事課 退職手当 昭和４６年度退職手当関係綴 人事課職員係 1971/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1971年度 管理部人事課 退職手当 昭和４６年度退職手当上申書綴 人事課職員係 1971/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1970年度 管理部人事課 任免 ４５　学内発令綴 人事課任用係 1970/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1970年度 管理部人事課 任免 ４５　人事関係綴 人事課任用係 1970/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1970年度 管理部人事課 任免 ４５　本省発令綴 人事課任用係 1970/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1970年度 管理部人事課 任免 教室人事具申書綴 人事課任用係 1970/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1970年度 管理部人事課 定員・職制定数 昭和４５・６年度　職種別現員表 人事課任用係 1970/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1970年度 管理部人事課 任免 昭和４５年度　昭和４６年度　教員選考委員会 人事課任用係 1970/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1970年度 管理部人事課 調査・諸報告 昭和４５年度　任用関係報告書綴 人事課任用係 1970/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1970年度 管理部人事課 定員・職制定数 部局別組織状況表（Ｓ４５．４～Ｓ６０．３） 人事課任用係 1970/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1970年度 管理部人事課 退職手当 出面表（昭和４５年度～昭和４７年度） 人事課職員係 1970/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1970年度 管理部人事課 退職手当 昭和４５年度退職手当関係綴 人事課職員係 1970/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1970年度 管理部人事課 退職手当 昭和４５年度退職手当上申書綴 人事課職員係 1970/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1970年度 管理部人事課 級別定数 等級別定数管理簿（Ｂ４）　昭和４５年度～昭和４６年度 人事課給与係 1970/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1970年度 管理部人事課 級別定数 等級別定数管理簿（Ｂ５）　昭和４５年度～昭和４６年度 人事課給与係 1970/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1969年度 管理部人事課 任免 ４４　学内発令綴 人事課任用係 1969/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1969年度 管理部人事課 任免 ４４　人事関係綴 人事課任用係 1969/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1969年度 管理部人事課 任免 ４４　本省発令綴 人事課任用係 1969/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1969年度 管理部人事課 定員・職制定数 昭４４　事務系職員職種別現員表 人事課任用係 1969/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1969年度 管理部人事課 任免 昭４５．２～４９年　大学院研究科担当教官選考綴 人事課任用係 1970/2/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1969年度 管理部人事課 定員・職制定数
第６次教官定員削減（Ｓ６１．４．１ 終年度）の１名減（助手）検
討資料

人事課任用係 1969/6/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1969年度 管理部人事課 退職手当 昭和４４年度退職手当関係綴 人事課職員係 1969/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1969年度 管理部人事課 退職手当 昭和４４年度退職手当上申書綴 人事課職員係 1969/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係
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1969年度 管理部人事課 級別定数 等級別定数管理簿（Ｂ５）　昭和４４年度 人事課給与係 1969/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1968年度 管理部人事課 任免 ４３　学内発令綴 人事課任用係 1968/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1968年度 管理部人事課 任免 ４３　本省発令関係綴 人事課任用係 1968/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1968年度 管理部人事課 任免 ４３～４４　大学教員選考委員会綴 人事課任用係 1968/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1968年度 管理部人事課 社会保険等 社会保険・雇用保険被保険者台帳 人事課職員係 1968/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1968年度 管理部人事課 調査・諸報告 昭和４３・４４年度　任用関係報告書綴 人事課任用係 1968/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1968年度 管理部人事課 任免 昭和４３年度　人事関係綴 人事課任用係 1968/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1968年度 管理部人事課 定員・職制定数 昭和４３年度・４４年度　職種別現員表 人事課任用係 1968/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1968年度 管理部人事課 定員・職制定数 大学教官定員現員表　２－１ 人事課任用係 1968/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1968年度 管理部人事課 任免
附属図書館本館夜間開館問題全日開館に至るまでの経過に
関する資料

人事課任用係 1968/9/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1968年度 管理部人事課 分限・懲戒 昭和４３以降分限・懲戒処分関係綴 人事課職員係 1968/12/17 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1968年度 管理部人事課 退職手当 昭和４３年度退職手当関係綴 人事課職員係 1968/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1968年度 管理部人事課 退職手当 昭和４３年度退職手当上申書綴 人事課職員係 1968/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1968年度 管理部人事課 級別定数 等級別定数　昭和４３年度～昭和４６年度 人事課給与係 1968/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1968年度 管理部人事課 級別定数 等級別定数管理簿（Ｂ４）　昭和４３年度～昭和４４年度 人事課給与係 1968/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1968年度 管理部人事課 任免 ３　任用関係規則綴 人事課任用係 1968/12/5 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1968年度 管理部人事課 定員・職制定数 定員関係綴　昭和４３年度～６１年度　庶務部人事課 人事課任用係 1968/7/9 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1967年度 管理部人事課 任免 ４２　学内発令綴 人事課任用係 1967/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1967年度 管理部人事課 任免 ４２　本省発令関係綴 人事課任用係 1967/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1967年度 管理部人事課 定員・職制定数 昭和４２年度　職種別現員表 人事課任用係 1967/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1967年度 管理部人事課 任免 昭和４２年度　人事関係任免綴 人事課任用係 1967/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1967年度 管理部人事課 調査・諸報告 昭和４２年度　任用関係報告書綴 人事課任用係 1967/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1967年度 管理部人事課 退職手当 昭和４２年度退職手当関係綴 人事課職員係 1967/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1967年度 管理部人事課 退職手当 昭和４２年度退職手当上申書綴 人事課職員係 1967/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1967年度 管理部人事課 級別定数 等級別定数管理簿（Ｂ５）　昭和４２年度～昭和４３年度 人事課給与係 1967/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1966年度 管理部人事課 任免 ４１　学内発令綴 人事課任用係 1966/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1966年度 管理部人事課 任免 ４１　本省発令関係綴 人事課任用係 1966/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1966年度 管理部人事課 定員・職制定数 学科目別教官名簿 人事課任用係 1966/10/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1966年度 管理部人事課 定員・職制定数 学科目別教官名簿（昭４１．１０．１現在） 人事課任用係 1966/10/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1966年度 管理部人事課 任免 昭和４１年度　人事関係任免綴 人事課任用係 1966/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

72/398



作成・取得
年度

大分類 中分類
法人文書ファイル名

（小分類）
作成・取得時の

文書管理者
保存期間
の起算日

保存期間
保存期間の
満了する日

媒体の種別 保存場所
現状の

文書管理者
保有担当
係等名称

保存期間が満
了したときの措

置

1966年度 管理部人事課 調査・諸報告 昭和４１年度　任用関係報告書綴 人事課任用係 1966/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1966年度 管理部人事課 任免 昭和４１年度～昭和４２年度　教員選考委員会 人事課任用係 1966/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1966年度 管理部人事課 退職手当 昭和４０年度～昭和４１年度退職手当上申書綴 人事課職員係 1966/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1966年度 管理部人事課 級別定数 等級別定数管理簿（Ｂ４）　昭和４１年度～昭和４２年度 人事課給与係 1966/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1965年度 管理部人事課 任免 ４０　学内発令関係綴 人事課任用係 1965/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1965年度 管理部人事課 任免 ４０　本省発令関係綴 人事課任用係 1965/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1965年度 管理部人事課 定員・職制定数 欠員補充措置関係 人事課任用係 1965/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1965年度 管理部人事課 定員・職制定数 昭４０　事務系職員職種別現員表 人事課任用係 1965/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1965年度 管理部人事課 任免 昭和４０年度　人事関係任免綴 人事課任用係 1965/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1965年度 管理部人事課 調査・諸報告 昭和４０年度　任用関係報告書綴 人事課任用係 1965/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1965年度 管理部人事課 退職手当 昭和４０年度～昭和４１年度退職手当関係綴 人事課職員係 1965/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1965年度 管理部人事課 級別定数 等級別定数管理簿（Ｂ４）　昭和４０年度 人事課給与係 1965/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1964年度 管理部人事課 任免 ３９　学内発令関係綴 人事課任用係 1964/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1964年度 管理部人事課 任免 ３９　本省発令関係綴 人事課任用係 1964/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1964年度 管理部人事課 定員・職制定数 学科目別教官名簿（昭３９．１０．１現在） 人事課任用係 1964/10/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1964年度 管理部人事課 定員・職制定数 欠員報告関係綴　昭３９．９～Ｓ５０ 人事課任用係 1964/9/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1964年度 管理部人事課 任免 昭和３９年度　人事関係任免綴 人事課任用係 1964/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1964年度 管理部人事課 調査・諸報告 昭和３９年度　任用関係報告綴 人事課任用係 1964/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1964年度 管理部人事課 定員・職制定数 省令学科目教員定員表 人事課任用係 1964/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1964年度 管理部人事課 任免 人事関係学内規程綴 人事課任用係 1964/4/14 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1963年度 管理部人事課 任免 ３８　学内発令関係綴 人事課任用係 1963/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1963年度 管理部人事課 任免 ３８　本省発令関係綴 人事課任用係 1963/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1963年度 管理部人事課 任免 課長事務長等　身上調書関係 人事課任用係 1963/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1963年度 管理部人事課 定員・職制定数 昭和３８・３９・４０・４１年度　職種別現員表 人事課任用係 1963/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1963年度 管理部人事課 任免 昭和３８年度　人事関係任免綴 人事課任用係 1963/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1963年度 管理部人事課 調査・諸報告 昭和３８年度　任用関係報告綴 人事課任用係 1963/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1963年度 管理部人事課 任免 昭和３８年度～昭和４０年度　教員選考委員会 人事課任用係 1963/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1963年度 管理部人事課 定員・職制定数 昭和３８年度以降　事務系職員現員表 人事課任用係 1963/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1963年度 管理部人事課 定員・職制定数 大学教官定員現員表（Ｓ３８．５．１現在） 人事課任用係 1963/5/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1963年度 管理部人事課 退職手当 昭和３８年度～昭和３９年度退職手当関係綴 人事課職員係 1963/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係
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1963年度 管理部人事課 級別定数 等級別定数管理簿（Ｂ５）　昭和３８年度～昭和４１年度 人事課給与係 1963/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1962年度 管理部人事課 任免 ３７　学内発令関係綴 人事課任用係 1962/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1962年度 管理部人事課 任免 ３７　本省発令関係綴 人事課任用係 1962/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1962年度 管理部人事課 定員・職制定数 事務系職員定員関係 人事課任用係 1962/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1962年度 管理部人事課 定員・職制定数 事務系職員定員現員　旧（事務補佐員等在職者）関係資料 人事課任用係 1962/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1962年度 管理部人事課 定員・職制定数 昭和３７年　現員表綴 人事課任用係 1962/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1962年度 管理部人事課 定員・職制定数 昭和３７年度　職種別現員表 人事課任用係 1962/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1962年度 管理部人事課 任免 昭和３７年度　人事関係任免綴 人事課任用係 1962/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1962年度 管理部人事課 定員・職制定数 大学教官名簿 人事課任用係 1962/9/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1962年度 管理部人事課 定員・職制定数 大学教官名簿（昭３７．９．１現在） 人事課任用係 1962/9/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1962年度 管理部人事課 級別定数 等級別定数　昭和３７年度～昭和４２年度 人事課給与係 1962/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1962年度 管理部人事課 級別定数 等級別定数管理簿（Ｂ５）　昭和３７年度 人事課給与係 1962/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1961年度 管理部人事課 任免 ３６　学内発令関係綴 人事課任用係 1961/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1961年度 管理部人事課 任免 ３６　本省発令関係綴 人事課任用係 1961/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1961年度 管理部人事課 定員・職制定数 昭和３６年４月　現員表綴 人事課任用係 1961/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1961年度 管理部人事課 任免 昭和３６年度～昭和３７年度　教員選考委員会 人事課任用係 1961/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1961年度 管理部人事課 定員・職制定数 定員再配分関係資料 人事課任用係 1962/3/14 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1961年度 管理部人事課 任免 非常勤職員の定員化に関する実態調査綴 人事課任用係 1961/7/4 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1961年度 管理部人事課 退職手当 昭和３６年度～昭和３７年度退職手当関係綴 人事課職員係 1961/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1961年度 管理部人事課 退職手当 退職手当例規集（昭和３６年度～昭和５１年度） 人事課職員係 1961/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1960年度 管理部人事課 任免 ３５　学内任免発令関係綴 人事課任用係 1960/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1960年度 管理部人事課 任免 ３５　本省発令関係綴 人事課任用係 1960/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1960年度 管理部人事課 任免
給食従事者定員化に伴う覚え書等関係モデル任用について
の確認事項関係

人事課任用係 1961/3/14 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1960年度 管理部人事課 定員・職制定数 昭和３５年４月起　事務系職員係別配置表 人事課任用係 1960/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1960年度 管理部人事課 定員・職制定数 昭和３５年４月起　職種別現員表 人事課任用係 1960/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1960年度 管理部人事課 任免 昭和３５年度　人事関係任免綴 人事課任用係 1960/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1960年度 管理部人事課 退職手当 出面表（昭和３５年度～昭和４４年度） 人事課職員係 1960/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1960年度 管理部人事課 退職手当 昭和３５年度退職手当関係綴 人事課職員係 1960/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1960年度 管理部人事課 級別定数 等級別定数　昭和３５年度～昭和３６年度 人事課給与係 1960/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1960年度 管理部人事課 級別定数 等級別定数管理簿（Ｂ５）　昭和３５年度～昭和３６年度 人事課給与係 1960/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係
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1959年度 管理部人事課 任免 ３４　学内任免発令関係綴 人事課任用係 1959/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1959年度 管理部人事課 任免 ３４　本省任免発令関係綴 人事課任用係 1959/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1959年度 管理部人事課 任免 昭和３４年度　人事関係任免綴 人事課任用係 1959/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1959年度 管理部人事課 任免 職員退職取扱綴 人事課任用係 1959/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1959年度 管理部人事課 退職手当 昭和３４年度退職手当関係綴 人事課職員係 1959/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1959年度 管理部人事課 級別定数 等級別定数管理簿（Ｂ５）　昭和３４年度 人事課給与係 1959/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1958年度 管理部人事課 任免 ３３　学内任免発令関係綴 人事課任用係 1958/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1958年度 管理部人事課 任免 ３３　本省任免発令関係綴 人事課任用係 1958/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1958年度 管理部人事課 定員・職制定数 教官表（定員現員・人事選考委員定員表） 人事課任用係 1958/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1958年度 管理部人事課 定員・職制定数 昭和３３年４月　職種別現員表 人事課任用係 1958/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1958年度 管理部人事課 定員・職制定数 昭和３３年４月起　事務系職員係別配置表 人事課任用係 1958/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1958年度 管理部人事課 任免 昭和３３年度　人事関係任免綴 人事課任用係 1958/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1958年度 管理部人事課 退職手当 昭和３３年度退職手当関係綴 人事課職員係 1958/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1958年度 管理部人事課 級別定数 等級別定数管理簿（Ｂ５）　昭和３３年度 人事課給与係 1958/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1957年度 管理部人事課 任免 ３２　学内任免発令関係綴 人事課任用係 1957/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1957年度 管理部人事課 任免 ＮＯ．２　任用関係規則綴 人事課任用係 1957/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1957年度 管理部人事課 任免 昭和３２年度　人事関係任免綴 人事課任用係 1957/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1957年度 管理部人事課 任免
給実乙第６９３号　地方公務員等より国立学校の教諭に採用
する際の号俸調整について

人事課任用係 1957/10/8 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1957年度 管理部人事課 退職手当 昭和３２年度退職手当関係綴 人事課職員係 1957/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1957年度 管理部人事課 級別定数 等級別定数管理簿（Ｂ５）　昭和３２年度 人事課給与係 1957/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1956年度 管理部人事課 定員・職制定数 昭和３１年４月起　職種別現員表 人事課任用係 1956/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1956年度 管理部人事課 任免 昭和３１年度　九級職以上発令関係綴 人事課任用係 1956/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1956年度 管理部人事課 任免 昭和３１年度　人事関係任免綴 人事課任用係 1956/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1956年度 管理部人事課 任免 昭和３１年度　八級職以下発令関係綴 人事課任用係 1956/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1956年度 管理部人事課 退職手当 昭和３１年度退職手当関係綴 人事課職員係 1956/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1956年度 管理部人事課 級別定数 等級別定数管理簿（Ｂ５）　昭和３１年度 人事課給与係 1956/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1956年度 管理部人事課 任免 俸給切替、暫定俸給、暫定手当、差額手当、給与法改正 人事課任用係 1957/3/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1955年度 管理部人事課 任免 昭和３０年度　九級職以上発令関係綴 人事課任用係 1955/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1955年度 管理部人事課 任免 昭和３０年度　人事関係任命綴 人事課任用係 1955/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1955年度 管理部人事課 任免 昭和３０年度　八級職以下発令関係綴 人事課任用係 1955/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係
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1955年度 管理部人事課 退職手当 昭和３０年度退職手当関係綴 人事課職員係 1955/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1954年度 管理部人事課 任免 外国人講師　教師関係綴 人事課任用係 1954/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1954年度 管理部人事課 任免 昭和２９年度　九級職以上発令関係綴 人事課任用係 1954/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1954年度 管理部人事課 任免 昭和２９年度　人事関係任命綴 人事課任用係 1954/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1954年度 管理部人事課 任免 昭和２９年度　八級職以下発令関係綴 人事課任用係 1954/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1954年度 管理部人事課 任免 昭和２９年度　本省発令通知書綴 人事課任用係 1954/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1954年度 管理部人事課 任免 昭和２９年度～昭和３５年度　教員選考委員会 人事課任用係 1954/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1954年度 管理部人事課 分限・懲戒 昭和２９年１２月以降懲戒処分関係綴 人事課職員係 1954/12/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1954年度 管理部人事課 任免 昭和２９年度　昇給昇格関係綴 人事課任用係 1954/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1954年度 管理部人事課 退職手当 昭和２９年度退職手当関係綴 人事課職員係 1954/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1953年度 管理部人事課 任免 昭和２８年度　外人講師関係綴 人事課任用係 1953/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1953年度 管理部人事課 任免 昭和２８年度　九級職以上発令関係綴 人事課任用係 1953/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1953年度 管理部人事課 任免 昭和２８年度　昇給昇格関係綴 人事課任用係 1953/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1953年度 管理部人事課 任免 昭和２８年度　八級職以下発令関係綴 人事課任用係 1953/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1953年度 管理部人事課 定員・職制定数 大学教員名簿 人事課任用係 1954/1/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1950年度 管理部人事課 級別定数 職員級別定数報告綴（Ｂ５）　昭和２５年度 人事課給与係 1950/1/20 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1949年度 管理部人事課 退職手当 昭和２４年度退職手当関係綴 人事課職員係 1949/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1948年度 管理部人事課 任免 教育公務員特例法関係書類綴 人事課任用係 1948/12/23 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1948年度 管理部人事課 任免 昭和２３年度　一、二級関係書類綴 人事課任用係 1948/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1948年度 管理部人事課 任免 昭和２３年度　三級官関係書類綴 人事課任用係 1948/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1948年度 管理部人事課 任免 昭和２３年度　臨時職員雇傭人関係書類 人事課任用係 1948/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1948年度 管理部人事課 任免 人事関係参考綴 人事課任用係 1949/3/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1948年度 管理部人事課 任免 大阪学芸大学創設概算書参考書類 人事課任用係 1948/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1948年度 管理部人事課 任免 大阪教育大学設置概算書 人事課任用係 1948/7/25 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1948年度 管理部人事課 任免 大阪教育大学設置認可申請書 人事課任用係 1948/7/25 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1948年度 管理部人事課 任免 俸給関係通牒・６３０７円ベース　再計算 終提出関係書綴り 人事課任用係 1948/7/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1948年度 管理部人事課 級別定数 等級別定数管理簿（Ｂ５）　昭和２３年度～昭和２８年度 人事課給与係 1948/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2010年度 管理部人事課 任免
平成２２年度　ティーチング・アシスタント／リサーチ・アシスタ
ント

人事課人事係 2010/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2010年度 管理部人事課 任免 平成２２年度　各種委員会委員発令（２－１） 人事課人事係 2010/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2010年度 管理部人事課 任免 平成２２年度　各種委員会委員発令（２－２） 人事課人事係 2010/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課人事係
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2010年度 管理部人事課 任免 平成２２年度　学内発令　本省発令（２－１） 人事課人事係 2010/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2010年度 管理部人事課 任免 平成２２年度　学内発令　本省発令（２－２） 人事課人事係 2010/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2010年度 管理部人事課 任免 平成２２年度　教員選考委員会 人事課人事係 2010/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2010年度 管理部人事課 任免 平成２２年度　教員養成実地指導講師（２－１） 人事課人事係 2010/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2010年度 管理部人事課 任免 平成２２年度　教員養成実地指導講師（２－２） 人事課人事係 2010/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2010年度 管理部人事課 任免 平成２２年度　近畿地区国立大学法人等職員統一試験関係 人事課人事係 2010/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2010年度 管理部人事課 任免 平成２２年度　任用関係　・任用手続 人事課人事係 2010/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2010年度 管理部人事課 任免 平成２２年度　任用関係　・文科省・その他 人事課人事係 2010/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2010年度 管理部人事課 任免 平成２２年度　非常勤講師（学部学外発令）（２－１） 人事課人事係 2010/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2010年度 管理部人事課 任免 平成２２年度　非常勤講師（学部学外発令）（２－２） 人事課人事係 2010/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2010年度 管理部人事課 任免
平成２２年度　非常勤講師（学部学内・附属学校・学校医・ＡＥ
Ｔ）

人事課人事係 2010/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2010年度 管理部人事課 任免 平成２２年度　非常勤講師依頼等 人事課人事係 2010/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2010年度 管理部人事課 任免 平成２２年度　非常勤講師採用計画書 人事課人事係 2010/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2010年度 管理部人事課 任免 平成２２年度　非常勤職員発令 人事課人事係 2010/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2010年度 管理部人事課 任免 平成２２年度　非常勤職員発令（１か月未満） 人事課人事係 2010/4/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2010年度 管理部人事課 任免 平成２２年度　附属学校関係 人事課人事係 2010/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2010年度 管理部人事課 人事記録 平成２２年度人事記録関係綴 人事課企画係・人事係 2010/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2010年度 管理部人事課 任免 平成２３年度　教員選考委員会 人事課人事係 2010/9/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2010年度 管理部人事課 勤務時間管理 長期病気休暇関係綴（平成２２年度～） 人事課職員係 2010/4/1 3年 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2010年度 管理部人事課 退職手当 平成２２年度退職手当発令綴 人事課職員係 2010/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2009年度 管理部人事課 任免
平成２１年度　ティーチング・アシスタント／リサーチ・アシスタ
ント（２－１）

人事課人事係 2009/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2009年度 管理部人事課 任免
平成２１年度　ティーチング・アシスタント／リサーチ・アシスタ
ント（２－２）

人事課人事係 2009/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2009年度 管理部人事課 任免 平成２１年度　各種委員会委員発令 人事課人事係 2009/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2009年度 管理部人事課 任免 平成２１年度　学内発令　本省発令（２－１） 人事課人事係 2009/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2009年度 管理部人事課 任免 平成２１年度　学内発令　本省発令（２－２） 人事課人事係 2009/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2009年度 管理部人事課 任免 平成２１年度　機関訪問・面接関係 人事課人事係 2009/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2009年度 管理部人事課 任免 平成２１年度　教員選考委員会 人事課人事係 2009/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2009年度 管理部人事課 任免 平成２１年度　教員養成実地指導講師 人事課人事係 2009/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2009年度 管理部人事課 任免 平成２１年度　近畿地区国立大学法人等職員統一試験関係 人事課人事係 2009/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2009年度 管理部人事課 任免 平成２１年度　任用関係　・任用手続 人事課人事係 2009/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係
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2009年度 管理部人事課 任免 平成２１年度　任用関係　・文科省・その他 人事課人事係 2009/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2009年度 管理部人事課 任免 平成２１年度　非常勤講師（学部学外発令）（２－１） 人事課人事係 2009/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2009年度 管理部人事課 任免 平成２１年度　非常勤講師（学部学外発令）（２－２） 人事課人事係 2009/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2009年度 管理部人事課 任免
平成２１年度　非常勤講師（学部学内・附属学校・学校医・ＡＥ
Ｔ）

人事課人事係 2009/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2009年度 管理部人事課 任免 平成２１年度　非常勤講師依頼等 人事課人事係 2009/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2009年度 管理部人事課 任免 平成２１年度　非常勤講師採用計画書 人事課人事係 2009/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2009年度 管理部人事課 任免 平成２１年度　非常勤職員発令（１か月未満） 人事課人事係 2009/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2009年度 管理部人事課 任免 平成２１年度　非常勤職員発令（２－１） 人事課人事係 2009/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2009年度 管理部人事課 任免 平成２１年度　非常勤職員発令（２－２） 人事課人事係 2009/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2009年度 管理部人事課 任免 平成２１年度　附属学校関係 人事課人事係 2009/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2009年度 管理部人事課 人事記録 平成２１年度人事記録関係綴 人事課企画係・人事係 2009/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2009年度 管理部人事課 職員健康安全管理 安全衛生委員会（平成２１年度～） 人事課職員係 2009/4/1 5年 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2009年度 管理部人事課 退職手当 平成２１年度　法人退職手当関係通達・規定綴り 人事課福利厚生係 2009/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2009年度 管理部人事課 退職手当 平成２１年度退職手当関係綴 人事課職員係 2009/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2009年度 管理部人事課 退職手当 平成２１年度退職手当発令綴 人事課職員係 2009/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2009年度 管理部人事課 退職手当 平成２２年度退職手当関係綴 人事課職員係 2010/3/30 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2008年度 管理部人事課 任免 外国人教師等綴　平成２１年度～ 人事課任用係 2009/1/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2008年度 管理部人事課 任免
平成２０年度　ティーチング・アシスタント／リサーチ・アシスタ
ント（２－１）

人事課人事係 2008/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2008年度 管理部人事課 任免
平成２０年度　ティーチング・アシスタント／リサーチ・アシスタ
ント（２－２）

人事課人事係 2008/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2008年度 管理部人事課 任免 平成２０年度　各種委員会委員発令 人事課人事係 2008/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2008年度 管理部人事課 任免 平成２０年度　学内発令　本省発令（３－１） 人事課人事係 2008/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2008年度 管理部人事課 任免 平成２０年度　学内発令　本省発令（３－２） 人事課人事係 2008/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2008年度 管理部人事課 任免 平成２０年度　学内発令　本省発令（３－３） 人事課人事係 2008/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2008年度 管理部人事課 任免 平成２０年度　機関訪問・面接関係 人事課人事係 2008/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2008年度 管理部人事課 任免 平成２０年度　教員選考委員会 人事課人事係 2008/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2008年度 管理部人事課 任免 平成２０年度　教員養成実地指導講師 人事課人事係 2008/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2008年度 管理部人事課 任免 平成２０年度　近畿地区国立大学法人等職員統一試験関係 人事課人事係 2008/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2008年度 管理部人事課 任免 平成２０年度　任用関係　・他機関・任用手続・その他 人事課人事係 2008/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2008年度 管理部人事課 任免 平成２０年度　任用関係　・文科省 人事課人事係 2008/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2008年度 管理部人事課 任免 平成２０年度　非常勤講師（学部学外発令）（２－１） 人事課人事係 2008/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係
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2008年度 管理部人事課 任免 平成２０年度　非常勤講師（学部学外発令）（２－２） 人事課人事係 2008/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2008年度 管理部人事課 任免
平成２０年度　非常勤講師（学部学内・附属学校・学校医・ＡＥ
Ｔ）

人事課人事係 2008/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2008年度 管理部人事課 任免 平成２０年度　非常勤講師依頼等 人事課人事係 2008/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2008年度 管理部人事課 任免 平成２０年度　非常勤講師採用計画書 人事課人事係 2008/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2008年度 管理部人事課 任免 平成２０年度　非常勤職員発令（１か月未満） 人事課人事係 2008/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2008年度 管理部人事課 任免 平成２０年度　非常勤職員発令（２－１） 人事課人事係 2008/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2008年度 管理部人事課 任免 平成２０年度　非常勤職員発令（２－２） 人事課人事係 2008/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2008年度 管理部人事課 任免 平成２０年度　附属学校関係 人事課人事係 2008/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2008年度 管理部人事課 人事記録 平成２０年度人事記録関係綴 人事課企画係・人事係 2008/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2008年度 管理部人事課 共済長期給付 動態統計調査（平成２０年度～） 人事課職員係 2008/4/1 5年 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2008年度 管理部人事課 退職手当 平成２０年度退職手当関係綴 人事課職員係 2008/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2008年度 管理部人事課 退職手当 平成２０年度退職手当発令綴 人事課職員係 2008/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2007年度 管理部人事課 任免 近畿地区国立大学法人等職員統一試験関係（５） 人事課任用係 2007/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2007年度 管理部人事課 任免
平成１９年度　ティーチング・アシスタント／リサーチ・アシスタ
ント

人事課任用係 2007/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2007年度 管理部人事課 任免 平成１９年度　各種委員会委員発令 人事課任用係 2007/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2007年度 管理部人事課 任免 平成１９年度　学内発令　本省発令（２－１） 人事課任用係 2007/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2007年度 管理部人事課 任免 平成１９年度　学内発令　本省発令（２－２） 人事課任用係 2007/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2007年度 管理部人事課 任免 平成１９年度　機関訪問・面接関係 人事課任用係 2007/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2007年度 管理部人事課 任免 平成１９年度　教員選考委員会 人事課任用係 2007/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2007年度 管理部人事課 任免 平成１９年度　教員養成実地指導講師 人事課任用係 2007/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2007年度 管理部人事課 任免 平成１９年度　任用関係　・他機関・任用手続・その他 人事課任用係 2007/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2007年度 管理部人事課 任免 平成１９年度　任用関係　・文科省 人事課任用係 2007/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2007年度 管理部人事課 任免 平成１９年度　非常勤講師（学部学外発令）（２－１） 人事課任用係 2007/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2007年度 管理部人事課 任免 平成１９年度　非常勤講師（学部学外発令）（２－２） 人事課任用係 2007/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2007年度 管理部人事課 任免
平成１９年度　非常勤講師（学部学内・附属学校・学校医・ＡＥ
Ｔ）

人事課任用係 2007/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2007年度 管理部人事課 任免 平成１９年度　非常勤講師依頼等 人事課任用係 2007/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2007年度 管理部人事課 任免 平成１９年度　非常勤講師採用計画書 人事課任用係 2007/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2007年度 管理部人事課 任免 平成１９年度　非常勤職員発令（１か月未満） 人事課任用係 2007/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2007年度 管理部人事課 任免 平成１９年度　非常勤職員発令（２－１） 人事課任用係 2007/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2007年度 管理部人事課 任免 平成１９年度　非常勤職員発令（２－２） 人事課任用係 2007/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係
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2007年度 管理部人事課 任免 平成１９年度　附属学校関係 人事課任用係 2007/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2007年度 管理部人事課 任免 平成１９年度人事管理室 人事課任用係 2007/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2007年度 管理部人事課 人事記録 平成１９年度人事記録関係綴 人事課任用係 2007/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2007年度 管理部人事課 人事記録 平成１９年度前歴関係綴 人事課任用係 2007/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2007年度 管理部人事課 退職手当 平成１９年度退職手当関係綴 人事課福利厚生係 2007/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2007年度 管理部人事課 退職手当 平成１９年度退職手当発令綴 人事課福利厚生係 2007/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2006年度 管理部人事課 任免 近畿地区国立大学法人等職員統一試験関係（４） 人事課任用係 2006/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2006年度 管理部人事課 諸手当 地域手当関係　平成１８年度～ 人事課給与係 2006/4/1 10年 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2006年度 管理部人事課 任免
平成１８年度　ティーチング・アシスタント／リサーチ・アシスタ
ント

人事課任用係 2006/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2006年度 管理部人事課 任免 平成１８年度　各種委員会委員発令 人事課任用係 2006/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2006年度 管理部人事課 任免 平成１８年度　学内発令　本省発令　（２－１） 人事課任用係 2006/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2006年度 管理部人事課 任免 平成１８年度　学内発令　本省発令　（２－２） 人事課任用係 2006/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2006年度 管理部人事課 任免 平成１８年度　機関訪問・面接関係 人事課任用係 2006/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2006年度 管理部人事課 任免 平成１８年度　教員選考委員会 人事課任用係 2006/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2006年度 管理部人事課 任免 平成１８年度　教員養成実地指導講師 人事課任用係 2006/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2006年度 管理部人事課 任免 平成１８年度　任用関係　・他機関・任用手続・その他 人事課任用係 2006/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2006年度 管理部人事課 任免 平成１８年度　任用関係　・文科省 人事課任用係 2006/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2006年度 管理部人事課 任免 平成１８年度　非常勤講師（学部学外発令） 人事課任用係 2006/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2006年度 管理部人事課 任免
平成１８年度　非常勤講師（学部学内・附属学校・学校医・ＡＥ
Ｔ）

人事課任用係 2006/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2006年度 管理部人事課 任免 平成１８年度　非常勤講師依頼等 人事課任用係 2006/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2006年度 管理部人事課 任免 平成１８年度　非常勤講師採用計画書 人事課任用係 2006/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2006年度 管理部人事課 任免 平成１８年度　非常勤職員発令（１か月未満） 人事課任用係 2006/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2006年度 管理部人事課 任免 平成１８年度　非常勤職員発令（２－１） 人事課任用係 2006/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2006年度 管理部人事課 任免 平成１８年度　非常勤職員発令（２－２） 人事課任用係 2006/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2006年度 管理部人事課 任免 平成１８年度　附属学校関係 人事課任用係 2006/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2006年度 管理部人事課 任免 平成１８年度人事管理室 人事課任用係 2006/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2006年度 管理部人事課 人事記録 平成１８年度人事記録関係綴 人事課任用係 2006/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2006年度 管理部人事課 人事記録 平成１８年度前歴関係綴 人事課任用係 2006/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2006年度 管理部人事課 服務 雑綴（平成１８年１１月～） 人事課職員係 2006/11/1 3年 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2006年度 管理部人事課 退職手当 退職手当発令綴（平成１８年度～） 人事課福利厚生係 2006/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係
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2006年度 管理部人事課 退職手当 平成１８年度退職手当関係綴 人事課福利厚生係 2006/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2005年度 管理部人事課 任免 近畿地区国立大学法人等職員統一試験関係（３） 人事課任用係 2005/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2005年度 管理部人事課 任免
平成１７年度　ティーチング・アシスタント／リサーチ・アシスタ
ント

人事課任用係 2005/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2005年度 管理部人事課 任免 平成１７年度　各種委員会委員発令 人事課任用係 2005/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2005年度 管理部人事課 任免 平成１７年度　学内発令　本省発令　（２－１） 人事課任用係 2005/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2005年度 管理部人事課 任免 平成１７年度　学内発令　本省発令　（２－２） 人事課任用係 2005/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2005年度 管理部人事課 任免 平成１７年度　機関訪問・面接関係 人事課任用係 2005/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2005年度 管理部人事課 任免 平成１７年度　教員選考委員会 人事課任用係 2005/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2005年度 管理部人事課 任免 平成１７年度　教員養成実地指導講師 人事課任用係 2005/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2005年度 管理部人事課 任免 平成１７年度　任用関係　・他機関・任用手続・その他 人事課任用係 2005/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2005年度 管理部人事課 任免 平成１７年度　任用関係　・文科省 人事課任用係 2005/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2005年度 管理部人事課 任免 平成１７年度　非常勤講師（学部学外発令） 人事課任用係 2005/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2005年度 管理部人事課 任免
平成１７年度　非常勤講師（学部学内・附属学校・学校医・ＡＥ
Ｔ）

人事課任用係 2005/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2005年度 管理部人事課 任免 平成１７年度　非常勤講師依頼等 人事課任用係 2005/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2005年度 管理部人事課 任免 平成１７年度　非常勤講師採用計画書 人事課任用係 2005/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2005年度 管理部人事課 任免 平成１７年度　非常勤職員発令 人事課任用係 2005/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2005年度 管理部人事課 任免 平成１７年度　非常勤職員発令（１か月未満） 人事課任用係 2005/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2005年度 管理部人事課 任免 平成１７年度　附属学校関係 人事課任用係 2005/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2005年度 管理部人事課 任免 平成１７年度人事管理室 人事課任用係 2005/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2005年度 管理部人事課 人事記録 平成１７年度人事記録関係綴 人事課任用係 2005/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2005年度 管理部人事課 人事記録 平成１７年度前歴関係綴 人事課任用係 2005/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2005年度 管理部人事課 退職手当 平成１７年度退職手当関係綴 人事課福利厚生係 2005/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2005年度 管理部人事課 退職手当 平成１７年度退職手当発令綴 人事課福利厚生係 2005/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2004年度 管理部人事課 任免 近畿地区国立大学法人等職員統一試験関係（２） 人事課任用係 2004/4/9 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2004年度 管理部人事課 任免
平成１６年度　ティーチング・アシスタント／リサーチ・アシスタ
ント

人事課任用係 2004/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2004年度 管理部人事課 任免 平成１６年度　各種委員会委員発令 人事課任用係 2004/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2004年度 管理部人事課 任免 平成１６年度　学内発令　本省発令　（２－１） 人事課任用係 2004/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2004年度 管理部人事課 任免 平成１６年度　学内発令　本省発令　（２－２） 人事課任用係 2004/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2004年度 管理部人事課 任免 平成１６年度　機関訪問・面接関係 人事課任用係 2004/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2004年度 管理部人事課 任免 平成１６年度　教員選考委員会 人事課任用係 2004/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係
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2004年度 管理部人事課 任免 平成１６年度　教員養成実地指導講師 人事課任用係 2004/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2004年度 管理部人事課 任免 平成１６年度　任用関係　・他機関・任用手続・その他 人事課任用係 2004/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2004年度 管理部人事課 任免 平成１６年度　任用関係　・文科省・人事院 人事課任用係 2004/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2004年度 管理部人事課 任免 平成１６年度　非常勤講師（学部学外発令）（２－１） 人事課任用係 2004/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2004年度 管理部人事課 任免 平成１６年度　非常勤講師（学部学外発令）（２－２） 人事課任用係 2004/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2004年度 管理部人事課 任免
平成１６年度　非常勤講師（学部学内・附属学校・学校医・ＡＥ
Ｔ）

人事課任用係 2004/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2004年度 管理部人事課 任免 平成１６年度　非常勤講師依頼等 人事課任用係 2004/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2004年度 管理部人事課 任免 平成１６年度　非常勤講師採用計画書 人事課任用係 2004/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2004年度 管理部人事課 任免 平成１６年度　非常勤職員発令 人事課任用係 2004/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2004年度 管理部人事課 任免 平成１６年度　非常勤職員発令（１か月未満） 人事課任用係 2004/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2004年度 管理部人事課 任免 平成１６年度　附属学校関係 人事課任用係 2004/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2004年度 管理部人事課 任免 平成１６年度人事管理室 人事課任用係 2004/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2004年度 管理部人事課 人事記録 平成１６年度人事記録関係綴 人事課任用係 2004/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2004年度 管理部人事課 人事記録 平成１６年度前歴関係綴 人事課任用係 2004/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2004年度 管理部人事課 任免 労働条件通知書（平成１６年度～平成１９年度） 人事課任用係 2004/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2004年度 管理部人事課 服務 人権委員会綴（平成２０年度～） 人事課職員係 2004/4/1 10年 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2004年度 管理部人事課 退職手当 平成１６年度退職手当関係綴 人事課福利厚生係 2004/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2004年度 管理部人事課 退職手当 平成１６年度退職手当発令綴 人事課福利厚生係 2004/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2004年度 管理部人事課 退職手当 法人退職手当関係通達・規程綴（平成１６年度～） 人事課福利厚生係 2004/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2004年度 管理部人事課 労働組合 労働組合関係（平成１６年度～） 人事課職員係 2004/4/1 10年 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2003年度 管理部人事課 任免 教官公募依頼（平成１５年度～２２年度） 人事課任用係 2003/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2003年度 管理部人事課 任免 近畿地区国立大学法人等職員統一試験関係（１） 人事課任用係 2003/10/3 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2003年度 管理部人事課 任免
平成１５年度　ティーチング・アシスタント／リサーチ・アシスタ
ント

人事課任用係 2003/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2003年度 管理部人事課 任免 平成１５年度　各種委員会委員発令 人事課任用係 2003/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2003年度 管理部人事課 任免 平成１５年度　学内発令　本省発令　（２－１） 人事課任用係 2003/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2003年度 管理部人事課 任免 平成１５年度　学内発令　本省発令　（２－２） 人事課任用係 2003/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2003年度 管理部人事課 任免 平成１５年度　官庁訪問・共同面接関係 人事課任用係 2003/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2003年度 管理部人事課 任免 平成１５年度　教員選考委員会（２－１） 人事課任用係 2003/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2003年度 管理部人事課 任免 平成１５年度　教員選考委員会（２－２） 人事課任用係 2003/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2003年度 管理部人事課 任免 平成１５年度　教員養成実地指導講師 人事課任用係 2003/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係
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2003年度 管理部人事課 任免 平成１５年度　大学院資格審査委員会（２－１） 人事課任用係 2003/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2003年度 管理部人事課 任免 平成１５年度　大学院資格審査委員会（２－２） 人事課任用係 2003/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2003年度 管理部人事課 任免 平成１５年度　任用関係　・他機関・任用手続・その他 人事課任用係 2003/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2003年度 管理部人事課 任免 平成１５年度　任用関係　・文科省・人事院 人事課任用係 2003/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2003年度 管理部人事課 任免 平成１５年度　発議調整委員会 人事課任用係 2003/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2003年度 管理部人事課 任免 平成１５年度　非常勤講師（学部学外発令）（２－１） 人事課任用係 2003/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2003年度 管理部人事課 任免 平成１５年度　非常勤講師（学部学外発令）（２－２） 人事課任用係 2003/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2003年度 管理部人事課 任免
平成１５年度　非常勤講師（学部学内・附属学校・学校医・ＡＥ
Ｔ）

人事課任用係 2003/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2003年度 管理部人事課 任免 平成１５年度　非常勤講師依頼等 人事課任用係 2003/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2003年度 管理部人事課 任免 平成１５年度　非常勤講師採用計画書 人事課任用係 2003/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2003年度 管理部人事課 任免 平成１５年度　非常勤職員発令 人事課任用係 2003/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2003年度 管理部人事課 任免 平成１５年度　非常勤職員発令（１か月未満） 人事課任用係 2003/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2003年度 管理部人事課 任免 平成１５年度　附属学校関係 人事課任用係 2003/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2003年度 管理部人事課 人事記録 平成１５年度人事記録関係綴 人事課任用係 2003/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2003年度 管理部人事課 人事記録 平成１５年度前歴関係綴 人事課任用係 2003/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2003年度 管理部人事課 服務 服務関係綴（平成１５年度～） 人事課職員係 2003/4/1 10年 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2003年度 管理部人事課 退職手当 平成１５年度退職手当関係綴 人事課福利厚生係 2003/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2003年度 管理部人事課 退職手当 平成１５年度退職手当発令綴 人事課福利厚生係 2003/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2002年度 管理部人事課 分限・懲戒 平成１４年度懲戒処分関係綴 人事課職員係 2002/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1968年度 管理部人事課 社会保険等 社会保険・雇用保険被保険者台帳 人事課職員係 1968/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

2021年度 人事課 諸手当認定 令和３年度　通勤手当認定簿 総務部人事課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2021年度 人事課 諸手当認定 令和３年度　住居手当認定簿 総務部人事課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2021年度 人事課 諸手当認定 令和３年度　諸手当事実確認 総務部人事課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2021年度 人事課 給与 令和３年度　社会保険関係綴 総務部人事課長 2022/4/1 7年 2029/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2021年度 人事課 給与 令和３年度　社会保険料計算書綴 総務部人事課長 2022/4/1 7年 2029/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2021年度 人事課 共済長期給付 令和３年度　長期給付 総務部人事課長 2022/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

2021年度 人事課 共済長期給付 令和３年度　長期組合員資格取得関係綴 総務部人事課長 2022/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

2021年度 人事課 諸手当認定 令和３年度　扶養手当認定簿 総務部人事課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2021年度 人事課 諸手当認定 令和３年度　単身赴任認定簿 総務部人事課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2021年度 人事課 退職手当 令和３度　退職手当関係綴 総務部人事課長 2022/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係
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2021年度 人事課 退職手当 令和３年度　退職手当発令綴 総務部人事課長 2022/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2021年度 人事課 退職手当 令和３年度　退職手当支給有無証明書 総務部人事課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2021年度 人事課 給与 令和３年度　証明書発行願（源泉徴収票） 総務部人事課長 2022/4/1 7年 2029/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2021年度 人事課 給与 令和３年度　給与所得者の扶養控除等申告書 総務部人事課長 2022/4/1 7年 2029/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2021年度 人事課 給与 令和３年度　住宅借入金等特別控除申告書 総務部人事課長 2022/4/1 7年 2029/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2021年度 人事課 給与 令和３年度　保険料控除申告書 総務部人事課長 2022/4/1 7年 2029/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2021年度 人事課 給与
令和３年度　基礎控除・配偶者控除・所得金額調整控除申告
書

総務部人事課長 2022/4/1 7年 2029/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2021年度 人事課 給与 令和３年度　勤務時間報告 総務部人事課長 2022/4/1 7年 2029/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2021年度 人事課 給与 令和３年度　住民税額決定・変更通知書 総務部人事課長 2022/4/1 7年 2029/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2021年度 人事課 給与 令和３年度　給与・賞与 総務部人事課長 2022/4/1 7年 2029/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2021年度 人事課 給与 令和３年度　職員別給与簿 総務部人事課長 2022/4/1 7年 2029/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2021年度 人事課 給与 令和３年度　住民税に係る届出等 総務部人事課長 2022/4/1 7年 2029/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2021年度 人事課 給与 令和３年度　源泉徴収所得税 総務部人事課長 2022/4/1 7年 2029/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2021年度 人事課 諸手当認定 令和３年度　期末・勤勉手当関係綴 総務部人事課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2021年度 人事課 給与
令和３年度　国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給
与水準公表

総務部人事課長 2022/4/1 7年 2029/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2021年度 人事課 給与 令和３年度　年末調整関係 総務部人事課長 2022/4/1 7年 2029/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2021年度 人事課 給与 令和３年度　法定調書 総務部人事課長 2022/4/1 7年 2029/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2021年度 人事課 給与 令和３年度　労働保険概算・確定関係綴 総務部人事課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2021年度 人事課 給与 令和３年度　マイナンバーＢＰＯ 総務部人事課長 2022/4/1 7年 2029/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2021年度 人事課 給与 クロアポ労務費支払（経費精算書）R2年度～ 総務部人事課長 2022/4/1 7年 2029/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2021年度 人事課 給与 クロスアポイントメント制度　協定・採用手続等　令和２年度～ 総務部人事課長 2022/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2021年度 人事課 服務 令和３年度 労働組合　過半数代表 総務部人事課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2021年度 人事課 服務 令和３年度　労務管理 総務部人事課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2021年度 人事課 服務 令和３年度　特別時間外申請 総務部人事課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2021年度 人事課 職員健康安全管理 令和３年度　労働時間の状況把握 総務部人事課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2021年度 人事課 就業規則 令和３年度　労使協定書 総務部人事課長 2022/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2021年度 人事課 兼業 令和３年度　兼業 総務部人事課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2021年度 人事課 兼業 令和３年度　講師派遣 総務部人事課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2021年度 人事課 兼業 令和３年度　兼業台帳 総務部人事課長 2022/4/1 3年 2025/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2021年度 人事課 兼業
令和３年度　兼業（役員・大学入試センター・日本学術振興
会・その他）

総務部人事課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄
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2021年度 人事課 職員健康安全管理 令和３年度　欠勤・病休報告　産業医意見 総務部人事課長 2022/4/1 7年 2029/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2021年度 人事課 コロナ関連 新型コロナウイルス感染症対策 総務部人事課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 移管

2021年度 人事課 個人評価 令和３年度（令和２年度実績）　大学教員個人評価 総務部人事課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課専門職員 廃棄

2021年度 人事課 個人評価 令和３年度　附属学校教員個人評価 総務部人事課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課専門職員 廃棄

2021年度 人事課 個人評価 令和３年度　事務系職員個人評価 総務部人事課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課専門職員 廃棄

2021年度 人事課 個人評価 令和３年度　特任教員評価関係 総務部人事課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課専門職員 廃棄

2021年度 人事課 個人評価 令和３年度　特命職員評価関係 総務部人事課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課専門職員 廃棄

2021年度 人事課 給与 令和３年度　昇格関係 総務部人事課長 2022/4/1 7年 2029/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課専門職員 廃棄

2021年度 人事課 給与 令和３年度　昇給（査定）関係 総務部人事課長 2022/4/1 7年 2029/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課専門職員 廃棄

2021年度 人事課 給与 令和３年度　勤勉手当優秀者選考関係 総務部人事課長 2022/4/1 7年 2029/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課専門職員 廃棄

2021年度 人事課 予算 令和３年度　予算関係 総務部人事課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2021年度 人事課 服務 令和３年度　旅行命令・謝金 総務部人事課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2021年度 人事課 服務 令和３年度　勤務時間報告書 総務部人事課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2021年度 人事課 服務 令和３年度　研修状況報告書 総務部人事課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2021年度 人事課 任免 令和３年度　教員選考委員会 総務部人事課長 2022/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2021年度 人事課 任免 令和３年度　割愛・人事記録（大学教職員） 総務部人事課長 2022/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2021年度 人事課 任免 令和３年度　割愛・人事記録（附属学校園） 総務部人事課長 2022/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2021年度 人事課 任免 令和３年度　外国人教師等綴 総務部人事課長 2022/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2021年度 人事課 任免 令和３年度　常勤職員発令 総務部人事課長 2022/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2021年度 人事課 任免 令和３年度　非常勤職員発令（１か月未満） 総務部人事課長 2022/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2021年度 人事課 任免 令和３年度　各種委員会発令 総務部人事課長 2022/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2021年度 人事課 任免 令和３年度　非常勤講師（学部学外） 総務部人事課長 2022/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2021年度 人事課 任免 令和３年度　非常勤講師（附属学校園） 総務部人事課長 2022/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2021年度 人事課 任免
令和３年度　非常勤講師（メンサポ・学校医・AET・免許更新・
学内併任・研究支援員）

総務部人事課長 2022/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2021年度 人事課 任免 令和３年度　事務職員選考（統一採用試験・独自採用） 総務部人事課長 2022/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2021年度 人事課 任免 令和３年度　ティーチング・アシスタント 総務部人事課長 2022/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2021年度 人事課 任免 令和３年度　ステューデント・アシスタント 総務部人事課長 2022/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2021年度 人事課 任免 令和３年度　委嘱状（非常勤講師・実地指導講師） 総務部人事課長 2022/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2021年度 人事課 任免 令和３年度　非常勤職員発令 総務部人事課長 2022/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2021年度 人事課 任免
令和３年度　職員配置・職員公募・採用書類（非常勤・特命職
員）

総務部人事課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄
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2021年度 人事課 任免 令和３年度　派遣配置申請 総務部人事課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2021年度 人事課 任免 令和３年度　実地指導講師 総務部人事課長 2022/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2021年度 人事課 任免 令和３年度　非常勤講師採用計画書 総務部人事課長 2022/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2021年度 人事課 任免 令和３年度　障害者雇用 総務部人事課長 2022/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2021年度 人事課 任免 令和３年度　労働契約満了通知 総務部人事課長 2022/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2021年度 人事課 任免 令和３年度　無期労働契約転換関係 総務部人事課長 2022/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2021年度 人事課 任免 令和３年度　事務職員人事交流関係綴 総務部人事課長 2022/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2021年度 人事課 任免 令和３年度　任期付大学教員関係 総務部人事課長 2022/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2021年度 人事課 任免 令和３年度　資格審査委員会 総務部人事課長 2022/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2021年度 人事課 調査 令和３年度　学内調査関係 総務部人事課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2021年度 人事課 調査 令和３年度　学外調査関係 総務部人事課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2021年度 人事課 調査 令和３年度　毎月勤労統計調査 総務部人事課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2021年度 人事課 調査 令和３年度　外国人雇用状況報告 総務部人事課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2021年度 人事課 人事記録 令和３年度　人事記録（氏名変更届・履歴事項追記届） 総務部人事課長 2022/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2021年度 人事課 諸手当認定 令和３年度　地域手当関係 総務部人事課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2021年度 人事課 諸手当認定 令和３年度　非常勤講師交通費届 総務部人事課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2021年度 人事課 給与 令和３年度　大学院担当手当 総務部人事課長 2022/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2021年度 人事課 給与 令和３年度　役員等関係綴 総務部人事課長 2022/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2021年度 人事課 その他 令和３年度　教員公募 総務部人事課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2021年度 人事課 その他 令和３年度　各種証明書 総務部人事課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2021年度 人事課 研修 令和３年度　研修関係綴 総務部人事課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2021年度 人事課 研修 令和３年度　中堅職員研修 総務部人事課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2021年度 人事課 研修 令和３年度　新人職員研修 総務部人事課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2021年度 人事課 研修 令和３年度　研修（放送大学関係） 総務部人事課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2021年度 人事課 給与 令和３年度　雇用保険関係綴 総務部人事課長 2022/4/1 7年 2029/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2021年度 人事課 栄典・表彰 令和３年度　職員資格取得表彰関係 総務部人事課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2021年度 人事課 研修 サバティカル 総務部人事課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2021年度 人事課 給与 令和３年度　高年齢雇用継続給付 総務部人事課長 2022/4/1 7年 2029/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2021年度 人事課 給与 令和３年度　育児休業給付 総務部人事課長 2022/4/1 7年 2029/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2021年度 人事課 給与 令和２年度　昇給 総務部人事課長 2021/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係
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2021年度 人事課 給与 令和３年度　基本給決定関係 総務部人事課長 2022/4/1 7年 2029/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2021年度 人事課 給与 令和３年度　転入・転出データ 総務部人事課長 2022/4/1 7年 2029/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2020年度 人事課 個人評価 令和２年度　特任教員評価関係 総務部人事課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課専門職員 廃棄

2020年度 人事課 個人評価 令和２年度　特命職員評価関係 総務部人事課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課専門職員 廃棄

2020年度 人事課 給与 令和２年度　昇格関係 総務部人事課長 2021/4/1 7年 2028/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課専門職員 廃棄

2020年度 人事課 給与 令和２年度　昇給（査定）関係 総務部人事課長 2021/4/1 7年 2028/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課専門職員 廃棄

2020年度 人事課 給与 令和２年度　勤勉手当優秀者選考関係 総務部人事課長 2021/4/1 7年 2028/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課専門職員 廃棄

2020年度 人事課 予算 令和２年度　予算関係 総務部人事課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2020年度 人事課 服務 令和２年　休暇簿 総務部人事課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2020年度 人事課 服務 令和２年度　勤務時間記録簿 総務部人事課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2020年度 人事課 服務 令和２年度　旅行命令・謝金 総務部人事課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2020年度 人事課 服務 令和２年度　勤務時間報告書 総務部人事課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2020年度 人事課 服務 令和２年度　研修状況報告書 総務部人事課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2020年度 人事課 任免 令和３年度　教員選考委員会 総務部人事課長 2021/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2020年度 人事課 任免 令和２年度　割愛・人事記録（大学教職員） 総務部人事課長 2021/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2020年度 人事課 任免 令和２年度　割愛・人事記録（附属学校園） 総務部人事課長 2021/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2020年度 人事課 任免 令和２年度　外国人教師等綴 総務部人事課長 2021/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2020年度 人事課 任免 令和２年度　常勤職員発令 総務部人事課長 2021/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2020年度 人事課 任免 令和２年度　非常勤職員発令（１か月未満） 総務部人事課長 2021/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2020年度 人事課 任免 令和２年度　各種委員会発令 総務部人事課長 2021/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2020年度 人事課 任免 令和２年度　非常勤講師（学部学外） 総務部人事課長 2021/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2020年度 人事課 任免 令和２年度　非常勤講師（附属学校園） 総務部人事課長 2021/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2020年度 人事課 任免
令和２年度　非常勤講師（メンサポ・学校医・AET・免許更新・
学内併任・研究支援員）

総務部人事課長 2021/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2020年度 人事課 任免 令和２年度　近畿地区国立大学法人等職員統一試験関係 総務部人事課長 2021/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2020年度 人事課 任免 令和２年度　ティーチング・アシスタント 総務部人事課長 2021/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2020年度 人事課 任免 令和２年度　ステューデント・アシスタント 総務部人事課長 2021/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2020年度 人事課 任免 令和２年度　委嘱状（非常勤講師・実地指導講師） 総務部人事課長 2021/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2020年度 人事課 任免 令和２年度　非常勤職員発令 総務部人事課長 2021/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2020年度 人事課 任免 令和２年度　職員公募（ハローワーク等） 総務部人事課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2020年度 人事課 任免 令和２年度　派遣配置申請 総務部人事課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄
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2020年度 人事課 任免 令和２年度　実地指導講師 総務部人事課長 2021/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2020年度 人事課 任免 令和２年度　非常勤講師採用計画書 総務部人事課長 2021/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2020年度 人事課 任免 令和２年度　障害者雇用 総務部人事課長 2021/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2020年度 人事課 任免 令和２年度　労働契約満了通知 総務部人事課長 2021/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2020年度 人事課 任免 令和２年度　無期労働契約転換関係 総務部人事課長 2021/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2020年度 人事課 任免 令和２年度　事務職員人事交流関係綴 総務部人事課長 2021/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2020年度 人事課 任免 令和２年度　任期付大学教員関係 総務部人事課長 2021/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2020年度 人事課 任免 令和２年度　資格審査委員会 総務部人事課長 2021/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2020年度 人事課 調査 令和２年度　学内調査関係 総務部人事課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2020年度 人事課 調査 令和２年度　学外調査関係 総務部人事課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2020年度 人事課 調査 令和２年度　毎月勤労統計調査 総務部人事課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2020年度 人事課 人事記録 令和２年度　人事記録（氏名変更届） 総務部人事課長 2021/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2020年度 人事課 諸手当認定 令和２年度　地域手当関係 総務部人事課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2020年度 人事課 諸手当認定 令和２年度　非常勤講師交通費届 総務部人事課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2020年度 人事課 給与 令和２年度　大学院関係 総務部人事課長 2021/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2020年度 人事課 給与 令和２年度　役員等関係綴 総務部人事課長 2021/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2020年度 人事課 その他 令和２年度　教員公募 総務部人事課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2020年度 人事課 その他 令和２年度　各種証明書 総務部人事課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2020年度 人事課 その他 令和２年度　学外会議 総務部人事課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2020年度 人事課 研修 令和２年度　研修関係綴 総務部人事課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2020年度 人事課 研修 令和２年度　中堅職員研修 総務部人事課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2020年度 人事課 研修 令和２年度　新人職員研修 総務部人事課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2020年度 人事課 研修 令和２年度　研修（放送大学関係） 総務部人事課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2020年度 人事課 研修 サバティカル 総務部人事課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2020年度 人事課 給与 令和２年度　雇用保険関係綴 総務部人事課長 2021/4/1 7年 2028/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2020年度 人事課 給与 令和２年度　育児休業給付 総務部人事課長 2021/4/1 7年 2028/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2020年度 人事課 給与 令和２年度　高年齢雇用継続給付 総務部人事課長 2021/4/1 7年 2028/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2020年度 人事課 給与 令和２年度　昇給 総務部人事課長 2021/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2020年度 人事課 給与 令和２年度　基本給決定関係 総務部人事課長 2021/4/1 7年 2028/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2020年度 人事課 給与 令和２年度　転入・転出データ 総務部人事課長 2021/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係
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2020年度 人事課 栄典・表彰 令和２年度　職員資格取得表彰関係 総務部人事課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2020年度 人事課 諸手当認定 令和２年度　通勤手当認定簿 総務部人事課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2020年度 人事課 諸手当認定 令和２年度　住居手当認定簿 総務部人事課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2020年度 人事課 諸手当認定 令和２年度　諸手当事実確認 総務部人事課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2020年度 人事課 給与 令和２年度　社会保険関係綴 総務部人事課長 2021/4/1 7年 2028/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2020年度 人事課 給与 令和２年度　社会保険料計算書綴 総務部人事課長 2021/4/1 7年 2028/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2020年度 人事課 共済長期給付 令和２年度　長期給付 総務部人事課長 2021/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

2020年度 人事課 共済長期給付 令和２年度　長期組合員資格取得関係綴 総務部人事課長 2021/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

2020年度 人事課 諸手当認定 令和２年度　扶養手当認定簿 総務部人事課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2020年度 人事課 諸手当認定 令和２年度　単身赴任認定簿 総務部人事課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2020年度 人事課 退職手当 令和2年度　退職手当関係綴 総務部人事課長 2021/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2020年度 人事課 退職手当 令和2年度　退職手当発令綴 総務部人事課長 2021/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2020年度 人事課 退職手当 令和2年度　退職手当支給有無証明書 総務部人事課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2020年度 人事課 給与 令和２年度　証明書発行願（源泉徴収票） 総務部人事課長 2021/4/1 7年 2028/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2020年度 人事課 給与 令和２年度　給与所得者の扶養控除等申告書 総務部人事課長 2021/4/1 7年 2028/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2020年度 人事課 給与 令和２年度　住宅取得等控除申告書 総務部人事課長 2021/4/1 7年 2028/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2020年度 人事課 給与 令和２年度　保険料控除申告書 総務部人事課長 2021/4/1 7年 2028/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2020年度 人事課 給与
令和２年度　基礎控除・配偶者控除・所得金額調整控除申告
書

総務部人事課長 2021/4/1 7年 2028/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2020年度 人事課 給与 令和２年度　勤務時間報告書 総務部人事課長 2021/4/1 7年 2028/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2020年度 人事課 給与 令和２年度　市民税・府民税特別徴収税額の通知書 総務部人事課長 2021/4/1 7年 2028/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2020年度 人事課 給与 令和２年度　給与・賞与 総務部人事課長 2021/4/1 7年 2028/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2020年度 人事課 給与 令和２年度　職員別給与簿 総務部人事課長 2021/4/1 7年 2028/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2020年度 人事課 給与 令和２年度　住民税に係る届出等 総務部人事課長 2021/4/1 7年 2028/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2020年度 人事課 給与 令和２年度　源泉徴収所得税 総務部人事課長 2021/4/1 7年 2028/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2020年度 人事課 諸手当認定 令和２年度　期末・勤勉手当関係綴 総務部人事課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2020年度 人事課 給与 令和２年度　給与改定関係 総務部人事課長 2021/4/1 7年 2028/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2020年度 人事課 給与
令和２年度　国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給
与水準公表

総務部人事課長 2021/4/1 7年 2028/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2020年度 人事課 給与 令和２年度　年末調整関係 総務部人事課長 2021/4/1 7年 2028/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2020年度 人事課 給与 令和２年度　法定調書 総務部人事課長 2021/4/1 7年 2028/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2020年度 人事課 給与 令和２年度　労働保険概算・確定関係綴 総務部人事課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄
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2020年度 人事課 給与 令和２年度　マイナンバーＢＰＯ 総務部人事課長 2021/4/1 7年 2028/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2020年度 人事課 給与 クロアポ労務費支払（経費精算書）R2年度～ 総務部人事課長 2021/4/1 7年 2028/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2020年度 人事課 給与 クロスアポイントメント制度　協定・採用手続等　令和２年度～ 総務部人事課長 2021/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2020年度 人事課 服務 令和２年度 労働組合　労働基準監督署 総務部人事課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2020年度 人事課 服務 令和２年度　勤務時間管理　服務関係綴 総務部人事課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2020年度 人事課 服務 令和２年度　特別時間外申請 総務部人事課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2020年度 人事課 職員健康安全管理 令和２年度　労働時間の状況把握 総務部人事課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2020年度 人事課 就業規則 令和２年度　就業規則・事業所ごとの労使協定書 総務部人事課長 2021/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2020年度 人事課 調査 令和２年度　調査関係綴 総務部人事課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2020年度 人事課 兼業 令和２年度　兼業 総務部人事課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2020年度 人事課 兼業 令和２年度　講師派遣 総務部人事課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2020年度 人事課 兼業 令和２年度　兼業台帳 総務部人事課長 2021/4/1 3年 2024/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2020年度 人事課 兼業 令和２年度　兼業（役員・半期報告） 総務部人事課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2020年度 人事課 職員健康安全管理 令和２年度　欠勤・病休報告　産業医意見 総務部人事課長 2021/4/1 7年 2028/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2020年度 人事課 コロナ関連 新型コロナウイルス感染症対策 総務部人事課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 移管

2020年度 人事課 個人評価 令和２年度（令和元年度実績）　大学教員個人評価 総務部人事課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課専門職員 廃棄

2020年度 人事課 個人評価 令和２年度　附属学校教員個人評価 総務部人事課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課専門職員 廃棄

2020年度 人事課 個人評価 令和２年度　事務系職員個人評価 総務部人事課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課専門職員 廃棄

2019年度 人事課 予算 令和元年度　予算関係 総務部人事課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2019年度 人事課 服務 令和元年　休暇簿 総務部人事課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2019年度 人事課 服務 令和元年度　勤務時間記録簿 総務部人事課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2019年度 人事課 服務 令和元年度　旅行命令・謝金 総務部人事課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2019年度 人事課 服務 令和元年度　勤務時間報告書 総務部人事課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2019年度 人事課 服務 令和元年度　研修状況報告書 総務部人事課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2019年度 人事課 任免 令和２年度　教員選考委員会 総務部人事課長 2020/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2019年度 人事課 任免 令和元年度　割愛・人事記録（大学教職員） 総務部人事課長 2020/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2019年度 人事課 任免 令和元年度　割愛・人事記録（大学教職員） 総務部人事課長 2020/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2019年度 人事課 任免 令和元年度　外国人教師等綴 総務部人事課長 2020/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2019年度 人事課 任免 令和元年度　常勤職員発令 総務部人事課長 2020/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2019年度 人事課 任免 令和元年度　非常勤職員発令（１か月未満） 総務部人事課長 2020/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係
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2019年度 人事課 任免 令和元年度　教員公募依頼 総務部人事課長 2020/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2019年度 人事課 任免 令和元年度　各種委員会委員発令 総務部人事課長 2020/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2019年度 人事課 任免 令和元年度　非常勤講師（学部学外） 総務部人事課長 2020/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2019年度 人事課 任免 令和元年度　非常勤講師（附属学校園） 総務部人事課長 2020/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2019年度 人事課 任免
令和元年度　非常勤講師（メンサポ・学校医・AET・免許更新・
学内併任・研究支援員）

総務部人事課長 2020/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2019年度 人事課 任免 令和元年度　近畿地区国立大学法人等職員統一試験関係 総務部人事課長 2020/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2019年度 人事課 任免 令和元年度　ティーチング・アシスタント 総務部人事課長 2020/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2019年度 人事課 任免 令和元年度　ステューデント・アシスタント 総務部人事課長 2020/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2019年度 人事課 任免 令和元年度　委嘱状（非常勤講師・実地指導講師） 総務部人事課長 2020/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2019年度 人事課 任免 令和元年度　非常勤職員発令 総務部人事課長 2020/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2019年度 人事課 任免 令和元年度　職員公募（ハローワーク等） 総務部人事課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2019年度 人事課 任免 令和元年度　派遣配置申請 総務部人事課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2019年度 人事課 任免 令和元年度　実地指導講師 総務部人事課長 2020/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2019年度 人事課 任免 令和元年度　非常勤講師採用計画書 総務部人事課長 2020/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2019年度 人事課 任免 令和元年度　障害者雇用 総務部人事課長 2020/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2019年度 人事課 任免 令和元年度　労働契約満了通知 総務部人事課長 2020/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2019年度 人事課 任免 令和元年度　無期労働契約転換関係 総務部人事課長 2020/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2019年度 人事課 任免 令和元年度　事務職員人事交流関係綴 総務部人事課長 2020/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2019年度 人事課 任免 令和元年度　任期付大学教員関係 総務部人事課長 2020/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2019年度 人事課 任免 令和元年度　資格審査委員会 総務部人事課長 2020/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2019年度 人事課 調査 令和元年度　学内調査関係 総務部人事課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2019年度 人事課 調査 令和元年度　学外調査関係 総務部人事課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2019年度 人事課 調査 令和元年度　毎月勤労統計調査 総務部人事課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2019年度 人事課 人事記録 令和元年度　人事記録（氏名変更届） 総務部人事課長 2020/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2019年度 人事課 諸手当認定 令和元年度　地域手当関係 総務部人事課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2019年度 人事課 諸手当認定 令和元年度　非常勤講師交通費届 総務部人事課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2019年度 人事課 給与 令和元年度　大学院関係 総務部人事課長 2020/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2019年度 人事課 給与 令和元年度　役員等関係綴 総務部人事課長 2020/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2019年度 人事課 その他 令和元年度　教員公募 総務部人事課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2019年度 人事課 その他 令和元年度　各種証明書 総務部人事課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄
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2019年度 人事課 その他 令和元年度　学外会議 総務部人事課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2019年度 人事課 研修 平成３１年度　研修関係綴 総務部人事課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2019年度 人事課 研修 平成３１年度　中堅職員研修 総務部人事課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2019年度 人事課 研修 平成３１年度　セミナー関係 総務部人事課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2019年度 人事課 研修 平成３１年度　新人職員研修 総務部人事課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2019年度 人事課 研修 平成３１年度　研修（放送大学関係） 総務部人事課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2019年度 人事課 研修 平成３１年度　事務職員海外研修 総務部人事課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2019年度 人事課 給与 平成３１年度　雇用保険関係綴 総務部人事課長 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2019年度 人事課 栄典・表彰 平成３１年度　職員資格取得表彰関係 総務部人事課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2019年度 人事課 研修 サバティカル 総務部人事課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2019年度 人事課 給与 平成３１年度　高年齢雇用継続給付 総務部人事課長 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2019年度 人事課 給与 平成３１年度　育児休業給付 総務部人事課長 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2019年度 人事課 諸手当認定 令和元年度　通勤手当認定簿 総務部人事課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2019年度 人事課 諸手当認定 令和元年度　住居手当認定簿 総務部人事課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2019年度 人事課 諸手当認定 令和元年度　単身赴任認定簿 総務部人事課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2019年度 人事課 諸手当認定 令和元年度　諸手当事実確認 総務部人事課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2019年度 人事課 職員健康安全管理 平成３１年度　労働災害 総務部人事課長 2020/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

2019年度 人事課 職員健康安全管理 平成３１年度　衛生管理者　産業医 総務部人事課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2019年度 人事課 職員健康安全管理
平成３１年度　安全衛生委員会　近畿地区安全衛生管理連絡
会

総務部人事課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2019年度 人事課 職員健康安全管理 平成３１年度　健康診断 総務部人事課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2019年度 人事課 職員健康安全管理 平成３１年度　局所排気装置保守点検報告書 総務部人事課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2019年度 人事課 職員健康安全管理 作業環境測定結果報告書 総務部人事課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2019年度 人事課 職員健康安全管理 作業環境測定結果報告書（ＲＩ） 総務部人事課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2019年度 人事課 職員健康安全管理 平成３１年度　作業環境測定　局所排気装置 総務部人事課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2019年度 人事課 給与 平成３１年度　社会保険関係綴 総務部人事課長 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2019年度 人事課 給与 平成３１年度　社会保険料計算書綴 総務部人事課長 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2019年度 人事課 給与 確定拠出年金（社保加入者） 総務部人事課長 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2019年度 人事課 諸手当認定 令和元年度　扶養手当認定簿 総務部人事課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2019年度 人事課 退職手当 令和元年度　退職手当関係綴 総務部人事課長 2020/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2019年度 人事課 退職手当 令和元年度　退職手当発令綴 総務部人事課長 2020/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係
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2019年度 人事課 給与 令和元年度　昇給 総務部人事課長 2020/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2019年度 人事課 給与 令和元年度　証明書発行願（源泉徴収票） 総務部人事課長 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2019年度 人事課 給与 令和元年度　給与所得者の扶養控除等申告書 総務部人事課長 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2019年度 人事課 給与 令和元年度　住宅取得等控除申告書 総務部人事課長 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2019年度 人事課 給与 令和元年度　保険料控除申告書 総務部人事課長 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2019年度 人事課 給与 令和元年度　配偶者控除申告書 総務部人事課長 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2019年度 人事課 給与 令和元年度　勤務時間報告書 総務部人事課長 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2019年度 人事課 給与 令和元年度　市民税・府民税特別徴収税額の通知書 総務部人事課長 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2019年度 人事課 給与 令和元年度　給与・賞与 総務部人事課長 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2019年度 人事課 給与 令和元年度　職員別給与簿 総務部人事課長 2020/4/1 7年 2027/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2019年度 人事課 給与 令和元年度　住民税に係る届出等 総務部人事課長 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2019年度 人事課 給与 令和元年度　源泉徴収所得税 総務部人事課長 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2019年度 人事課 諸手当認定 令和元年度　期末・勤勉手当関係綴 総務部人事課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2019年度 人事課 給与 令和元年度　給与改定関係 総務部人事課長 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2019年度 人事課 給与
令和元年度　国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給
与水準公表

総務部人事課長 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2019年度 人事課 給与 令和元年度　年末調整関係 総務部人事課長 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2019年度 人事課 給与 令和元年度　法定調書 総務部人事課長 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2019年度 人事課 給与 令和元年度　労働保険概算・確定関係綴 総務部人事課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2019年度 人事課 給与 令和元年度　マイナンバーＢＰＯ 総務部人事課長 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2019年度 人事課 給与 令和元年度　基本給決定関係 総務部人事課長 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2019年度 人事課 服務 平成３１年度 労働組合　労働基準監督署 総務部人事課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2019年度 人事課 服務 平成３１年度　勤務時間管理　服務関係綴 総務部人事課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2019年度 人事課 服務 平成３１年度　特別時間外申請 総務部人事課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2019年度 人事課 職員健康安全管理 平成３１年度　労働時間の状況把握 総務部人事課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2019年度 人事課 就業規則 平成３１年度　就業規則・事業所ごとの労使協定書 総務部人事課長 2020/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2019年度 人事課 調査 平成３１年度　調査関係綴 総務部人事課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2019年度 人事課 兼業 平成３１年度　兼業 総務部人事課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2019年度 人事課 兼業 平成３１年度　講師派遣 総務部人事課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2019年度 人事課 兼業 平成３１年度　兼業台帳 総務部人事課長 2020/4/1 3年 2023/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2019年度 人事課 兼業 平成３１年度　兼業（役員・半期報告） 総務部人事課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄
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2019年度 人事課 給与 平成３１年度　欠勤・病休報告　産業医意見 総務部人事課長 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2019年度 人事課 個人評価 令和元年度（平成３０年度実績）　大学教員個人評価 総務部人事課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課専門職員 廃棄

2019年度 人事課 個人評価 令和元年度　附属学校教員個人評価 総務部人事課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課専門職員 廃棄

2019年度 人事課 個人評価 令和元年度　事務系職員個人評価 総務部人事課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課専門職員 廃棄

2019年度 人事課 個人評価 令和元年度　特任教員評価関係 総務部人事課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課専門職員 廃棄

2019年度 人事課 給与 令和元年度　昇格関係 総務部人事課長 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課専門職員 廃棄

2019年度 人事課 給与 令和元年度　昇給（査定）関係 総務部人事課長 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課専門職員 廃棄

2019年度 人事課 給与 令和元年度　勤勉手当優秀者選考関係 総務部人事課長 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課専門職員 廃棄

2019年度 人事課 栄典・表彰 令和元年度　表彰関係綴 総務部人事課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2019年度 人事課 栄典・表彰 令和元年度　叙位・叙勲関係綴 総務部人事課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2019年度 人事課 名誉教授 令和元年度　名誉教授関係綴 総務部人事課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2019年度 人事課 会議 令和元年度　男女共同参画推進会議 総務部人事課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2019年度 人事課 共済長期給付 令和元年度　長期給付 総務部人事課長 2020/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

2019年度 人事課 共済長期給付 令和元年度　長期組合員資格取得関係綴 総務部人事課長 2020/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

2019年度 人事課 労働災害 令和元年度　国家公務員災害補償法に基づく災害補償 総務部人事課長 2020/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

2019年度 人事課 産学連携
令和元年度ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（牽引
型）

総務部人事課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2019年度 人事課 産学連携 令和元年度連携型共同研究助成 総務部人事課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2018年度 人事課 給与 平成３０年度　雇用保険関係綴 総務部人事課長 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2018年度 人事課 栄典・表彰 平成３０年度　職員資格取得表彰関係 総務部人事課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2018年度 人事課 給与 平成３０年度　高年齢雇用継続給付 総務部人事課長 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2018年度 人事課 給与 平成３０年度　育児休業給付 総務部人事課長 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2018年度 人事課 任免 平成３１年度　教員選考委員会 総務部人事課長 2019/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2018年度 人事課 任免 平成３０年度　任用関係・文科省・その他 総務部人事課長 2019/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2018年度 人事課 任免 平成３０年度　任用関係・任用手続 総務部人事課長 2019/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2018年度 人事課 任免 平成３０年度　外国人教師等綴 総務部人事課長 2019/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2018年度 人事課 任免 平成３０年度　学内発令　本省発令 総務部人事課長 2019/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2018年度 人事課 任免 平成３０年度　非常勤職員発令（１か月未満） 総務部人事課長 2019/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2018年度 人事課 任免 平成３０年度　教員公募依頼 総務部人事課長 2019/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2018年度 人事課 任免 平成３０年度　各種委員会委員発令 総務部人事課長 2019/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2018年度 人事課 任免
平成３０年度　非常勤講師（学部学内・附属学校・学校医・ＡＥ
Ｔ）

総務部人事課長 2019/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係
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2018年度 人事課 任免 平成３０年度　近畿地区国立大学法人等職員統一試験関係 総務部人事課長 2019/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2018年度 人事課 任免
平成３０年度　ティーチング・アシスタント／スチューデント・ア
シスタント／リサーチ・アシスタント／研究支援員

総務部人事課長 2019/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2018年度 人事課 任免 平成３０年度　非常勤講師依頼等 総務部人事課長 2019/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2018年度 人事課 任免 平成３０年度　非常勤職員発令 総務部人事課長 2019/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2018年度 人事課 任免 職員公募（ハローワーク等） 総務部人事課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2018年度 人事課 任免 派遣配置申請 総務部人事課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2018年度 人事課 任免 平成３０年度　非常勤講師（学部学外発令） 総務部人事課長 2019/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2018年度 人事課 任免 平成３０年度　教員養成実地指導講師 総務部人事課長 2019/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2018年度 人事課 任免 平成３０年度　非常勤講師採用計画書 総務部人事課長 2019/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2018年度 人事課 任免 平成３０年度　附属学校関係 総務部人事課長 2019/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2018年度 人事課 任免 平成３０年度　職種別現員表 総務部人事課長 2019/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2018年度 人事課 人事記録 平成３０年度　人事記録関係綴 総務部人事課長 2019/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2018年度 人事課 調査 平成３０年度　学外調査関係 総務部人事課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2018年度 人事課 服務 平成２９年　休暇簿 総務部人事課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2018年度 人事課 服務 平成３０年度　勤務時間記録簿 総務部人事課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2018年度 人事課 その他 平成３０年度　各種証明書 総務部人事課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2018年度 人事課 服務 平成３０年度　旅行命令綴 総務部人事課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2018年度 人事課 その他 平成３０年度　公用車指定運転手登録申請及び使用請求書 総務部人事課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2018年度 人事課 その他 平成３０年度　職員証写真票（大学教員・事務職員） 総務部人事課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2018年度 人事課 その他 平成３０年度　職員証写真票（附属学校教員） 総務部人事課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2018年度 人事課 諸手当認定 平成３０年度　地域手当関係 総務部人事課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2018年度 人事課 服務 平成３０年度　勤務時間報告書 総務部人事課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2018年度 人事課 予算 平成３０年度　予算関係 総務部人事課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2018年度 人事課 給与 平成３０年度　大学院関係 総務部人事課長 2019/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2018年度 人事課 栄典・表彰 平成３０年度　表彰関係綴 総務部人事課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2018年度 人事課 栄典・表彰 平成３０年度　叙位・叙勲関係綴 総務部人事課長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2018年度 人事課 名誉教授 平成３０年度　名誉教授関係綴 総務部人事課長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2018年度 人事課 会議 平成３０年度　男女共同参画推進会議 総務部人事課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2018年度 人事課 共済長期給付 平成３０年度　長期給付 総務部人事課長 2019/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

2018年度 人事課 共済長期給付 平成３０年度　長期組合員資格取得関係綴 総務部人事課長 2019/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係
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2018年度 人事課 労働災害 平成３０年度　国家公務員災害補償法に基づく災害補償 総務部人事課長 2019/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

2018年度 人事課 産学連携
平成３０年度ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（牽
引型）

総務部人事課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2018年度 人事課 産学連携 平成３０年度連携型共同研究助成 総務部人事課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2018年度 人事課 職員健康安全管理 平成３０年度　労働災害 総務部人事課長 2019/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

2018年度 人事課 職員健康安全管理 平成３０年度　衛生管理者　産業医 総務部人事課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2018年度 人事課 職員健康安全管理 平成３０年度　安全衛生委員会 総務部人事課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2018年度 人事課 職員健康安全管理
平成３０年度　安全衛生委員会　近畿地区安全衛生管理連絡
会

総務部人事課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2018年度 人事課 職員健康安全管理 平成３０年度　健康診断 総務部人事課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2018年度 人事課 職員健康安全管理 平成３０年度　局所排気装置保守点検報告書 総務部人事課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2018年度 人事課 職員健康安全管理 作業環境測定結果報告書 総務部人事課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2018年度 人事課 職員健康安全管理 作業環境測定結果報告書（ＲＩ） 総務部人事課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2018年度 人事課 職員健康安全管理 平成３０年度　作業環境測定　局所排気装置 総務部人事課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2018年度 人事課 給与 平成３０年度　社会保険関係綴 総務部人事課長 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2018年度 人事課 給与 平成３０年度　社会保険料計算書綴 総務部人事課長 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2018年度 人事課 給与 確定拠出年金（社保加入者） 総務部人事課長 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2018年度 人事課 労働災害 平成３０年度　国家公務員災害補償法に基づく災害補償 総務部人事課長 2019/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

2018年度 人事課 産学連携
平成３０年度ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（牽
引型）

総務部人事課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2018年度 人事課 産学連携 平成３０年度連携型共同研究助成 総務部人事課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2018年度 人事課 諸手当認定 平成３０年度　通勤手当認定簿 総務部人事課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2018年度 人事課 諸手当認定 平成３０年度　扶養手当認定簿 総務部人事課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2018年度 人事課 諸手当認定 平成３０年度　住居手当認定簿 総務部人事課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2018年度 人事課 諸手当認定 平成３０年度　単身赴任認定簿 総務部人事課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2018年度 人事課 諸手当認定 平成３０年度　諸手当関係 総務部人事課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2018年度 人事課 退職手当 平成３０年度　退職手当関係綴 総務部人事課長 2019/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2018年度 人事課 退職手当 平成３０年度　退職手当発令綴 総務部人事課長 2019/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2018年度 人事課 給与 平成３０年度　昇給 総務部人事課長 2019/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2018年度 人事課 給与 平成３０年度　証明書発行願（源泉徴収票） 総務部人事課長 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2018年度 人事課 給与 平成３０年度　給与所得者の扶養控除等申告書 総務部人事課長 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2018年度 人事課 給与 平成３０年度　住宅取得等控除申告書 総務部人事課長 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2018年度 人事課 給与 平成３０年度　保険料控除申告書 総務部人事課長 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄
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2018年度 人事課 給与 平成３０年度　配偶者控除申告書 総務部人事課長 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2018年度 人事課 給与 平成３０年度　勤務時間報告書 総務部人事課長 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2018年度 人事課 給与 平成３０年度　市民税・府民税特別徴収税額の通知書 総務部人事課長 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2018年度 人事課 給与 平成３０年度　給与・賞与 総務部人事課長 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2018年度 人事課 給与 平成３０年度　職員別給与簿 総務部人事課長 2019/4/1 7年 2026/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2018年度 人事課 給与 平成３０年度　住民税に係る届出等 総務部人事課長 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2018年度 人事課 給与 平成３０年度　源泉徴収所得税 総務部人事課長 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2018年度 人事課 諸手当認定 平成３０年度　期末・勤勉手当関係綴 総務部人事課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2018年度 人事課 給与 平成３０年度　給与改定関係 総務部人事課長 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2018年度 人事課 給与
平成３０年度　国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給
与水準公表

総務部人事課長 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2018年度 人事課 給与 平成３０年度　返納等 総務部人事課長 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2018年度 人事課 給与 平成３０年度　年末調整関係 総務部人事課長 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2018年度 人事課 給与 平成３０年度　法定調書 総務部人事課長 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2018年度 人事課 給与 平成３０年度　マイナンバーＢＰＯ 総務部人事課長 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2018年度 人事課 給与 平成３０年度　基本給決定関係 総務部人事課長 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2018年度 人事課 服務 平成３０年度　労働組合　労働基準監督署 総務部人事課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2018年度 人事課 服務 平成３０年度　勤務時間管理　服務関係綴 総務部人事課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2018年度 人事課 服務 平成３０年度　特別時間外申請 総務部人事課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2018年度 人事課 就業規則 平成３０年度　就業規則・事業所ごとの労使協定書 総務部人事課長 2019/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2018年度 人事課 給与 平成３０年度　欠勤・病休報告　産業医意見 総務部人事課長 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2018年度 人事課 個人評価 平成３０年度（平成２９年度実績）　大学教員個人評価 総務部人事課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課専門職員 廃棄

2018年度 人事課 個人評価 平成３０年度　附属学校教員個人評価 総務部人事課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課専門職員 廃棄

2018年度 人事課 個人評価 平成３０年度　事務系職員個人評価 総務部人事課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課専門職員 廃棄

2018年度 人事課 個人評価 平成３０年度　特任教員評価関係 総務部人事課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課専門職員 廃棄

2018年度 人事課 給与 平成３０年度　昇格関係 総務部人事課長 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課専門職員 廃棄

2018年度 人事課 給与 平成３０年度　昇給（査定）関係 総務部人事課長 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課専門職員 廃棄

2018年度 人事課 給与 平成３０年度　勤勉手当優秀者選考関係 総務部人事課長 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課専門職員 廃棄

2017年度 人事課 栄典・表彰 平成２９年度　職員資格取得表彰関係 総務部人事課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2017年度 人事課 給与 平成２９年度　育児休業給付 総務部人事課長 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2017年度 人事課 給与 平成２９年度　高年齢雇用継続給付 総務部人事課長 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄
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2017年度 人事課 給与 平成２９年度　雇用保険関係綴 総務部人事課長 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2017年度 人事課 職員健康安全管理 作業環境測定結果報告書 総務部人事課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2017年度 人事課 職員健康安全管理 作業環境測定結果報告書（ＲＩ） 総務部人事課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2017年度 人事課 産学連携
平成２９年度ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（牽
引型）

総務部人事課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2017年度 人事課 産学連携 平成２９年度連携型共同研究助成 総務部人事課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2017年度 人事課 労働災害 平成２９年度　国家公務員災害補償法に基づく災害補償 総務部人事課長 2018/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

2017年度 人事課 会議 平成２９年度　男女共同参画推進会議 総務部人事課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2017年度 人事課 名誉教授 平成２９年度　名誉教授関係綴 総務部人事課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2017年度 人事課 栄典・表彰 平成２９年度　表彰関係綴 総務部人事課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2017年度 人事課 職員健康安全管理 平成２９年度　安全衛生委員会 総務部人事課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2017年度 人事課 職員健康安全管理 平成２９年度　衛生管理者等選任関係 総務部人事課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2017年度 人事課 職員健康安全管理 平成２９年度　局所排気装置保守点検報告書 総務部人事課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2017年度 人事課 職員健康安全管理 平成２９年度　健康診断 総務部人事課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2017年度 人事課 職員健康安全管理 平成２９年度　安全衛生関係・労災保険関係 総務部人事課長 2018/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

2017年度 人事課 給与 平成２９年度　社会保険関係綴 総務部人事課長 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2017年度 人事課 給与 平成２９年度　社会保険料計算書綴 総務部人事課長 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2017年度 人事課 栄典・表彰 平成２９年度　叙位・叙勲関係綴 総務部人事課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2017年度 人事課 共済長期給付 平成２９年度　長期給付 総務部人事課長 2018/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

2017年度 人事課 共済長期給付 平成２９年度　長期組合員資格取得関係綴 総務部人事課長 2018/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

2017年度 人事課 給与 平成２９年度　病休・欠勤関係 総務部人事課長 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2017年度 人事課 給与 平成２９年度　基本給決定関係 総務部人事課長 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2017年度 人事課 給与 平成２９年度　所得税に係る届出等 総務部人事課長 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2017年度 人事課 給与 平成２９年度　年末調整関係 総務部人事課長 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2017年度 人事課 給与 平成２９年度　返納等 総務部人事課長 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2017年度 人事課 給与 平成２９年度　法定調書 総務部人事課長 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2017年度 人事課 給与 平成２９年度　マイナンバーＢＰＯ 総務部人事課長 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2017年度 人事課 給与 平成２９年度　証明書発行願（源泉徴収票） 総務部人事課長 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2017年度 人事課 諸手当認定 平成２９年度　期末・勤勉手当関係綴 総務部人事課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2017年度 人事課 給与 平成２９年度　給与・賞与 総務部人事課長 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2017年度 人事課 給与 平成２９年度　給与改定関係 総務部人事課長 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄
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2017年度 人事課 給与 平成２９年度　給与所得者の扶養控除等申告書 総務部人事課長 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2017年度 人事課 給与 平成２９年度　勤務時間報告書 総務部人事課長 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2017年度 人事課 給与 平成２９年度　源泉徴収所得税 総務部人事課長 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2017年度 人事課 給与
平成２９年度　国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給
与水準公表

総務部人事課長 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2017年度 人事課 給与 平成２９年度　市民税・府民税特別徴収税額の通知書 総務部人事課長 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2017年度 人事課 給与 平成２９年度　住宅取得等控除申告書 総務部人事課長 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2017年度 人事課 給与 平成２９年度　住民税に係る届出等 総務部人事課長 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2017年度 人事課 給与 平成２９年度　昇給 総務部人事課長 2018/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2017年度 人事課 給与 平成２９年度　職員別給与簿 総務部人事課長 2018/4/1 7年 2025/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2017年度 人事課 給与 平成２９年度　人事関係学内規程 総務部人事課長 2018/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2017年度 人事課 退職手当 平成２９年度　退職手当関係綴 総務部人事課長 2018/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2017年度 人事課 退職手当 平成２９年度　退職手当発令綴 総務部人事課長 2018/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2017年度 人事課 給与 平成２９年度　保険料控除申告書 総務部人事課長 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2017年度 人事課 服務 平成２９年度　労働基準監督署関係 総務部人事課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2017年度 人事課 服務 平成２９年度　勤務時間休暇関係規則・通知 総務部人事課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2017年度 人事課 服務 平成２９年度　特別時間外申請 総務部人事課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2017年度 人事課 労働組合 平成２９年度　労働組合関係 総務部人事課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2017年度 人事課 就業規則 平成２９年度　就業規則・事業所ごとの労使協定書 総務部人事課長 2018/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2017年度 人事課 服務 平成２９年度　服務関係綴 総務部人事課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2017年度 人事課 服務 平成２９年　休暇簿 総務部人事課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2017年度 人事課 任免
平成２９年度　ティーチング・アシスタント／リサーチ・アシスタ
ント

総務部人事課長 2018/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2017年度 人事課 任免 平成２９年度　外国人教師等綴 総務部人事課長 2018/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2017年度 人事課 任免 平成２９年度　各種委員会委員発令 総務部人事課長 2018/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2017年度 人事課 その他 平成２９年度　各種証明書 総務部人事課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2017年度 人事課 調査 平成２９年度　学外調査関係 総務部人事課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2017年度 人事課 学内通知文書 平成２９年度　学内雑文書 総務部人事課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2017年度 人事課 任免 平成２９年度　学内発令　本省発令 総務部人事課長 2018/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2017年度 人事課 任免 平成２９年度　教員公募依頼 総務部人事課長 2018/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2017年度 人事課 任免 平成２９年度　教員養成実地指導講師 総務部人事課長 2018/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2017年度 人事課 服務 平成２９年度　勤務時間記録簿 総務部人事課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄
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2017年度 人事課 服務 平成２９年度　勤務時間報告書 総務部人事課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2017年度 人事課 任免 平成２９年度　近畿地区国立大学法人等職員統一試験関係 総務部人事課長 2018/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2017年度 人事課 その他 平成２９年度　公用車指定運転手登録申請及び使用請求書 総務部人事課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2017年度 人事課 その他 平成２９年度　職員証写真票（大学教員・事務職員） 総務部人事課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2017年度 人事課 その他 平成２９年度　職員証写真票（附属学校教員） 総務部人事課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2017年度 人事課 任免 平成２９年度　職種別現員表 総務部人事課長 2018/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2017年度 人事課 人事記録 平成２９年度　人事記録関係綴 総務部人事課長 2018/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2017年度 人事課 給与 平成２９年度　大学院関係 総務部人事課長 2018/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2017年度 人事課 諸手当認定 平成２９年度　地域手当関係 総務部人事課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2017年度 人事課 任免 平成２９年度　任用関係・任用手続 総務部人事課長 2018/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2017年度 人事課 任免 平成２９年度　任用関係・文科省・その他 総務部人事課長 2018/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2017年度 人事課 任免 平成２９年度　非常勤講師（学部学外発令） 総務部人事課長 2018/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2017年度 人事課 任免
平成２９年度　非常勤講師（学部学内・附属学校・学校医・ＡＥ
Ｔ）

総務部人事課長 2018/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2017年度 人事課 任免 平成２９年度　非常勤講師依頼等 総務部人事課長 2018/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2017年度 人事課 任免 平成２９年度　非常勤講師採用計画書 総務部人事課長 2018/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2017年度 人事課 任免 平成２９年度　非常勤職員発令 総務部人事課長 2018/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2017年度 人事課 任免 平成２９年度　非常勤職員発令（１か月未満） 総務部人事課長 2018/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2017年度 人事課 任免 平成２９年度　附属学校関係 総務部人事課長 2018/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2017年度 人事課 予算 平成２９年度　予算関係 総務部人事課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2017年度 人事課 服務 平成２９年度　旅行命令綴 総務部人事課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2017年度 人事課 任免 平成３０年度　教員選考委員会 総務部人事課長 2018/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2017年度 人事課 諸手当認定 平成２９年度　扶養手当認定簿 総務部人事課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2017年度 人事課 諸手当認定 平成２９年度　住居手当認定簿 総務部人事課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2017年度 人事課 諸手当認定 平成２９年度　諸手当関係 総務部人事課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2017年度 人事課 諸手当認定 平成２９年度　単身赴任認定簿 総務部人事課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2017年度 人事課 諸手当認定 平成２９年度　通勤手当認定簿 総務部人事課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2016年度 人事課 栄典・表彰 平成２８年度　職員資格取得表彰関係 総務部人事課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2016年度 人事課 給与 平成２８年度　育児休業給付 総務部人事課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2016年度 人事課 給与 平成２８年度　高年齢雇用継続給付 総務部人事課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2016年度 人事課 給与 平成２８年度　雇用保険関係綴 総務部人事課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄
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2016年度 人事課 任免
平成２８年度　ティーチング・アシスタント／リサーチ・アシスタ
ント

総務部人事課長 2017/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2016年度 人事課 任免 平成２８年度　外国人教師等綴 総務部人事課長 2017/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2016年度 人事課 任免 平成２８年度　各種委員会委員発令 総務部人事課長 2017/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2016年度 人事課 調査 平成２８年度　学外調査関係 総務部人事課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2016年度 人事課 任免 平成２８年度　学内発令　本省発令 総務部人事課長 2017/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2016年度 人事課 任免 平成２８年度　教員公募依頼 総務部人事課長 2017/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2016年度 人事課 任免 平成２８年度　教員養成実地指導講師 総務部人事課長 2017/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2016年度 人事課 任免 平成２８年度　近畿地区国立大学法人等職員統一試験関係 総務部人事課長 2017/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2016年度 人事課 任免 平成２８年度　職種別現員表 総務部人事課長 2017/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2016年度 人事課 人事記録 平成２８年度　人事記録関係綴 総務部人事課長 2017/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2016年度 人事課 給与 平成２８年度　大学院関係 総務部人事課長 2017/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2016年度 人事課 任免 平成２８年度　任用関係・任用手続 総務部人事課長 2017/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2016年度 人事課 任免 平成２８年度　任用関係・文科省・その他 総務部人事課長 2017/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2016年度 人事課 任免 平成２８年度　非常勤講師（学部学外発令） 総務部人事課長 2017/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2016年度 人事課 任免
平成２８年度　非常勤講師（学部学内・附属学校・学校医・ＡＥ
Ｔ）

総務部人事課長 2017/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2016年度 人事課 任免 平成２８年度　非常勤講師依頼等 総務部人事課長 2017/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2016年度 人事課 任免 平成２８年度　非常勤講師採用計画書 総務部人事課長 2017/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2016年度 人事課 任免 平成２８年度　非常勤職員発令 総務部人事課長 2017/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2016年度 人事課 任免 平成２８年度　非常勤職員発令（１か月未満） 総務部人事課長 2017/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2016年度 人事課 任免 平成２８年度　附属学校関係 総務部人事課長 2017/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2016年度 人事課 任免 平成２９年度　教員選考委員会 総務部人事課長 2017/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2016年度 人事課 労働災害 平成２８年度　国家公務員災害補償法に基づく災害補償 総務部人事課長 2017/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

2016年度 人事課 名誉教授 平成２８年度　名誉教授関係綴 総務部人事課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2016年度 人事課 栄典・表彰 平成２８年度　表彰関係綴 総務部人事課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2016年度 人事課 職員健康安全管理 平成２８年度　安全衛生関係・労災保険関係 総務部人事課長 2017/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

2016年度 人事課 給与 平成２８年度　社会保険関係綴 総務部人事課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2016年度 人事課 給与 平成２８年度　社会保険料計算書綴 総務部人事課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2016年度 人事課 栄典・表彰 平成２８年度　叙位・叙勲関係綴 総務部人事課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2016年度 人事課 共済長期給付 平成２８年度　長期給付 総務部人事課長 2017/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

2016年度 人事課 共済長期給付 平成２８年度　長期組合員資格取得関係綴 総務部人事課長 2017/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係
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2016年度 人事課 給与 平成２８年度　病休・欠勤関係 総務部人事課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2016年度 人事課 給与 平成２８年度　基本給決定関係 総務部人事課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2016年度 人事課 給与 平成２８年度　所得税に係る届出等 総務部人事課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2016年度 人事課 給与 平成２８年度　年末調整関係 総務部人事課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2016年度 人事課 給与 平成２８年度　返納等 総務部人事課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2016年度 人事課 給与 平成２８年度　法定調書 総務部人事課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2016年度 人事課 給与 平成２８年度　マイナンバーＢＰＯ 総務部人事課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2016年度 人事課 給与 平成２８年度　証明書発行願（源泉徴収票） 総務部人事課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2016年度 人事課 給与 平成２８年度　給与・賞与 総務部人事課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2016年度 人事課 給与 平成２８年度　給与改定関係 総務部人事課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2016年度 人事課 給与 平成２８年度　給与所得者の扶養控除等申告書 総務部人事課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2016年度 人事課 給与 平成２８年度　勤務時間報告書 総務部人事課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2016年度 人事課 給与 平成２８年度　源泉徴収所得税 総務部人事課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2016年度 人事課 給与
平成２８年度　国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給
与水準公表

総務部人事課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2016年度 人事課 給与 平成２８年度　市民税・府民税特別徴収税額の通知書 総務部人事課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2016年度 人事課 給与 平成２８年度　住宅取得等控除申告書 総務部人事課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2016年度 人事課 給与 平成２８年度　住民税に係る届出等 総務部人事課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2016年度 人事課 給与 平成２８年度　昇給 総務部人事課長 2017/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2016年度 人事課 給与 平成２８年度　職員別給与簿 総務部人事課長 2017/4/1 7年 2024/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2016年度 人事課 給与 平成２８年度　人事関係学内規程 総務部人事課長 2017/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2016年度 人事課 退職手当 平成２８年度　退職手当関係綴 総務部人事課長 2017/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2016年度 人事課 退職手当 平成２８年度　退職手当発令綴 総務部人事課長 2017/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2016年度 人事課 給与 平成２８年度　保険料控除申告書 総務部人事課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2016年度 人事課 労働組合 平成２８年度　労働組合関係 総務部人事課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2016年度 人事課 就業規則 平成２８年度　就業規則・事業所ごとの労使協定書 総務部人事課長 2017/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2016年度 人事課 服務 平成２８年度　服務関係綴 総務部人事課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2015年度 人事課 栄典・表彰 平成２７年度　職員資格取得表彰関係 総務部人事課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2015年度 人事課 給与 平成２７年度　雇用保険関係綴 総務部人事課長 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2015年度 人事課 任免
平成２７年度　ティーチング・アシスタント／リサーチ・アシスタ
ント

総務部人事課長 2016/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2015年度 人事課 任免 平成２７年度　外国人教師等綴 総務部人事課長 2016/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係
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2015年度 人事課 任免 平成２７年度　各種委員会委員発令 総務部人事課長 2016/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2015年度 人事課 調査 平成２７年度　学外調査関係 総務部人事課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2015年度 人事課 任免 平成２７年度　学内発令　本省発令 総務部人事課長 2016/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2015年度 人事課 任免 平成２７年度　教員公募依頼 総務部人事課長 2016/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2015年度 人事課 任免 平成２７年度　教員養成実地指導講師 総務部人事課長 2016/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2015年度 人事課 任免 平成２７年度　近畿地区国立大学法人等職員統一試験関係 総務部人事課長 2016/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2015年度 人事課 任免 平成２７年度　職種別現員表 総務部人事課長 2016/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2015年度 人事課 人事記録 平成２７年度　人事記録関係綴 総務部人事課長 2016/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2015年度 人事課 給与 平成２７年度　大学院関係 総務部人事課長 2016/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2015年度 人事課 任免 平成２７年度　任用関係・任用手続 総務部人事課長 2016/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2015年度 人事課 任免 平成２７年度　任用関係・文科省・その他 総務部人事課長 2016/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2015年度 人事課 任免 平成２７年度　非常勤講師（学部学外発令） 総務部人事課長 2016/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2015年度 人事課 任免
平成２７年度　非常勤講師（学部学内・附属学校・学校医・ＡＥ
Ｔ）

総務部人事課長 2016/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2015年度 人事課 任免 平成２７年度　非常勤講師依頼等 総務部人事課長 2016/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2015年度 人事課 任免 平成２７年度　非常勤講師採用計画書 総務部人事課長 2016/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2015年度 人事課 任免 平成２７年度　非常勤職員発令 総務部人事課長 2016/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2015年度 人事課 任免 平成２７年度　非常勤職員発令（１か月未満） 総務部人事課長 2016/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2015年度 人事課 任免 平成２７年度　附属学校関係 総務部人事課長 2016/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2015年度 人事課 任免 平成２８年度　教員選考委員会 総務部人事課長 2016/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2015年度 人事課 労働災害 平成２７年度　国家公務員災害補償法に基づく災害補償 総務部人事課長 2016/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

2015年度 人事課 名誉教授 平成２７年度　名誉教授関係綴 総務部人事課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2015年度 人事課 栄典・表彰 平成２７年度　表彰関係綴 総務部人事課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2015年度 人事課 給与 平成２７年度　社会保険関係綴 総務部人事課長 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2015年度 人事課 給与 平成２７年度　社会保険料計算書綴 総務部人事課長 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2015年度 人事課 栄典・表彰 平成２７年度　叙位・叙勲関係綴 総務部人事課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2015年度 人事課 共済長期給付 平成２７年度　長期給付 総務部人事課長 2016/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

2015年度 人事課 共済長期給付 平成２７年度　長期組合員資格取得関係綴 総務部人事課長 2016/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

2015年度 人事課 給与 平成２７年度　病休・欠勤関係 総務部人事課長 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2015年度 人事課 給与 平成２７年度　基本給決定関係 総務部人事課長 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2015年度 人事課 給与 平成２７年度　所得税に係る届出等 総務部人事課長 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄
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2015年度 人事課 給与 平成２７年度　年末調整関係 総務部人事課長 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2015年度 人事課 給与 平成２７年度　返納等 総務部人事課長 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2015年度 人事課 給与 平成２７年度　法定調書 総務部人事課長 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2015年度 人事課 給与 平成２７年度　証明書発行願（源泉徴収票） 総務部人事課長 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2015年度 人事課 給与 平成２７年度　給与・賞与 総務部人事課長 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2015年度 人事課 給与 平成２７年度　給与改定関係 総務部人事課長 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2015年度 人事課 給与 平成２７年度　給与所得者の扶養控除等申告書 総務部人事課長 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2015年度 人事課 給与 平成２７年度　勤務時間報告書 総務部人事課長 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2015年度 人事課 給与 平成２７年度　源泉徴収所得税 総務部人事課長 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2015年度 人事課 給与
平成２７年度　国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給
与水準公表

総務部人事課長 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2015年度 人事課 給与 平成２７年度　市民税・府民税特別徴収税額の通知書 総務部人事課長 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2015年度 人事課 給与 平成２７年度　住宅取得等控除申告書 総務部人事課長 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2015年度 人事課 給与 平成２７年度　住民税に係る届出等 総務部人事課長 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2015年度 人事課 給与 平成２７年度　昇給 総務部人事課長 2016/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2015年度 人事課 給与 平成２７年度　職員別給与簿 総務部人事課長 2016/4/1 7年 2023/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2015年度 人事課 給与 平成２７年度　人事関係学内規程 総務部人事課長 2016/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2015年度 人事課 退職手当 平成２７年度　退職手当関係綴 総務部人事課長 2016/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2015年度 人事課 退職手当 平成２７年度　退職手当発令綴 総務部人事課長 2016/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2015年度 人事課 給与 平成２７年度　保険料控除申告書 総務部人事課長 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2015年度 人事課 労働組合 平成２７年度　労働組合関係 総務部人事課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2015年度 人事課 就業規則 平成２７年度　就業規則・事業所ごとの労使協定書 総務部人事課長 2016/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2015年度 人事課 服務 平成２７年度　服務関係綴 総務部人事課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2014年度 人事課 労働災害 平成２６年度　労災保険関係 管理部人事課長 2015/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

2014年度 人事課 労働災害 平成２６年度　国家公務員災害補償法に基づく災害補償 管理部人事課長 2015/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

2014年度 人事課 名誉教授 平成２６年度　名誉教授関係綴 管理部人事課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2014年度 人事課 栄典・表彰 平成２６年度　表彰関係綴 管理部人事課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2014年度 人事課 栄典・表彰 平成２６年度　叙位・叙勲関係綴 管理部人事課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2014年度 人事課 共済長期給付 平成２６年度　長期給付 管理部人事課長 2015/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

2014年度 人事課 共済長期給付 平成２６年度　長期組合員資格取得関係綴 管理部人事課長 2015/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

2014年度 人事課 栄典・表彰 平成２６年度　表彰関係綴 管理部人事課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄
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2014年度 人事課 就業規則 平成２６年度　労働基準監督署対応 管理部人事課長 2015/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2014年度 人事課 労働組合 平成２６年度　労働組合関係 管理部人事課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2014年度 人事課 就業規則 平成２６年度　就業規則・事業所ごとの労使協定書 管理部人事課長 2015/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2014年度 人事課 服務 平成２６年度　服務関係綴 管理部人事課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2013年度 人事課 任免
平成２５年度　ティーチング・アシスタント／リサーチ・アシスタ
ント

管理部人事課長 2014/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2013年度 人事課 任免 平成２５年度　外国人教師等綴 管理部人事課長 2014/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2013年度 人事課 任免 平成２５年度　各種委員会委員発令 管理部人事課長 2014/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2013年度 人事課 調査 平成２５年度　学外調査関係 管理部人事課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2013年度 人事課 任免 平成２５年度　学内発令　本省発令 管理部人事課長 2014/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2013年度 人事課 任免 平成２５年度　教員公募依頼 管理部人事課長 2013/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2013年度 人事課 任免 平成２５年度　教員養成実地指導講師 管理部人事課長 2014/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2013年度 人事課 任免 平成２５年度　近畿地区国立大学法人等職員統一試験関係 管理部人事課長 2014/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2013年度 人事課 任免 平成２５年度　職種別現員表 管理部人事課長 2014/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2013年度 人事課 人事記録 平成２５年度　人事記録関係綴 管理部人事課長 2014/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2013年度 人事課 給与 平成２５年度　大学院関係 管理部人事課長 2014/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2013年度 人事課 任免 平成２５年度　任用関係・任用手続 管理部人事課長 2014/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2013年度 人事課 任免 平成２５年度　任用関係・文科省・その他 管理部人事課長 2014/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2013年度 人事課 任免 平成２５年度　非常勤講師（学部学外発令） 管理部人事課長 2014/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2013年度 人事課 任免
平成２５年度　非常勤講師（学部学内・附属学校・学校医・ＡＥ
Ｔ）

管理部人事課長 2014/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2013年度 人事課 任免 平成２５年度　非常勤講師依頼等 管理部人事課長 2014/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2013年度 人事課 任免 平成２５年度　非常勤講師採用計画書 管理部人事課長 2014/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2013年度 人事課 任免 平成２５年度　非常勤職員発令 管理部人事課長 2014/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2013年度 人事課 任免 平成２５年度　非常勤職員発令（１か月未満） 管理部人事課長 2014/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2013年度 人事課 任免 平成２５年度　附属学校関係 管理部人事課長 2014/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2013年度 人事課 任免 平成２６年度　教員選考委員会 管理部人事課長 2014/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2013年度 人事課 名誉教授 平成２５年度　名誉教授関係綴 管理部人事課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2013年度 人事課 就業規則 平成２５年度　安全衛生関係（労基署届出関係） 管理部人事課長 2014/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

2013年度 人事課 栄典・表彰 平成２５年度　叙位・叙勲関係綴 管理部人事課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2013年度 人事課 共済長期給付 平成２５年度　長期給付 管理部人事課長 2014/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

2013年度 人事課 共済長期給付 平成２５年度　長期組合員資格取得関係綴 管理部人事課長 2014/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係
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2013年度 人事課 共済長期給付 平成２５年度　長期組合員資格取得関係綴 管理部人事課長 2014/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

2013年度 人事課 栄典・表彰 平成２５年度　表彰関係綴 管理部人事課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2013年度 人事課 給与 平成２５年度　昇給 管理部人事課長 2014/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2013年度 人事課 給与 平成２５年度　人事関係学内規程 管理部人事課長 2014/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2013年度 人事課 退職手当 平成２５年度　退職手当関係綴 管理部人事課長 2014/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2013年度 人事課 退職手当 平成２５年度　退職手当発令綴 管理部人事課長 2014/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2013年度 人事課 就業規則 平成２５年度　就業規則・事業所ごとの労使協定書 管理部人事課長 2014/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2013年度 人事課 服務 平成２５年度　服務関係綴 管理部人事課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2012年度 人事課 任免
平成２４年度　ティーチング・アシスタント／リサーチ・アシスタ
ント

管理部人事課長 2013/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2012年度 人事課 任免 平成２４年度　外国人教師等綴 管理部人事課長 2013/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2012年度 人事課 任免 平成２４年度　各種委員会委員発令 管理部人事課長 2013/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2012年度 人事課 調査 平成２４年度　学外調査関係 管理部人事課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2012年度 人事課 任免 平成２４年度　学内発令　本省発令 管理部人事課長 2013/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2012年度 人事課 任免 平成２４年度　教員公募依頼 管理部人事課長 2013/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2012年度 人事課 任免 平成２４年度　教員養成実地指導講師 管理部人事課長 2013/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2012年度 人事課 任免 平成２４年度　近畿地区国立大学法人等職員統一試験関係 管理部人事課長 2013/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2012年度 人事課 任免 平成２４年度　職種別現員表 管理部人事課長 2013/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2012年度 人事課 人事記録 平成２４年度　人事記録関係綴 管理部人事課長 2013/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2012年度 人事課 給与 平成２４年度　大学院関係 管理部人事課長 2013/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2012年度 人事課 任免 平成２４年度　任用関係・任用手続 管理部人事課長 2013/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2012年度 人事課 任免 平成２４年度　任用関係・文科省・その他 管理部人事課長 2013/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2012年度 人事課 任免 平成２４年度　非常勤講師（学部学外発令） 管理部人事課長 2013/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2012年度 人事課 任免
平成２４年度　非常勤講師（学部学内・附属学校・学校医・ＡＥ
Ｔ）

管理部人事課長 2013/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2012年度 人事課 任免 平成２４年度　非常勤講師依頼等 管理部人事課長 2013/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2012年度 人事課 任免 平成２４年度　非常勤講師採用計画書 管理部人事課長 2013/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2012年度 人事課 任免 平成２４年度　非常勤職員発令 管理部人事課長 2013/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2012年度 人事課 任免 平成２４年度　非常勤職員発令（１か月未満） 管理部人事課長 2013/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2012年度 人事課 任免 平成２４年度　附属学校関係 管理部人事課長 2013/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2012年度 人事課 任免 平成２５年度　教員選考委員会 管理部人事課長 2013/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2012年度 人事課 就業規則 平成２４年度　安全衛生関係（労基署届出関係） 管理部人事課長 2013/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

106/398



作成・取得
年度

大分類 中分類
法人文書ファイル名

（小分類）
作成・取得時の

文書管理者
保存期間
の起算日

保存期間
保存期間の
満了する日

媒体の種別 保存場所
現状の

文書管理者
保有担当
係等名称

保存期間が満
了したときの措

置

2012年度 人事課 栄典・表彰 平成２４年度　叙位・叙勲関係綴 管理部人事課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2012年度 人事課 共済長期給付 平成２４年度　長期給付 管理部人事課長 2013/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

2012年度 人事課 共済長期給付 平成２４年度　長期組合員資格取得関係綴 管理部人事課長 2013/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

2012年度 人事課 栄典・表彰 平成２４年度　表彰関係綴 管理部人事課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2012年度 人事課 給与 平成２４年度　昇給 管理部人事課長 2013/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2012年度 人事課 給与 平成２４年度　人事関係学内規程 管理部人事課長 2013/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2012年度 人事課 退職手当 平成２４年度　退職手当関係綴 管理部人事課長 2013/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2012年度 人事課 退職手当 平成２４年度　退職手当等（支払関係） 管理部人事課長 2013/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2012年度 人事課 退職手当 平成２４年度　退職手当発令綴 管理部人事課長 2013/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2012年度 人事課 就業規則 平成２４年度　就業規則・事業所ごとの労使協定書 管理部人事課長 2013/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2012年度 人事課 服務 平成２４年度　服務関係綴 管理部人事課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係 廃棄

2012年度 人事課 名誉教授 平成２４年度　名誉教授関係綴 管理部人事課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2011年度 人事課 給与 平成２３年度　大学院関係 管理部人事課長 2012/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2011年度 人事課 任免 平成２３年度　教員公募依頼 管理部人事課長 2012/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2011年度 人事課 人事記録 平成２３年度　学長選挙 管理部人事課長 2012/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2011年度 人事課 任免
平成２３年度　ティーチング・アシスタント／リサーチ・アシスタ
ント

管理部人事課長 2012/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2011年度 人事課 任免 平成２３年度　外国人教師等綴 管理部人事課長 2012/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2011年度 人事課 任免 平成２３年度　各種委員会委員発令 管理部人事課長 2012/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2011年度 人事課 任免 平成２３年度　学内発令　本省発令 管理部人事課長 2012/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2011年度 人事課 任免 平成２３年度　教員養成実地指導講師 管理部人事課長 2012/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2011年度 人事課 任免 平成２３年度　近畿地区国立大学法人等職員統一試験関係 管理部人事課長 2012/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2011年度 人事課 任免 平成２３年度　職種別現員表 管理部人事課長 2012/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2011年度 人事課 人事記録 平成２３年度　人事記録関係綴 管理部人事課長 2012/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2011年度 人事課 任免 平成２３年度　任用関係・任用手続 管理部人事課長 2012/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2011年度 人事課 任免 平成２３年度　任用関係・文科省・その他 管理部人事課長 2012/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2011年度 人事課 任免 平成２３年度　非常勤講師（学部学外発令） 管理部人事課長 2012/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2011年度 人事課 任免
平成２３年度　非常勤講師（学部学内・附属学校・学校医・ＡＥ
Ｔ）

管理部人事課長 2012/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2011年度 人事課 任免 平成２３年度　非常勤講師依頼等 管理部人事課長 2012/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2011年度 人事課 任免 平成２３年度　非常勤講師採用計画書 管理部人事課長 2012/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2011年度 人事課 任免 平成２３年度　非常勤職員発令 管理部人事課長 2012/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係
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2011年度 人事課 任免 平成２３年度　非常勤職員発令（１か月未満） 管理部人事課長 2012/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2011年度 人事課 任免 平成２３年度　附属学校関係 管理部人事課長 2012/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2011年度 人事課 任免 平成２４年度　教員選考委員会 管理部人事課長 2012/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2011年度 人事課 名誉教授 平成２３年度　名誉教授関係綴 管理部人事課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2011年度 人事課 栄典・表彰 平成２３年度　叙位・叙勲関係綴 管理部人事課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2011年度 人事課 共済長期給付 平成２３年度　長期組合員資格取得関係綴 管理部人事課長 2012/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

2011年度 人事課 共済長期給付 平成２３年度　長期給付 管理部人事課長 2012/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

2011年度 人事課 退職手当 平成２３年度　退職手当関係綴 管理部人事課長 2012/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2011年度 人事課 退職手当 平成２３年度　退職手当発令綴 管理部人事課長 2012/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2011年度 人事課 給与 平成２３年度　人事関係学内規程 管理部人事課長 2012/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2011年度 人事課 退職手当 平成２３年度　退職手当等（支払関係） 管理部人事課長 2012/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2011年度 人事課 給与 平成２３年度　昇給 管理部人事課長 2012/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2011年度 人事課 就業規則 平成２３年度　就業規則・事業所ごとの労使協定書 管理部人事課長 2012/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2010年度 管理部人事課 栄典（叙勲等） 叙位・叙勲関係綴（平成２２年度） 人事課職員係 2010/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2010年度 管理部人事課 共済長期給付 平成２２年度長期給付 人事課職員係 2010/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

2010年度 管理部人事課 名誉教授称号授与 名誉教授関係綴（平成２２年度） 人事課職員係 2010/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2009年度 管理部人事課 共済長期給付 平成２１年度長期給付 人事課職員係 2009/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

2008年度 管理部人事課 栄典（叙勲等） 叙位・叙勲関係綴（平成２０年度～平成２１年度） 人事課職員係 2008/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2008年度 管理部人事課 共済長期給付 平成２０年度長期給付 人事課職員係 2008/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

2007年度 管理部人事課 共済長期給付 平成１９年度長期給付 人事課福利厚生係 2007/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

2006年度 管理部人事課 栄典（叙勲等） 叙位・叙勲関係綴（平成１８年度～平成１９年度） 人事課福利厚生係 2006/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2006年度 管理部人事課 共済長期給付 長期組合員資格取得関係綴（平成１８年度～） 人事課福利厚生係 2006/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

2006年度 管理部人事課 共済長期給付 平成１８年度長期給付 人事課福利厚生係 2006/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

2006年度 管理部人事課 名誉教授称号授与 名誉教授関係綴（平成１８年度～平成２１年度） 人事課職員係 2006/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2005年度 管理部人事課 共済長期給付 平成１７年度長期給付 人事課福利厚生係 2005/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

2004年度 管理部人事課 共済長期給付 平成１６年度長期給付 人事課福利厚生係 2004/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

2003年度 管理部人事課 共済長期給付 長期組合員資格取得関係綴（平成１５年度～平成１７年度） 人事課福利厚生係 2003/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

2003年度 管理部人事課 共済長期給付 平成１５年度長期給付 人事課福利厚生係 2003/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

2002年度 管理部人事課 共済長期給付 長期組合員資格取得関係綴（平成１４年度） 人事課福利厚生係 2002/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

2002年度 管理部人事課 共済長期給付 平成１４年度長期給付 人事課福利厚生係 2002/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係
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2001年度 管理部人事課 共済長期給付 平成１３年度長期給付 人事課職員係 2001/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

2000年度 管理部人事課 共済長期給付 平成１２年度長期給付１ 人事課職員係 2000/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

2000年度 管理部人事課 共済長期給付 平成１２年度長期給付２ 人事課職員係 2000/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

1999年度 管理部人事課 共済長期給付 平成１１年度長期給付１ 人事課職員係 1999/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

1999年度 管理部人事課 共済長期給付 平成１１年度長期給付２ 人事課職員係 1999/12/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

1998年度 管理部人事課 共済長期給付 共済組合長期給付決定通知表（平成１０年度） 人事課職員係 1998/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

1998年度 管理部人事課 共済長期給付 長期組合員資格取得関係綴（平成１０年度～平成１３年度） 人事課職員係 1998/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

1998年度 管理部人事課 共済長期給付 平成１０年度長期給付１ 人事課職員係 1998/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

1998年度 管理部人事課 共済長期給付 平成１０年度長期給付２ 人事課職員係 1999/1/11 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

1997年度 管理部人事課 共済長期給付 長期組合員資格取得関係綴（平成９年度） 人事課職員係 1997/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

1997年度 管理部人事課 共済長期給付 平成９年度長期給付 人事課職員係 1997/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

1996年度 管理部人事課 共済長期給付 共済組合法等綴（平成８年度～平成１５年度） 人事課職員係 1996/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

1996年度 管理部人事課 共済長期給付 長期組合員資格取得関係綴（平成８年度） 人事課職員係 1996/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

1996年度 管理部人事課 共済長期給付 平成８年度長期給付１ 人事課職員係 1996/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

1996年度 管理部人事課 共済長期給付 平成８年度長期給付２ 人事課職員係 1996/6/26 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

1995年度 管理部人事課 共済長期給付 平成７年度長期給付１ 人事課職員係 1995/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

1995年度 管理部人事課 共済長期給付 平成７年度長期給付２ 人事課職員係 1995/9/20 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

1995年度 管理部人事課 共済長期給付 平成７年度長期給付３ 人事課職員係 1996/1/18 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

1994年度 管理部人事課 共済長期給付 長期給付関係規則綴（平成６年度～平成１５年度） 人事課職員係 1994/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

1994年度 管理部人事課 共済長期給付 平成６年度長期給付１ 人事課職員係 1994/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

1994年度 管理部人事課 共済長期給付 平成６年度長期給付２ 人事課職員係 1994/11/24 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

1993年度 管理部人事課 共済長期給付 前歴報告書関係綴（平成５年度） 人事課職員係 1993/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

1993年度 管理部人事課 共済長期給付 平成５年度長期給付 人事課職員係 1993/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

1992年度 管理部人事課 共済長期給付 前歴報告書関係綴（平成４年度） 人事課職員係 1992/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

1992年度 管理部人事課 共済長期給付 平成４年度長期給付１ 人事課職員係 1992/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

1992年度 管理部人事課 共済長期給付 平成４年度長期給付２ 人事課職員係 1992/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

1991年度 管理部人事課 共済長期給付 前歴報告書関係綴（平成３年度） 人事課職員係 1991/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

1991年度 管理部人事課 共済長期給付 平成３年度長期給付１ 人事課職員係 1991/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

1991年度 管理部人事課 共済長期給付 平成３年度長期給付２ 人事課職員係 1991/10/16 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

1990年度 管理部人事課 共済長期給付 前歴報告書関係綴（平成２年度） 人事課職員係 1990/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係
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1990年度 管理部人事課 共済長期給付 平成２年度長期給付 人事課職員係 1990/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

1989年度 管理部人事課 共済長期給付 前歴報告書関係綴（平成元年度） 人事課職員係 1989/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

1989年度 管理部人事課 共済長期給付 平成元年度長期給付 人事課職員係 1989/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

1988年度 管理部人事課 共済長期給付 昭和６３年度長期給付 人事課職員係 1988/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

1988年度 管理部人事課 共済長期給付 前歴報告書関係綴（昭和６３年度） 人事課職員係 1988/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

1987年度 管理部人事課 共済長期給付 共済組合法等綴（昭和６２年度～平成５年度） 人事課職員係 1987/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

1987年度 管理部人事課 共済長期給付 昭和６２年度長期給付 人事課職員係 1987/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

1986年度 管理部人事課 共済長期給付 共済組合長期給付決定通知表（～平成９年まで） 人事課職員係 1986/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

1986年度 管理部人事課 共済長期給付 昭和６１年度長期給付 人事課職員係 1986/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

1986年度 管理部人事課 共済長期給付 前歴報告書関係綴り（昭和６１年～６２年度） 人事課職員係 1986/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

1985年度 管理部人事課 共済長期給付 昭和６０年度長期給付 人事課職員係 1985/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

1984年度 管理部人事課 共済長期給付 昭和５９年度長期給付 人事課職員係 1984/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

1983年度 管理部人事課 共済長期給付 昭和５８年度長期給付 人事課職員係 1983/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

1982年度 管理部人事課 共済長期給付 昭和５７年度長期給付 人事課職員係 1982/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

1981年度 管理部人事課 共済長期給付 昭和５６年度長期給付 人事課職員係 1981/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

1980年度 管理部人事課 共済長期給付 共済組合長期給付決定通知表（昭和５５～６０年度） 人事課職員係 1980/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

1980年度 管理部人事課 共済長期給付 昭和５５年度長期給付 人事課職員係 1980/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

1980年度 管理部人事課 共済長期給付 前歴報告書関係綴（昭和５５年～６０年度） 人事課職員係 1980/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

1979年度 管理部人事課 共済長期給付 昭和５４年度長期給付 人事課職員係 1979/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

1978年度 管理部人事課 共済長期給付 昭和５３年度長期給付 人事課職員係 1978/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

1978年度 管理部人事課 共済長期給付 前歴報告書関係綴（昭和５３年度） 人事課職員係 1978/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

1977年度 管理部人事課 共済長期給付 昭和５２年度長期給付 人事課職員係 1977/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

1976年度 管理部人事課 共済長期給付 昭和５１年度長期給付 人事課職員係 1976/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

1975年度 管理部人事課 共済長期給付 昭和５０年度長期給付 人事課職員係 1975/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

1974年度 管理部人事課 共済長期給付 共済組合長期給付決定通知表（昭和４９～５４年度） 人事課職員係 1974/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

1974年度 管理部人事課 共済長期給付 昭和４９年度長期給付 人事課職員係 1974/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

1973年度 管理部人事課 共済長期給付 昭和４８年度長期給付 人事課職員係 1973/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

1972年度 管理部人事課 共済長期給付 昭和４７年度長期給付 人事課職員係 1972/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

1971年度 管理部人事課 共済長期給付 昭和４６年度長期給付 人事課職員係 1971/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

1970年度 管理部人事課 共済長期給付 恩給法通達綴 人事課職員係 1970/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係
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1970年度 管理部人事課 共済長期給付 昭和４５年度長期給付 人事課職員係 1970/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

1970年度 管理部人事課 共済長期給付 前歴報告書関係綴 人事課職員係 1970/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

1969年度 管理部人事課 共済長期給付 昭和４４年度長期給付 人事課職員係 1969/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

1967年度 管理部人事課 共済長期給付 昭和４２年度～昭和４３年度長期給付 人事課職員係 1967/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

1966年度 管理部人事課 共済長期給付 昭和４１年度長期給付 人事課職員係 1966/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

1965年度 管理部人事課 共済長期給付 昭和４０年度～昭和４１年度長期給付 人事課職員係 1965/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

1963年度 管理部人事課 共済長期給付 昭和３８年度～昭和３９年度長期給付 人事課職員係 1963/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

1962年度 管理部人事課 共済長期給付 前歴報告書関係綴 人事課職員係 1962/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

1961年度 管理部人事課 共済長期給付 昭和３６年度～昭和３７年度長期給付 人事課職員係 1961/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

1960年度 管理部人事課 共済長期給付 共済組合長期給付決定通知表（昭和３５年～昭和４８年度） 人事課職員係 1960/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

1959年度 管理部人事課 共済長期給付 昭和３４年度～昭和３５年度長期給付 人事課職員係 1959/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

1958年度 管理部人事課 共済長期給付 恩給請求書３ 人事課職員係 1958/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

1955年度 管理部人事課 共済長期給付 恩給書類３ 人事課職員係 1955/10/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

1953年度 管理部人事課 共済長期給付 恩給請求書２ 人事課職員係 1953/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

1953年度 管理部人事課 退職手当 昭和２８年度退職手当関係綴 人事課職員係 1953/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1952年度 管理部人事課 任免 ＮＯ．１　任用関係規則綴 人事課任用係 1952/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1952年度 管理部人事課 任免 昭和２７年度　九級職以上発令関係綴 人事課任用係 1952/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1952年度 管理部人事課 任免 昭和２７年度　昇給昇格関係綴 人事課任用係 1952/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1952年度 管理部人事課 任免 昭和２７年度　人事関係任命綴 人事課任用係 1952/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1952年度 管理部人事課 任免 昭和２７年度　八級職以下発令関係綴 人事課任用係 1952/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1952年度 管理部人事課 定員・職制定数 職階制関係綴 人事課任用係 1952/8/25 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1952年度 管理部人事課 任免 新給与実施に関する書類 人事課任用係 1952/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1952年度 管理部人事課 調査・諸報告 大学教員俸給調 人事課任用係 1952/7/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1952年度 管理部人事課 退職手当 昭和２７年度退職手当関係綴 人事課職員係 1952/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1951年度 管理部人事課 定員・職制定数 行政整理関係綴 人事課任用係 1951/12/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1951年度 管理部人事課 任免 昭和２６年度　九級職以上発令関係綴 人事課任用係 1951/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1951年度 管理部人事課 任免 昭和２６年度　昇給昇格関係綴 人事課任用係 1951/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1951年度 管理部人事課 任免 昭和２６年度　人事関係任命綴 人事課任用係 1951/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1951年度 管理部人事課 任免 昭和２６年度　八級職以下発令関係綴 人事課任用係 1951/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1951年度 管理部人事課 任免 昭和２６年度～昭和２８年度　教員選考委員会 人事課任用係 1951/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係
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1951年度 管理部人事課 任免 昭和２６年度～昭和３５年度　大学設置審議会関係綴 人事課任用係 1951/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1951年度 管理部人事課 定員・職制定数 定員推移表 人事課任用係 1951/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1951年度 管理部人事課 定員・職制定数 附属教官定員現員表 人事課任用係 1951/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1951年度 管理部人事課 退職手当 昭和２６年度退職手当関係綴 人事課職員係 1951/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1950年度 管理部人事課 任免 九級職以上の上申関係 人事課任用係 1950/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1950年度 管理部人事課 任免 三級官関係書類綴 人事課任用係 1950/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1950年度 管理部人事課 任免 諸規則綴 人事課任用係 1950/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1950年度 管理部人事課 任免 昭和２５年度　雇傭人関係書類綴 人事課任用係 1950/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1950年度 管理部人事課 任免 昭和２５年度　事務嘱託雇員関係書類 人事課任用係 1950/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1950年度 管理部人事課 任免 昭和２５年度　八級職以下人事異動通知書綴 人事課任用係 1950/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1950年度 管理部人事課 定員・職制定数 定員関係綴　昭和２６年度～４２年度　庶務部人事課 人事課任用係 1951/3/17 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1950年度 管理部人事課 任免 八級職以下発令関係綴 人事課任用係 1950/7/15 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1950年度 管理部人事課 任免 臨時筆生関係規則綴 人事課任用係 1950/9/12 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1950年度 管理部人事課 退職手当 昭和２５年度退職手当関係綴 人事課職員係 1950/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1950年度 管理部人事課 任免 一、二級関係書類綴 人事課任用係 1950/3/31 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1950年度 管理部人事課 任免 適格者名簿 人事課任用係 1950/11/22 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1950年度 管理部人事課 任免 適格審査會記録 人事課任用係 1950/11/22 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1949年度 管理部人事課 任免 昭和２４年度　一、二級関係書類綴 人事課任用係 1949/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1949年度 管理部人事課 任免 昭和２４年度　雇傭人関係書類綴 人事課任用係 1949/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1949年度 管理部人事課 任免 昭和２４年度　三級官関係書類綴 人事課任用係 1949/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1949年度 管理部人事課 任免 昭和２４年度　人事関係任命綴 人事課任用係 1949/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1949年度 管理部人事課 任免 人事に関する権限の委任等 人事課任用係 1949/9/6 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1949年度 管理部人事課 定員・職制定数 定員関係調綴 人事課任用係 1949/9/24 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1949年度 管理部人事課 任免 本省通牒往復綴 人事課任用係 1950/1/16 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1949年度 管理部人事課 共済長期給付 恩給請求書１ 人事課職員係 1949/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

1948年度 管理部人事課 任免 大阪教育大学設置認可申請書補足資料 人事課任用係 1948/7/25 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1947年度 管理部人事課 任免 外国人教師等綴　昭和２２年度～５０年度 人事課任用係 1947/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1947年度 管理部人事課 任免 昭和２２年度　三級官関係書類綴 人事課任用係 1947/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1947年度 管理部人事課 任免 任命簿 人事課任用係 1947/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1947年度 管理部人事課 調査・諸報告
部内各庁における特別昇給・官庁職員給与調査及び９月に於
ける昇給について

人事課任用係 1947/9/1 永久 紙 事務局棟１階人事課文書庫 総務部人事課長 総務部人事課人事係
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1947年度 管理部人事課 任免 新任用制度実施に関する書類 人事課任用係 1948/3/31 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1946年度 管理部人事課 任免 昭和２１年度　教員適格判定書寫 人事課任用係 1946/9/6 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1946年度 管理部人事課 任免 昭和２１年度　講師・教授・校医嘱託関係書類綴 人事課任用係 1946/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1946年度 管理部人事課 任免 昭和２１年度　追放並適格審査関係書類 人事課任用係 1946/2/28 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1946年度 管理部人事課 任免 昭和２１年度　本省以外文書往復綴 人事課任用係 1946/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1946年度 管理部人事課 任免 昭和２１年度　本省通牒往復綴 人事課任用係 1946/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1945年度 管理部人事課 任免 昭和２０年度　本省通牒往復綴 人事課任用係 1945/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1945年度 管理部人事課 共済長期給付 恩給書類２ 人事課職員係 1945/12/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

1945年度 管理部人事課 退職手当 退職手当例規集（昭和２０年度～昭和３５年度） 人事課職員係 1945/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

1944年度 管理部人事課 任免 官等陞叙上申調書 人事課任用係 1944/12/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1944年度 管理部人事課 定員・職制定数 昭和１９年度　職員定員関係書綴 人事課任用係 1944/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1944年度 管理部人事課 任免 内申関係書類 人事課任用係 1944/6/17 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1943年度 管理部人事課 任免 昭和１８年度　雇人以上任免給與通知簿 人事課任用係 1943/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1943年度 管理部人事課 任免 昭和１８年度　講師・教授嘱託・校医嘱託教官書類 人事課任用係 1943/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1943年度 管理部人事課 任免 昭和１８年度　傭人任免給與通知簿 人事課任用係 1943/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1943年度 管理部人事課 任免 其他例規関係書類 人事課任用係 1943/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1943年度 管理部人事課 任免 大阪一師諸規程綴 人事課任用係 1943/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

1943年度 管理部人事課 共済長期給付 恩給書類１ 人事課職員係 1943/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

2021年度 人事課 職員健康安全管理 令和３年度　健康診断 総務部人事課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2021年度 人事課 職員健康安全管理 令和３年度　作業環境測定結果報告書 総務部人事課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2021年度 人事課 職員健康安全管理 令和３年度作業環境測定結果報告書（ＲＩ） 総務部人事課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2021年度 人事課 職員健康安全管理 令和３年度　作業環境測定　局所排気装置 総務部人事課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2021年度 人事課 職員健康安全管理 令和３年度　労働災害 総務部人事課長 2022/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

2021年度 人事課 職員健康安全管理 令和３年度　衛生管理者　産業医 総務部人事課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2021年度 人事課 職員健康安全管理
令和３年度　安全衛生委員会　近畿地区安全衛生管理連絡
会

総務部人事課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2021年度 人事課 職員健康安全管理 令和３年度　ストレスチェック 総務部人事課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2021年度 人事課 栄典・表彰 令和３年度　叙位・叙勲関係綴 総務部人事課長 2022/4/1 30年 2052/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2021年度 人事課 名誉教授 令和３年度　名誉教授関係綴 総務部人事課長 2022/4/1 30年 2052/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2021年度 人事課 職員健康安全管理 令和３年度　局所排気装置保守点検報告書 総務部人事課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2021年度 人事課 栄典・表彰 令和３年度　表彰関係綴 総務部人事課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄
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2021年度 人事課 会議 令和３年度　男女共同参画推進会議 総務部人事課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2021年度 人事課 産学連携
令和３年度ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（牽引
型）

総務部人事課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2021年度 人事課 産学連携 令和３年度連携型共同研究助成 総務部人事課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2020年度 人事課 職員健康安全管理 令和２年度　健康診断 総務部人事課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2020年度 人事課 職員健康安全管理 作業環境測定結果報告書 総務部人事課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2020年度 人事課 職員健康安全管理 作業環境測定結果報告書（ＲＩ） 総務部人事課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2020年度 人事課 職員健康安全管理 令和２年度　作業環境測定　局所排気装置 総務部人事課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2020年度 人事課 職員健康安全管理 令和２年度　労働災害 総務部人事課長 2021/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係

2020年度 人事課 職員健康安全管理 令和２年度　衛生管理者　産業医 総務部人事課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2020年度 人事課 職員健康安全管理
令和２年度　安全衛生委員会　近畿地区安全衛生管理連絡
会

総務部人事課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2020年度 人事課 職員健康安全管理 令和２年度　ストレスチェック 総務部人事課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2020年度 人事課 栄典・表彰 令和２年度　叙位・叙勲関係綴 総務部人事課長 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2020年度 人事課 名誉教授 令和２年度　名誉教授関係綴 総務部人事課長 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2020年度 人事課 職員健康安全管理 令和２年度　局所排気装置保守点検報告書 総務部人事課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2020年度 人事課 栄典・表彰 令和２年度　表彰関係綴 総務部人事課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2020年度 人事課 会議 令和２年度　男女共同参画推進会議 総務部人事課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2020年度 人事課 産学連携
令和２年度ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（牽引
型）

総務部人事課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2020年度 人事課 産学連携 令和２年度連携型共同研究助成 総務部人事課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

2014年度 人事課 任免
平成２６年度　ティーチング・アシスタント／リサーチ・アシスタ
ント

管理部人事課長 2015/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2014年度 人事課 任免 平成２６年度　外国人教師等綴 管理部人事課長 2015/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2014年度 人事課 任免 平成２６年度　各種委員会委員発令 管理部人事課長 2015/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2014年度 人事課 調査 平成２６年度　学外調査関係 管理部人事課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係 廃棄

2014年度 人事課 任免 平成２６年度　学内発令　本省発令 管理部人事課長 2015/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2014年度 人事課 任免 平成２６年度　教員公募依頼 管理部人事課長 2013/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2014年度 人事課 任免 平成２６年度　教員養成実地指導講師 管理部人事課長 2015/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2014年度 人事課 任免 平成２６年度　近畿地区国立大学法人等職員統一試験関係 管理部人事課長 2015/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2014年度 人事課 任免 平成２６年度　職種別現員表 管理部人事課長 2015/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2014年度 人事課 人事記録 平成２６年度　人事記録関係綴 管理部人事課長 2015/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2014年度 人事課 給与 平成２６年度　大学院関係 管理部人事課長 2015/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2014年度 人事課 任免 平成２６年度　任用関係・任用手続 管理部人事課長 2015/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係
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2014年度 人事課 任免 平成２６年度　任用関係・文科省・その他 管理部人事課長 2015/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2014年度 人事課 任免 平成２６年度　非常勤講師（学部学外発令） 管理部人事課長 2015/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2014年度 人事課 任免
平成２６年度　非常勤講師（学部学内・附属学校・学校医・ＡＥ
Ｔ）

管理部人事課長 2015/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2014年度 人事課 任免 平成２６年度　非常勤講師依頼等 管理部人事課長 2015/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2014年度 人事課 任免 平成２６年度　非常勤講師採用計画書 管理部人事課長 2015/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2014年度 人事課 任免 平成２６年度　非常勤職員発令 管理部人事課長 2015/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2014年度 人事課 任免 平成２６年度　非常勤職員発令（１か月未満） 管理部人事課長 2015/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2014年度 人事課 任免 平成２６年度　附属学校関係 管理部人事課長 2015/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課文書庫内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2014年度 人事課 任免 平成２７年度　教員選考委員会 管理部人事課長 2015/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2014年度 人事課 給与 平成２６年度　昇給 管理部人事課長 2015/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課人事係

2014年度 人事課 給与 平成２６年度　人事関係学内規程 管理部人事課長 2015/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2014年度 人事課 退職手当 平成２６年度　退職手当関係綴 管理部人事課長 2015/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2014年度 人事課 退職手当 平成２６年度　退職手当発令綴 管理部人事課長 2015/4/1 永久 紙 事務局棟４階人事課室内 総務部人事課長 総務部人事課労務給与係

2015年度 人事課 保健センター 平成２７年度職員定期健康診断 保健センター所長 2016/4/1 15年 2031/3/31 紙 人事課文書庫 人事課長 人事課職員係 廃棄

2014年度 人事課 保健センター 平成２６年度職員定期健康診断 保健センター所長 2015/4/1 15年 2030/3/31 紙 人事課文書庫 人事課長 人事課職員係 廃棄

2013年度 人事課 保健センター 平成２５年度職員定期健康診断 保健センター所長 2014/4/1 15年 2029/3/31 紙 人事課文書庫 人事課長 人事課職員係 廃棄

2012年度 人事課 保健センター 平成２４年度職員定期健康診断 保健センター所長 2013/4/1 15年 2028/3/31 紙 人事課文書庫 人事課長 人事課職員係 廃棄

2011年度 学生支援課 保健センター 平成２３年度職員定期健康診断 保健センター所長 2012/4/1 15年 2027/3/31 紙 人事課文書庫 人事課長 人事課職員係 廃棄

2011年度 人事課 保健センター 平成２３年度職員定期健康診断 保健センター所長 2012/4/1 15年 2027/3/31 紙 人事課文書庫 人事課長 人事課職員係 廃棄

2006年度 管理部人事課 社会保険等 平成１８年度～平成　　年度社会保険料計算書綴 人事課任用係 2006/4/1 5年 紙 事務局棟４階人事課室内 人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

1999年度 管理部人事課 諸手当 諸手当関係　平成１１年度～ 人事課給与係 1999/4/1
要件を具備し
なくなってから
3年

紙 事務局棟４階人事課室内 人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

1997年度 管理部人事課 諸手当 通勤手当支給額認定綴　平成９年度～ 人事課給与係 1997/4/1
要件を具備し
なくなってから
3年

紙 事務局棟４階人事課室内 人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

1995年度 管理部人事課 諸手当 通勤手当協議等綴 人事課給与係 1995/11/29
要件を具備し
なくなってから
3年

紙 事務局棟４階人事課室内 人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

1993年度 管理部人事課 諸手当 諸手当関係　平成５年度～平成１０年度 人事課給与係 1993/4/1
要件を具備し
なくなってから
3年

紙 事務局棟４階人事課室内 人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

1993年度 管理部人事課 諸手当 通勤手当支給額認定綴　平成５年度～平成８年度 人事課給与係 1993/4/1
要件を具備し
なくなってから
3年

紙 事務局棟４階人事課室内 人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

1992年度 管理部人事課 諸手当 通勤手当認定簿・通勤届（非常勤職員）平成４年度まで 人事課給与係 1992/4/1
要件を具備し
なくなってから
3年

紙 事務局棟４階人事課室内 人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

1992年度 管理部人事課 諸手当
通勤手当認定簿・通勤届（本部職員・附属図書館・外国人教
師）平成４年度まで

人事課給与係 1992/4/1
要件を具備し
なくなってから
3年

紙 事務局棟４階人事課室内 人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

1989年度 管理部人事課 諸手当 単身赴任手当協議等綴 人事課給与係 1990/2/9
要件を具備し
なくなってから
3年

紙 事務局棟４階人事課室内 人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

1989年度 管理部人事課 諸手当 通勤手当支給額認定綴　平成元年度～平成４年度 人事課給与係 1989/4/1
要件を具備し
なくなってから
3年

紙 事務局棟４階人事課室内 人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄

1986年度 管理部人事課 諸手当 諸手当関係　昭和６１年度～平成４年度 人事課給与係 1986/4/1
要件を具備し
なくなってから
3年

紙 事務局棟４階人事課室内 人事課長 総務部人事課福利厚生係 廃棄
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2011年度 財務課 財務諸表 平成２２年度　財務諸表 管理部財務課長 2011/4/1 永久
電子媒体：共有
サーバー内

共有サーバー内 総務部財務課長 総務部財務課財務係

2011年度 財務課 会計伝票 平成２２年度　総勘定元帳 管理部財務課長 2011/4/1 永久
電子媒体：共有
サーバー内

共有サーバー内 総務部財務課長 総務部財務課財務係

2010年度 財務課 財務諸表 平成２１年度　財務諸表 管理部財務課長 2010/4/1 永久
電子媒体：共有
サーバー内

共有サーバー内 総務部財務課長 総務部財務課財務係

2010年度 財務課 会計伝票 平成２１年度　総勘定元帳 管理部財務課長 2010/4/1 永久
電子媒体：共有
サーバー内

共有サーバー内 総務部財務課長 総務部財務課財務係

2009年度 財務課 財務諸表 平成２０年度　財務諸表 管理部財務課長 2009/4/1 永久
電子媒体：共有
サーバー内

共有サーバー内 総務部財務課長 総務部財務課財務係

2009年度 財務課 会計伝票 平成２０年度　総勘定元帳 管理部財務課長 2009/4/1 永久
電子媒体：共有
サーバー内

共有サーバー内 総務部財務課長 総務部財務課財務係

2008年度 財務課 財務諸表 平成１９年度　財務諸表 管理部財務課長 2008/4/1 永久
電子媒体：共有
サーバー内

共有サーバー内 総務部財務課長 総務部財務課財務係

2008年度 財務課 会計伝票 平成１９年度　総勘定元帳 管理部財務課長 2008/4/1 永久
電子媒体：共有
サーバー内

共有サーバー内 総務部財務課長 総務部財務課財務係

2007年度 財務課 財務諸表 平成１８年度　財務諸表 管理部財務課長 2007/4/1 永久
電子媒体：共有
サーバー内

共有サーバー内 総務部財務課長 総務部財務課財務係

2007年度 財務課 会計伝票 平成１８年度　総勘定元帳 管理部財務課長 2007/4/1 永久
電子媒体：共有
サーバー内

共有サーバー内 総務部財務課長 総務部財務課財務係

2006年度 財務課 財務諸表 平成１７年度　財務諸表 管理部財務課長 2006/4/1 永久
電子媒体：共有
サーバー内

共有サーバー内 総務部財務課長 総務部財務課財務係

2006年度 財務課 会計伝票 平成１７年度　総勘定元帳 管理部財務課長 2006/4/1 永久
電子媒体：共有
サーバー内

共有サーバー内 総務部財務課長 総務部財務課財務係

2005年度 財務課 財務諸表 平成１６年度　財務諸表 管理部財務課長 2005/4/1 永久
電子媒体：共有
サーバー内

共有サーバー内 総務部財務課長 総務部財務課財務係

2005年度 財務課 会計伝票 平成１６年度　総勘定元帳 管理部財務課長 2005/4/1 永久
電子媒体：共有
サーバー内

共有サーバー内 総務部財務課長 総務部財務課財務係

2015年度 財務課 財務諸表 平成２７年度　財務諸表 総務部財務課長 2016/4/1 永久
電子媒体：共有
サーバー内

共有サーバー内 総務部財務課長 総務部財務課財務係

2015年度 財務課 会計伝票 平成２７年度　総勘定元帳 総務部財務課長 2016/4/1 永久
電子媒体：共有
サーバー内

共有サーバー内 総務部財務課長 総務部財務課財務係

2014年度 財務課 財務諸表 平成２６年度　財務諸表 管理部財務課長 2015/4/1 永久
電子媒体：共有
サーバー内

共有サーバー内 総務部財務課長 総務部財務課財務係

2014年度 財務課 会計伝票 平成２６年度　総勘定元帳 管理部財務課長 2015/4/1 永久
電子媒体：共有
サーバー内

共有サーバー内 総務部財務課長 総務部財務課財務係

2014年度 財務課 会計伝票 平成２６年度　債務計上票 管理部財務課長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係（第二） 廃棄

2014年度 財務課 会計伝票 平成２６年度　予算執行振替伝票 管理部財務課長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係（第二） 廃棄

2014年度 財務課 会計伝票 平成２６年度　経費精算関係伝票 管理部財務課長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係（第二） 廃棄

2014年度 財務課 会計伝票
平成２６年度　入金実績リスト（刊行物・産学・寄附金・財産貸
付・講習料・科研・交付金・その他）

管理部財務課長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2014年度 財務課 会計伝票 平成２６年度　入金実績リスト（寄宿料） 管理部財務課長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2014年度 財務課 会計伝票 平成２６年度　入金実績リスト（現金） 管理部財務課長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2014年度 財務課 会計伝票 平成２６年度　入金実績リスト（検定料） 管理部財務課長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2014年度 財務課 会計伝票 平成２６年度　振替伝票（入出金関係） 管理部財務課長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2014年度 財務課 会計伝票 平成２６年度　振替伝票（未収金・収益化・その他） 管理部財務課長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2014年度 財務課 会計伝票 平成２６年度　領収書原符 管理部財務課長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2014年度 財務課 会計伝票 平成２６年度　債権計上一覧表・請求書写 管理部財務課長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2014年度 財務課 会計伝票
平成２６年度　債務計上票一覧表（科学研究費補助金・厚労
科研）

管理部財務課長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄
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2014年度 財務課 会計伝票 平成２６年度　領収書 管理部財務課長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2014年度 財務課 債権管理 平成２６年度　授業料債権管理システム打出資料 管理部財務課長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2014年度 財務課 会計伝票 平成２６年度　交通費立替払 管理部財務課長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2014年度 財務課 会計伝票 平成２６年度　債務計上一覧（支払済明細） 管理部財務課長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2014年度 財務課 会計伝票 平成２６年度　経費精算書　奨学金関係 管理部財務課長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2014年度 財務課 会計伝票 平成２６年度　予算執行振替伝票 管理部財務課長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2014年度 財務課 会計伝票 普通預金通帳 管理部財務課長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2014年度 財務課 会計伝票 定期預金通帳 管理部財務課長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2014年度 財務課 計算証明 平成２６年度　計算証明規則に基づく計算書等 管理部財務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2014年度 財務課 計算証明 平成２６年度　契約一覧表（収入） 管理部財務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2014年度 財務課 計算証明 平成２６年度　契約一覧表（支出／物品・役務） 管理部財務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2014年度 財務課 計算証明 平成２６年度　契約一覧表（支出／物品・役務②） 管理部財務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2014年度 財務課 計算証明 平成２６年度　契約一覧表（支出／工事） 管理部財務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2014年度 財務課 計算証明 平成２６年度　契約一覧表（支出／工事②） 管理部財務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2014年度 財務課 決算 平成２５年度　財務諸表根拠資料 管理部財務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2014年度 財務課 決算 平成２６年度　月次決算 管理部財務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2014年度 財務課 会計伝票 平成２６年度　振替伝票 管理部財務課長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2014年度 財務課 会計伝票 平成２６年度　振替伝票（預り金） 管理部財務課長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2014年度 財務課 会計検査・監査 平成２６年度　学内監査 管理部財務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2014年度 財務課 会計検査・監査 平成２６年度　監査法人関係綴り 管理部財務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2014年度 財務課 会議 平成２６年度　財務・施設管理室会議 管理部財務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2014年度 財務課 予算 ２６概算要求関係 管理部財務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課予算係 廃棄

2014年度 財務課 予算 ２６大学改革強化推進事業本部 管理部財務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課予算係 廃棄

2014年度 財務課 会計伝票 平成２６年度　債務計上票 管理部財務課長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係（第一） 廃棄

2014年度 財務課 会計伝票 平成２６年度　予算執行振替伝票 管理部財務課長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係（第一） 廃棄

2014年度 財務課 会計伝票 平成２６年度　振替伝票 管理部財務課長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係（第一） 廃棄

2014年度 財務課 会計伝票 平成２６年度　経費精算関係伝票 管理部財務課長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係（第一） 廃棄

2013年度 財務課 計算証明 平成２５年度　計算証明規則に基づく計算書等 管理部財務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2013年度 財務課 計算証明 平成２５年度　契約一覧表（収入） 管理部財務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2013年度 財務課 計算証明 平成２５年度　契約一覧表（支出／物品・役務） 管理部財務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄
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2013年度 財務課 計算証明 平成２５年度　契約一覧表（支出／物品・役務②） 管理部財務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2013年度 財務課 計算証明 平成２５年度　契約一覧表（支出／工事） 管理部財務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2013年度 財務課 計算証明 平成２５年度　契約一覧表（支出／工事②） 管理部財務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2013年度 財務課 決算 平成２４年度　財務諸表根拠資料 管理部財務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2013年度 財務課 財務諸表 平成２５年度　財務諸表 管理部財務課長 2014/4/1 永久
電子媒体：共有
サーバー内

共有サーバー内 総務部財務課長 総務部財務課財務係

2013年度 財務課 会計伝票 平成２５年度　総勘定元帳 管理部財務課長 2014/4/1 永久
電子媒体：共有
サーバー内

共有サーバー内 総務部財務課長 総務部財務課財務係

2013年度 財務課 決算 平成２５年度　月次決算 管理部財務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2013年度 財務課 会計検査・監査 平成２５年度　学内監査 管理部財務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2013年度 財務課 会計検査・監査 平成２５年度　監査法人関係綴り 管理部財務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2013年度 財務課 会議 平成２５年度　財務・施設管理室会議 管理部財務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2013年度 財務課 予算 ２５概算要求関係 管理部財務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課予算係 廃棄

2012年度 財務課 財務諸表 平成２４年度　財務諸表 管理部財務課長 2013/4/1 永久
電子媒体：共有
サーバー内

共有サーバー内 総務部財務課長 総務部財務課財務係

2012年度 財務課 会計伝票 平成２４年度　総勘定元帳 管理部財務課長 2013/4/1 永久
電子媒体：共有
サーバー内

共有サーバー内 総務部財務課長 総務部財務課財務係

2012年度 財務課 予算 ２４概算要求関係 管理部財務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課予算係 廃棄

2012年度 財務課 予算 ２４施設整備費補助金 管理部財務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課予算係 廃棄

2012年度 財務課 科学研究費補助金 平成２４年度　科学研究費補助金収支簿 管理部財務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2012年度 財務課 （その他） 振込依頼書 管理部財務課長 2013/4/1 常用（無期限） 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係

2012年度 財務課 決算 平成２３年度　財務諸表根拠資料 管理部財務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2012年度 財務課 決算 平成２４年度　月次決算 管理部財務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2012年度 財務課 計算証明 平成２４年度　契約一覧表（支出／物品・役務） 管理部財務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2012年度 財務課 計算証明 平成２４年度　契約一覧表（支出／物品・役務②） 管理部財務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2012年度 財務課 計算証明 平成２４年度　契約一覧表（支出／工事） 管理部財務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2012年度 財務課 計算証明 平成２４年度　契約一覧表（支出／工事②） 管理部財務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2012年度 財務課 計算証明 平成２４年度　契約一覧表（収入） 管理部財務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2012年度 財務課 計算証明 平成２４年度　計算証明規則に基づく計算書等 管理部財務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2012年度 財務課 会計検査・監査 平成２４年度　監査法人関係綴り 管理部財務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2012年度 財務課 会議 平成２４年度　財務・施設管理室会議 管理部財務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2012年度 財務課 会計検査・監査 平成２４年度　学内監査 管理部財務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2011年度 財務課 財務諸表 平成２３年度　財務諸表 管理部財務課長 2012/4/1 永久
電子媒体：共有
サーバー内

共有サーバー内 総務部財務課長 総務部財務課財務係

2011年度 財務課 会計伝票 平成２３年度　総勘定元帳 管理部財務課長 2012/4/1 永久
電子媒体：共有
サーバー内

共有サーバー内 総務部財務課長 総務部財務課財務係
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2011年度 財務課 （その他） 振込依頼書 管理部財務課長 2012/4/1 常用（無期限） 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係

2011年度 財務課 物品管理 固定資産台帳 管理部財務課長 2012/4/1 常用（無期限）
電子媒体：共有
サーバー内

事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係（第一）

2005年度 財務課 会計規則 取扱いに関する通知文書等 管理部財務課長 2005/4/1 常用（無期限） 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係

2005年度 財務課 会計規則 学内規程関係 管理部財務課長 2005/4/1 常用（無期限） 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係

2021年度 財務課 税金 令和３年度　源泉所得税納税依頼書 総務部財務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2021年度 財務課 会計伝票
令和３年度　入金実績リスト（刊行物・産学・寄附金・財産貸
付・講習料・科研・交付金・その他）

総務部財務課長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2021年度 財務課 会計伝票
令和３年度　入金実績リスト（検定料・入学料・授業料・寄宿
料）

総務部財務課長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2021年度 財務課 会計伝票 令和３年度　入金実績リスト（現金） 総務部財務課長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2021年度 財務課 会計伝票 令和３年度　振替伝票（入出金関係） 総務部財務課長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2021年度 財務課 会計伝票 令和３年度　振替伝票（未収金・収益化・その他） 総務部財務課長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2021年度 財務課 会計伝票 令和３年度　領収書原符 総務部財務課長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2021年度 財務課 債権管理
令和３年度　附属データシート　天高・平高・池高・特支・幼稚
園

総務部財務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2021年度 財務課 収入支出
令和３年度　自動払込受付通知書　天高・平高・池高・特支・
幼稚園

総務部財務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2021年度 財務課 債権管理 令和３年度　授業料送信データ(大学) 総務部財務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2021年度 財務課 債権管理 令和３年度　授業料送信データ(附属) 総務部財務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2021年度 財務課 債権管理 令和３年度　寄宿料送信データ 総務部財務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2021年度 財務課 収入支出
令和３年度　現預金残高報告書/附属預金残高一覧/預り金
報告

総務部財務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2021年度 財務課 債権管理 令和３年度　学生異動届 総務部財務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2021年度 財務課 会計伝票 令和３年度　領収書 総務部財務課長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2021年度 財務課 収入支出 令和３年度　組戻し・変更依頼書 総務部財務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2021年度 財務課 債権管理 令和３年度　返還関係 総務部財務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2021年度 財務課 債権管理 令和３年度　授業料債権管理システム打出資料 総務部財務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2021年度 財務課 債権管理 令和３年度　掲示・督促・免除関係 総務部財務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2021年度 財務課 収入支出 令和３年度　給与データ送信関係 総務部財務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2021年度 財務課 収入支出 令和３年度　振込明細書（給与） 総務部財務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2021年度 財務課 収入支出 令和３年度　振込明細書（一般） 総務部財務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2021年度 財務課 収入支出 令和３年度　非常勤講師振込依頼書 総務部財務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2021年度 財務課 会計伝票 令和３年度　債務計上一覧（支払済明細） 総務部財務課長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2021年度 財務課 収入支出 令和３年度　三菱UFJ銀行　授業料口座振替依頼書 総務部財務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2021年度 財務課 収入支出 令和３年度　三井住友銀行　授業料口座振替依頼書 総務部財務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄
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2021年度 財務課 収入支出 令和３年度　ゆうちょ銀行　授業料口座振替依頼書 総務部財務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2021年度 財務課 収入支出 令和３年度　大阪教育大学基金 総務部財務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2021年度 財務課 会計伝票 普通預金通帳 総務部財務課長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2021年度 財務課 会計伝票 定期預金通帳 総務部財務課長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2021年度 財務課 収入支出 令和３年度　収入・支出予定額　運営費交付金請求書発行 総務部財務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2021年度 財務課 収入支出 令和３年度　資金運用 総務部財務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2021年度 財務課 会計伝票 令和３年度　振替伝票（授業料・入学料） 総務部財務課長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2021年度 共通 学内通知文書 令和３年度　契約一覧表 総務部財務課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2021年度 財務課 収入支出 令和３年度　給与関係 総務部財務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2021年度 財務課 税金 令和３年度　消費税 総務部財務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2021年度 財務課 収入支出 令和３年度　外国送金 総務部財務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2021年度 財務課 収入支出 令和３年度　寄付金受領証明書発行 総務部財務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2021年度 財務課 債権管理 令和３年度　未収金残高報告 総務部財務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2021年度 財務課 予算 令和３年度 概算要求関係 総務部財務課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課予算係 廃棄

2021年度 財務課 学内予算 令和３年 支出予算通知 総務部財務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課予算係 廃棄

2021年度 財務課 調査 令和３年 文科省往復・雑綴 総務部財務課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課予算係 廃棄

2021年度 財務課 学内予算 令和３年 予算振替書 総務部財務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課予算係 廃棄

2021年度 財務課 学内予算 令和３年 予算入力 総務部財務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課予算係 廃棄

2021年度 財務課 学内予算 令和３年度 学内(当初)予算 総務部財務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課予算係 廃棄

2021年度 財務課 税金
令和３年度　給与所得にかかる税金についての（異動等）申請
書　乙欄

総務部財務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2021年度 財務課 旅費 令和３年度　旅費返納 総務部財務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2021年度 財務課 収入支出 令和３年度　報酬等支払調書・給与支払証明書 総務部財務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2021年度 財務課 会計伝票 令和３年度　旅費（運営費交付金等） 総務部財務課長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2021年度 財務課 会計伝票 令和３年度　旅費（科研費・寄附金・補助金） 総務部財務課長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2021年度 財務課 会計伝票 令和３年度　旅費（受託研究・事業） 総務部財務課長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2021年度 財務課 会計伝票 令和３年度　謝金（運営費交付金等） 総務部財務課長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2021年度 財務課 会計伝票 令和３年度　謝金（科研費・寄附金・補助金） 総務部財務課長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2021年度 財務課 会計伝票 令和３年度　謝金（受託研究・事業） 総務部財務課長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2021年度 財務課 会計伝票 令和３年度　交通費立替払 総務部財務課長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2021年度 財務課 会計伝票 令和３年度　経費精算書　奨学金関係 総務部財務課長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄
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2021年度 財務課 会計伝票 令和３年度　経費精算書　役務依頼関係 総務部財務課長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2021年度 財務課 会計伝票 令和３年度　予算執行振替伝票 総務部財務課長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2021年度 財務課 会計伝票 令和３年度　予算執行振替伝票（外部資金） 総務部財務課長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2021年度 財務課 会計伝票 令和３年度　立替経費精算書（運営費交付金等） 総務部財務課長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2021年度 財務課 会計伝票 令和３年度　立替経費精算書（科研費・外部資金） 総務部財務課長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2021年度 財務課 謝礼金 令和３年度　謝金単価協議 総務部財務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2021年度 共通 会議 令和３年度　資産管理室会議 総務部財務課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2021年度 財務課 会計検査・監査 令和３年度  出納責任者等検査 総務部財務課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2021年度 財務課 会計検査・監査 令和３年度　監査法人 総務部財務課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2021年度 財務課 会計伝票 令和３年度　振替伝票 総務部財務課長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2021年度 財務課 会計伝票 令和３年度　振替伝票（預り金） 総務部財務課長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2021年度 財務課 外部資金 令和３年度　預り金報告書等（事務局） 総務部財務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2021年度 財務課 外部資金 令和３年度　預り金報告書等（天小） 総務部財務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2021年度 財務課 外部資金 令和３年度　預り金報告書等（天中・天高） 総務部財務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2021年度 財務課 外部資金 令和３年度　預り金報告書等（池小） 総務部財務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2021年度 財務課 外部資金 令和３年度　預り金報告書等（池中・池高） 総務部財務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2021年度 財務課 外部資金 令和３年度　預り金報告書等（平中・平小） 総務部財務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2021年度 財務課 外部資金 令和３年度　預り金報告書等（平高・特支・幼稚園） 総務部財務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2021年度 財務課 外部資金 令和３年度　プロジェクト入力（科研） 総務部財務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2021年度 財務課 外部資金 令和３年度　プロジェクト入力（その他） 総務部財務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2021年度 財務課 契約（参加資格） 令和３年度　取引停止に関する通知 総務部財務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2021年度 財務課 計算証明 令和３年度　契約一覧表（収入） 総務部財務課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2021年度 財務課 計算証明 令和３年度　契約一覧表（支出/物品・役務） 総務部財務課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2021年度 財務課 計算証明 令和３年度　契約一覧表（支出/工事) 総務部財務課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2021年度 財務課 計算証明 令和３年度　計算証明規則に基づく計算書等 総務部財務課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2021年度 財務課 会計帳簿 令和３年度　総勘定元帳 総務部財務課長 2022/4/1 永久
電子媒体：共有
サーバー内

共有サーバー内 総務部財務課長 総務部財務課財務係

2021年度 財務課 財務諸表 令和３年度　財務諸表 総務部財務課長 2022/4/1 永久
電子媒体：共有
サーバー内

共有サーバー内 総務部財務課長 総務部財務課財務係

2021年度 財務課 決算 令和３年度　財務諸表根拠資料①財務諸表・附属明細書 総務部財務課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2021年度 財務課 決算
令和３年度　財務諸表関係調書・補足資料、決算関係通知・
照会

総務部財務課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2021年度 財務課 決算 令和３年度　月次決算 総務部財務課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄
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2021年度 共通 学内通知 令和３年度　中期目標・中期計画・年度計画 総務部財務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2021年度 共通 学内通知 令和３年度　学内関係（学務部） 総務部財務課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2021年度 共通 学内通知
令和３年度　学内関係（総務部・監査室・広報室・大学改革強
化推進事務室）

総務部財務課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2021年度 共通 学内通知 令和３年度　学内関係（学術部） 総務部財務課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2021年度 共通 その他 令和３年度　職員会館月次報告 総務部財務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2021年度 共通 その他 令和３年度　諸研修・会議 総務部財務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2021年度 共通 調査 令和３年度　他機関報告関係 総務部財務課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2021年度 共通 調査 令和３年度　会計検査院関係 総務部財務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2021年度 共通 服務 令和３年度　勤務時間報告書 総務部財務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2021年度 財務課 外部資金 令和３年度　プロジェクト予算振替 総務部財務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2021年度 財務課 財務会計システム 令和３年度　財務会計システム 総務部財務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2020年度 共通 会議 令和２年度　資産管理室会議 総務部財務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2020年度 財務課 会計検査・監査 令和２年度  出納責任者等検査 総務部財務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2020年度 財務課 会計検査・監査 令和２年度　監査法人 総務部財務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2020年度 財務課 会計伝票 令和２年度　振替伝票 総務部財務課長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2020年度 財務課 会計伝票 令和２年度　振替伝票（預り金） 総務部財務課長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2020年度 財務課 外部資金 令和２年度　預り金報告書等（事務局） 総務部財務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2020年度 財務課 外部資金 令和２年度　預り金報告書等（天小） 総務部財務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2020年度 財務課 外部資金 令和２年度　預り金報告書等（天中・天高） 総務部財務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2020年度 財務課 外部資金 令和２年度　預り金報告書等（池小） 総務部財務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2020年度 財務課 外部資金 令和２年度　預り金報告書等（池中・池高） 総務部財務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2020年度 財務課 外部資金 令和２年度　預り金報告書等（平中・平小） 総務部財務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2020年度 財務課 外部資金 令和２年度　預り金報告書等（平高・特支・幼稚園） 総務部財務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2020年度 財務課 外部資金 令和２年度　プロジェクト入力（科研） 総務部財務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2020年度 財務課 外部資金 令和２年度　プロジェクト入力（その他） 総務部財務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2020年度 財務課 契約（参加資格） 令和２年度　取引停止に関する通知 総務部財務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2020年度 財務課 計算証明 令和２年度　契約一覧表（収入） 総務部財務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2020年度 財務課 計算証明 令和２年度　契約一覧表（支出/物品・役務） 総務部財務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2020年度 財務課 計算証明 令和２年度　契約一覧表（支出/工事) 総務部財務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2020年度 財務課 計算証明 令和２年度　計算証明規則に基づく計算書等 総務部財務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄
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2020年度 財務課 会計帳簿 令和２年度　総勘定元帳 総務部財務課長 2021/4/1 永久
電子媒体：共有
サーバー内

共有サーバー内 総務部財務課長 総務部財務課財務係

2020年度 財務課 財務諸表 令和２年度　財務諸表 総務部財務課長 2021/4/1 永久
電子媒体：共有
サーバー内

共有サーバー内 総務部財務課長 総務部財務課財務係

2020年度 財務課 決算 令和２年度　財務諸表根拠資料①財務諸表・附属明細書 総務部財務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2020年度 財務課 決算
令和２年度　財務諸表関係調書・補足資料、決算関係通知・
照会

総務部財務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2020年度 財務課 決算 令和２年度　月次決算 総務部財務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2020年度 財務課 謝礼金 令和２年度　謝金単価協議 総務部財務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2020年度 共通 学内通知 令和２年度　中期目標・中期計画・年度計画 総務部財務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2020年度 共通 学内通知 令和２年度　学内関係（学務部） 総務部財務課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2020年度 共通 学内通知
令和２年度　学内関係（総務部・監査室・広報室・大学改革強
化推進事務室）

総務部財務課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2020年度 共通 学内通知 令和２年度　学内関係（学術部） 総務部財務課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2020年度 共通 その他 令和２年度　職員会館使用願等 総務部財務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2020年度 共通 その他 令和２年度　職員会館月次報告 総務部財務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2020年度 共通 その他 令和２年度　諸研修・会議 総務部財務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2020年度 共通 調査 令和２年度　他機関報告関係 総務部財務課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2020年度 共通 調査 令和２年度　会計検査院関係 総務部財務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2020年度 共通 服務 令和２年度　勤務時間報告書 総務部財務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2020年度 共通 服務 令和２年度　旅行命令（依頼）簿 総務部財務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2020年度 財務課 外部資金 令和２年度　プロジェクト予算振替 総務部財務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2020年度 財務課 財務会計システム 令和２年度　財務会計システム 総務部財務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2020年度 財務課 会計伝票
令和２年度　入金実績リスト（刊行物・産学・寄附金・財産貸
付・講習料・科研・交付金・その他）

総務部財務課長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2020年度 財務課 会計伝票
令和２年度　入金実績リスト（検定料・入学料・授業料・寄宿
料）

総務部財務課長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2020年度 財務課 会計伝票 令和２年度　入金実績リスト（現金） 総務部財務課長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2020年度 財務課 会計伝票 令和２年度　振替伝票（入出金関係） 総務部財務課長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2020年度 財務課 会計伝票 令和２年度　振替伝票（未収金・収益化・その他） 総務部財務課長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2020年度 財務課 会計伝票 令和２年度　領収書原符 総務部財務課長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2020年度 財務課 債権管理
令和２年度　附属データシート　天高・平高・池高・特支・幼稚
園

総務部財務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2020年度 財務課 収入支出
令和２年度　自動払込受付通知書　天高・平高・池高・特支・
幼稚園

総務部財務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2020年度 財務課 債権管理 令和２年度　授業料送信データ(大学) 総務部財務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2020年度 財務課 債権管理 令和２年度　授業料送信データ(附属) 総務部財務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2020年度 財務課 債権管理 令和２年度　寄宿料送信データ 総務部財務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄
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2020年度 財務課 収入支出
令和２年度　現預金残高報告書/附属預金残高一覧/預り金
報告

総務部財務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2020年度 財務課 債権管理 令和２年度　学生異動届 総務部財務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2020年度 財務課 会計伝票 令和２年度　領収書 総務部財務課長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2020年度 財務課 収入支出 令和２年度　組戻し・変更依頼書 総務部財務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2020年度 財務課 債権管理 令和２年度　返還関係 総務部財務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2020年度 財務課 債権管理 令和２年度　授業料債権管理システム打出資料 総務部財務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2020年度 財務課 債権管理 令和２年度　掲示・督促・免除関係 総務部財務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2020年度 財務課 収入支出 令和２年度　給与データ送信関係 総務部財務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2020年度 財務課 収入支出 令和２年度　振込明細書（給与） 総務部財務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2020年度 財務課 収入支出 令和２年度　振込明細書（一般） 総務部財務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2020年度 財務課 収入支出 令和２年度　非常勤講師振込依頼書 総務部財務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2020年度 財務課 会計伝票 令和２年度　債務計上一覧（支払済明細） 総務部財務課長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2020年度 財務課 収入支出 令和２年度　三菱UFJ銀行　授業料口座振替依頼書 総務部財務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2020年度 財務課 収入支出 令和２年度　三井住友銀行　授業料口座振替依頼書 総務部財務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2020年度 財務課 収入支出 令和２年度　ゆうちょ銀行　授業料口座振替依頼書 総務部財務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2020年度 財務課 収入支出 令和２年度　大阪教育大学基金 総務部財務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2020年度 財務課 会計伝票 普通預金通帳 総務部財務課長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2020年度 財務課 会計伝票 定期預金通帳 総務部財務課長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2020年度 財務課 収入支出 令和２年度　収入・支出予定額　運営費交付金請求書発行 総務部財務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2020年度 財務課 収入支出 令和２年度　資金運用 総務部財務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2020年度 財務課 会計伝票 令和２年度　振替伝票（授業料・入学料） 総務部財務課長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2020年度 共通 学内通知文書 令和２年度　契約一覧表 総務部財務課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2020年度 財務課 収入支出 令和２年度　給与関係 総務部財務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2020年度 財務課 税金 令和２年度　消費税 総務部財務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2020年度 財務課 収入支出 令和２年度　外国送金 総務部財務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2020年度 財務課 収入支出 令和２年度　寄付金受領証明書発行 総務部財務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2020年度 財務課 予算 令和２年度 概算要求関係 総務部財務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課予算係 廃棄

2020年度 財務課 学内予算 令和２年 支出予算通知 総務部財務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課予算係 廃棄

2020年度 共通 調査 令和２年 文科省往復・雑綴 総務部財務課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課予算係 廃棄

2020年度 財務課 学内予算 令和２年 予算振替書 総務部財務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課予算係 廃棄
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2020年度 財務課 学内予算 令和２年 予算入力 総務部財務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課予算係 廃棄

2020年度 財務課 学内予算 令和２年度 学内(当初)予算 総務部財務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課予算係 廃棄

2020年度 財務課 税金
令和２年度　給与所得にかかる税金についての（異動等）申請
書　乙欄

総務部財務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2020年度 財務課 旅費 令和２年度　旅費返納 総務部財務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2020年度 財務課 収入支出 令和２年度　報酬等支払調書・給与支払証明書 総務部財務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2020年度 財務課 会計伝票 令和２年度　旅費（運営費交付金等） 総務部財務課長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2020年度 財務課 会計伝票 令和２年度　旅費（科研費・寄附金・補助金） 総務部財務課長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2020年度 財務課 会計伝票 令和２年度　旅費（受託研究・事業） 総務部財務課長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2020年度 財務課 会計伝票 令和２年度　謝金（運営費交付金等） 総務部財務課長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2020年度 財務課 会計伝票 令和２年度　謝金（科研費・寄附金・補助金） 総務部財務課長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2020年度 財務課 会計伝票 令和２年度　謝金（受託研究・事業） 総務部財務課長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2020年度 財務課 会計伝票 令和２年度　交通費立替払 総務部財務課長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2020年度 財務課 会計伝票 令和２年度　経費精算書　奨学金関係 総務部財務課長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2020年度 財務課 会計伝票 令和２年度　予算執行振替伝票 総務部財務課長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2020年度 財務課 税金 令和２年度　源泉所得税納税依頼書 総務部財務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2019年度 財務課 予算 平成31年度 概算要求関係 総務部財務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課予算係 廃棄

2019年度 財務課 学内予算 平成31年度 支出予算通知 総務部財務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課予算係 廃棄

2019年度 共通 調査 平成31年度 文科省往復・雑綴 総務部財務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課予算係 廃棄

2019年度 財務課 学内予算 平成31年度予算振替書 総務部財務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課予算係 廃棄

2019年度 財務課 学内予算 平成31年度 予算入力 総務部財務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課予算係 廃棄

2019年度 財務課 学内予算 平成31年度 学内(当初)予算 総務部財務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課予算係 廃棄

2019年度 共通 会議 平成31年度　資産管理室会議 総務部財務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2019年度 財務課 会計検査・監査 平成31年度  出納責任者等検査 総務部財務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2019年度 財務課 会計検査・監査 平成31年度　監査法人 総務部財務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2019年度 財務課 会計伝票 平成31年度　振替伝票 総務部財務課長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2019年度 財務課 会計伝票 平成31年度　振替伝票（預り金） 総務部財務課長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2019年度 財務課 外部資金 平成31年度　預り金報告書等（事務局） 総務部財務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2019年度 財務課 外部資金 平成31年度　預り金報告書等（天小） 総務部財務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2019年度 財務課 外部資金 平成31年度　預り金報告書等（天中・天高） 総務部財務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2019年度 財務課 外部資金 平成31年度　預り金報告書等（池小） 総務部財務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄
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2019年度 財務課 外部資金 平成31年度　預り金報告書等（池中・池高） 総務部財務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2019年度 財務課 外部資金 平成31年度　預り金報告書等（平中・平小） 総務部財務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2019年度 財務課 外部資金 平成31年度　預り金報告書等（平高・特支・幼稚園） 総務部財務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2019年度 財務課 外部資金 平成31年度　プロジェクト入力（科研） 総務部財務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2019年度 財務課 外部資金 平成31年度　プロジェクト入力（その他） 総務部財務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2019年度 財務課 契約（参加資格） 平成31年度　取引停止に関する通知 総務部財務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2019年度 財務課 計算証明 平成31年度　契約一覧表（収入） 総務部財務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2019年度 財務課 計算証明 平成31年度　契約一覧表（支出/物品・役務） 総務部財務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2019年度 財務課 計算証明 平成31年度　契約一覧表（支出/工事) 総務部財務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2019年度 財務課 計算証明 平成31年度　計算証明規則に基づく計算書等 総務部財務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2019年度 財務課 会計帳簿 平成31年度　総勘定元帳 総務部財務課長 2020/4/1 永久
電子媒体：共有
サーバー内

共有サーバー内 総務部財務課長 総務部財務課財務係

2019年度 財務課 財務諸表 平成31年度　財務諸表 総務部財務課長 2020/4/1 永久
電子媒体：共有
サーバー内

共有サーバー内 総務部財務課長 総務部財務課財務係

2019年度 財務課 決算 平成31年度　財務諸表根拠資料①財務諸表・附属明細書 総務部財務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2019年度 財務課 決算 平成31年度　財務諸表調査関係　補足資料・円単位データ 総務部財務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2019年度 財務課 決算 平成31年度　月次決算 総務部財務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2019年度 財務課 決算 平成31年度　決算関係通知・照会 総務部財務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2019年度 財務課 謝礼金 平成31年度　謝金単価協議 総務部財務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2019年度 共通 学内通知 平成31年度　中期目標・中期計画・年度計画 総務部財務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2019年度 共通 学内通知 平成31年度　学内関係（学務部） 総務部財務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2019年度 共通 学内通知
平成31年度　学内関係（総務部・監査室・広報室・大学改革強
化推進事務室）

総務部財務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2019年度 共通 学内通知 平成31年度　学内関係（学術部） 総務部財務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2019年度 共通 その他 平成31年度　職員会館使用願等 総務部財務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2019年度 共通 その他 平成31年度　職員会館月次報告 総務部財務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2019年度 共通 その他 平成31年度　諸研修・会議 総務部財務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2019年度 共通 調査 平成31年度　他機関報告関係 総務部財務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2019年度 共通 調査 平成31年度　会計検査院関係 総務部財務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2019年度 共通 服務 平成31年度　勤務時間報告書 総務部財務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2019年度 共通 服務 平成31年度　旅行命令（依頼）簿 総務部財務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2019年度 財務課 外部資金 平成31年度　プロジェクト予算振替 総務部財務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2019年度 財務課 外部資金 平成31年度　クラウドファンディング 総務部財務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

126/398



作成・取得
年度

大分類 中分類
法人文書ファイル名

（小分類）
作成・取得時の

文書管理者
保存期間
の起算日

保存期間
保存期間の
満了する日

媒体の種別 保存場所
現状の

文書管理者
保有担当
係等名称

保存期間が満
了したときの措

置

2019年度 財務課 会計伝票
2019　入金実績リスト（刊行物・産学・寄附金・財産貸付・講習
料・科研・交付金・その他）

総務部財務課長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2019年度 財務課 会計伝票 2019　入金実績リスト（検定料・寄宿料） 総務部財務課長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2019年度 財務課 会計伝票 2019　入金実績リスト（現金） 総務部財務課長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2019年度 財務課 会計伝票 2019　振替伝票（入出金関係） 総務部財務課長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2019年度 財務課 会計伝票 2019　振替伝票（未収金・収益化・その他） 総務部財務課長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2019年度 財務課 会計伝票 2019　領収書原符 総務部財務課長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2019年度 財務課 債権管理 2019　債権発生・消滅通知書 総務部財務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2019年度 財務課 債権管理 2019　附属データシート 総務部財務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2019年度 財務課 収入支出 2019　自動払込受付通知書　天高・平高・池高・特支・幼稚園 総務部財務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2019年度 財務課 債権管理 2019　授業料送信データ(大学) 総務部財務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2019年度 財務課 債権管理 2019　授業料送信データ(附属) 総務部財務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2019年度 財務課 債権管理 2019　寄宿料送信データ 総務部財務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2019年度 財務課 収入支出 2019　現預金残高報告書/附属預金残高一覧/預り金報告 総務部財務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2019年度 財務課 税金
2019　給与所得にかかる税金についての（異動等）申請書　乙
欄

総務部財務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2019年度 財務課 旅費 2019　旅費返納 総務部財務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2019年度 財務課 債権管理 2019　学生異動届 総務部財務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2019年度 財務課 会計伝票 2019　領収書 総務部財務課長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2019年度 財務課 収入支出 2019　組戻し・変更依頼書 総務部財務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2019年度 財務課 債権管理 2019　返還関係 総務部財務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2019年度 財務課 債権管理 2019　授業料債権管理システム打出資料 総務部財務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2019年度 財務課 債権管理 2019　掲示・督促・免除関係 総務部財務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2019年度 財務課 収入支出 2019　給与データ送信関係 総務部財務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2019年度 財務課 収入支出 2019　振込明細書（給与） 総務部財務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2019年度 財務課 収入支出 2019　振込明細書（一般） 総務部財務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2019年度 財務課 収入支出 2019　非常勤講師振込依頼書 総務部財務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2019年度 財務課 収入支出 2019　報酬等支払調書・給与支払証明書 総務部財務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2019年度 財務課 会計伝票 2019　旅費（運営費交付金等） 総務部財務課長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2019年度 財務課 会計伝票 2019　旅費（科研費・寄附金・補助金） 総務部財務課長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2019年度 財務課 会計伝票 2019　旅費（受託研究・事業） 総務部財務課長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2019年度 財務課 会計伝票 2019　謝金（運営費交付金等） 総務部財務課長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄
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2019年度 財務課 会計伝票 2019　謝金（科研費・寄附金・補助金） 総務部財務課長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2019年度 財務課 会計伝票 2019　謝金（受託研究・事業） 総務部財務課長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2019年度 財務課 会計伝票 2019　交通費立替払 総務部財務課長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2019年度 財務課 会計伝票 2019　債務計上一覧（支払済明細） 総務部財務課長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2019年度 財務課 会計伝票 2019　経費精算書　奨学金関係 総務部財務課長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2019年度 財務課 会計伝票 2019　予算執行振替伝票 総務部財務課長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2019年度 財務課 収入支出 2019　三菱UFJ銀行 総務部財務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2019年度 財務課 収入支出 2019　三井住友銀行 総務部財務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2019年度 財務課 収入支出 2019　ゆうちょ銀行 総務部財務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2019年度 財務課 収入支出 2019　大阪教育大学基金 総務部財務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2019年度 財務課 会計伝票 普通預金通帳 総務部財務課長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2019年度 財務課 会計伝票 定期預金通帳 総務部財務課長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2019年度 財務課 収入支出 2019　収入・支出予定額　運営費交付金請求書発行 総務部財務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2019年度 財務課 収入支出 2019　資金運用 総務部財務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2019年度 財務課 会計伝票 2019　振替伝票（授業料・入学料・返還関係） 総務部財務課長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2019年度 共通 学内通知文書 2019　契約一覧表 総務部財務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2019年度 財務課 収入支出 2019　給与関係 総務部財務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2019年度 財務課 税金 2019　源泉所得税納税依頼書 総務部財務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2019年度 財務課 会計伝票 2019　入金実績リスト（入学料・授業料） 総務部財務課長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2019年度 財務課 税金 2019　消費税 総務部財務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2018年度 財務課 会計伝票
平成３０年度　入金実績リスト（刊行物・産学・寄附金・財産貸
付・講習料・科研・交付金・その他）

総務部財務課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2018年度 財務課 会計伝票 平成３０年度　入金実績リスト（検定料・寄宿料） 総務部財務課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2018年度 財務課 会計伝票 平成３０年度　入金実績リスト（現金） 総務部財務課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2018年度 財務課 会計伝票 平成３０年度　振替伝票（入出金関係） 総務部財務課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2018年度 財務課 会計伝票 平成３０年度　振替伝票（未収金・収益化・その他） 総務部財務課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2018年度 財務課 会計伝票 平成３０年度　領収書原符 総務部財務課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2018年度 財務課 債権管理 平成３０年度　債権発生・消滅通知書 総務部財務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2018年度 財務課 会計伝票 平成３０年度　債権計上一覧表・請求書写 総務部財務課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2018年度 財務課 会計伝票 平成３０年度　債務計上一覧表（科研費分担金） 総務部財務課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2018年度 財務課 債権管理 平成３０年度　附属データシート 総務部財務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄
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2018年度 財務課 収入支出
平成３０年度　自動払込受付通知書　天高・平高・池高・特支・
幼稚園

総務部財務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2018年度 財務課 債権管理 平成３０年度　授業料送信データ（大学） 総務部財務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2018年度 財務課 債権管理 平成３０年度　授業料送信データ（附属） 総務部財務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2018年度 財務課 債権管理 平成３０年度　寄宿料送信データ 総務部財務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2018年度 財務課 収入支出
平成３０年度　現預金残高報告書／附属預金残高一覧／預り
金報告

総務部財務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2018年度 財務課 税金
平成３０年度　給与所得にかかる税金についての（異動等）申
請書　乙欄

総務部財務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2018年度 財務課 旅費 平成３０年度　旅費返納 総務部財務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2018年度 財務課 債権管理 平成３０年度　学生異動届 総務部財務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2018年度 財務課 会計伝票 平成３０年度　領収書 総務部財務課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2018年度 財務課 収入支出 平成３０年度　組戻し・変更依頼書 総務部財務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2018年度 財務課 債権管理 平成３０年度　返還関係 総務部財務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2018年度 財務課 債権管理 平成３０年度　授業料債権管理システム打出資料 総務部財務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2018年度 財務課 債権管理 平成３０年度　掲示・督促・免除関係 総務部財務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2018年度 財務課 収入支出 平成３０年度　給与データ送信関係 総務部財務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2018年度 財務課 収入支出 平成３０年度　振込明細書（給与） 総務部財務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2018年度 財務課 収入支出 平成３０年度　振込明細書（一般） 総務部財務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2018年度 財務課 収入支出 平成３０年度　非常勤講師振込依頼書 総務部財務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2018年度 財務課 収入支出 平成３０年度　報酬等支払調書・給与支払証明書 総務部財務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2018年度 財務課 会計伝票 平成３０年度　旅費（運営費交付金等） 総務部財務課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2018年度 財務課 会計伝票 平成３０年度　旅費（科研費　基金） 総務部財務課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2018年度 財務課 会計伝票 平成３０年度　旅費（科研費補助金） 総務部財務課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2018年度 財務課 会計伝票 平成３０年度　旅費（寄附金・補助金・預り金） 総務部財務課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2018年度 財務課 会計伝票 平成３０年度　旅費（受託研究・事業） 総務部財務課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2018年度 財務課 会計伝票 平成３０年度　謝金（運営費交付金等） 総務部財務課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2018年度 財務課 会計伝票 平成３０年度　謝金（科研費　基金） 総務部財務課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2018年度 財務課 会計伝票 平成３０年度　謝金（科研費補助金） 総務部財務課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2018年度 財務課 会計伝票 平成３０年度　謝金（寄附金・補助金・預り金） 総務部財務課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2018年度 財務課 会計伝票 平成３０年度　謝金（受託研究・事業） 総務部財務課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2018年度 財務課 会計伝票 平成３０年度　交通費立替払 総務部財務課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2018年度 財務課 会計伝票 平成３０年度　債務計上一覧（支払済明細） 総務部財務課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄
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2018年度 財務課 会計伝票 平成３０年度　経費精算書　奨学金関係 総務部財務課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2018年度 財務課 会計伝票 平成３０年度　予算執行振替伝票 総務部財務課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2018年度 財務課 収入支出 平成３０年度　三菱ＵＦＪ銀行 総務部財務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2018年度 財務課 収入支出 平成３０年度　三井住友銀行 総務部財務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2018年度 財務課 収入支出 平成３０年度　ゆうちょ銀行 総務部財務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2018年度 財務課 収入支出 平成３０年度　大阪教育大学基金 総務部財務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2018年度 財務課 会計伝票 普通預金通帳 総務部財務課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2018年度 財務課 会計伝票 定期預金通帳 総務部財務課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2018年度 財務課 収入支出 平成３０年度　収入・支出予定額　運営費交付金請求書発行 総務部財務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2018年度 財務課 収入支出 平成３０年度　資金運用 総務部財務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2018年度 財務課 会計伝票 平成３０年度　振替伝票（授業料・入学料・返還関係） 総務部財務課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2018年度 財務課 会計伝票
平成３０年度　債権計上一覧表（科学研究費補助金・厚生労
働科研）

総務部財務課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2018年度 財務課 収入支出 平成３０年度　給与関係 総務部財務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2018年度 財務課 税金 平成３０年度　源泉所得税納税依頼書 総務部財務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2018年度 財務課 会計伝票 平成３０年度　入金実績リスト（入学料・授業料） 総務部財務課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2018年度 財務課 税金 平成３０年度　消費税 総務部財務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2018年度 財務課 予算 平成３０年度　概算要求関係 総務部財務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課予算係 廃棄

2018年度 財務課 学内予算 平成３０年度　支出予算通知 総務部財務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課予算係 廃棄

2018年度 財務課 学内予算 平成３０年度　予算振替書 総務部財務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課予算係 廃棄

2018年度 財務課 学内予算 平成３０年度　予算入力 総務部財務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課予算係 廃棄

2018年度 財務課 学内予算 平成３０年度　学内（当初）予算 総務部財務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課予算係 廃棄

2018年度 共通 会議 平成３０年度　資産管理室会議 総務部財務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2018年度 財務課 会計検査・監査 平成３０年度　　出納責任者等検査 総務部財務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2018年度 財務課 会計検査・監査 平成３０年度　監査法人 総務部財務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2018年度 財務課 会計伝票 平成３０年度　振替伝票 総務部財務課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2018年度 財務課 会計伝票 平成３０年度　振替伝票（預り金） 総務部財務課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2018年度 財務課 外部資金 平成３０年度　預り金報告書等（事務局） 総務部財務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2018年度 財務課 外部資金 平成３０年度　預り金報告書等（天小） 総務部財務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2018年度 財務課 外部資金 平成３０年度　預り金報告書等（天中・天高） 総務部財務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2018年度 財務課 外部資金 平成３０年度　預り金報告書等（池小） 総務部財務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄
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2018年度 財務課 外部資金 平成３０年度　預り金報告書等（池中・池高） 総務部財務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2018年度 財務課 外部資金 平成３０年度　預り金報告書等（平中・平小） 総務部財務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2018年度 財務課 外部資金 平成３０年度　預り金報告書等（平高・特支・幼稚園） 総務部財務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2018年度 財務課 外部資金 平成３０年度　プロジェクト入力（科研） 総務部財務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2018年度 財務課 外部資金 平成３０年度　プロジェクト入力（その他） 総務部財務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2018年度 財務課 契約（参加資格） 平成３０年度　取引停止に関する通知 総務部財務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2018年度 財務課 計算証明 平成３０年度　契約一覧表（収入） 総務部財務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2018年度 財務課 計算証明 平成３０年度　契約一覧表（支出／物品・役務） 総務部財務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2018年度 財務課 計算証明 平成３０年度　契約一覧表（支出／工事） 総務部財務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2018年度 財務課 計算証明 平成３０年度　計算証明規則に基づく計算書等 総務部財務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2018年度 財務課 会計帳簿 平成３０年度　総勘定元帳 総務部財務課長 2019/4/1 永久
電子媒体：共有
サーバー内

共有サーバー内 総務部財務課長 総務部財務課財務係

2018年度 財務課 財務諸表 平成３０年度　財務諸表 総務部財務課長 2019/4/1 永久
電子媒体：共有
サーバー内

共有サーバー内 総務部財務課長 総務部財務課財務係

2018年度 財務課 決算 平成３０年度　財務諸表根拠資料①財務諸表・附属明細書 総務部財務課長 2019/4/1 10年 2029年3月31日 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2018年度 財務課 決算 平成３０年度　財務諸表根拠資料②決算報告書・事業報告書 総務部財務課長 2019/4/1 10年 2029年3月31日 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2018年度 財務課 決算 平成３０年度　財務諸表調査関係　補足資料・円単位データ 総務部財務課長 2019/4/1 10年 2029年3月31日 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2018年度 財務課 決算 平成３０年度　月次決算 総務部財務課長 2019/4/1 10年 2029年3月31日 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2018年度 財務課 決算 平成３０年度　決算関係通知・照会 総務部財務課長 2019/4/1 10年 2029年3月31日 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2018年度 財務課 謝礼金 平成３０年度　謝金単価協議 総務部財務課長 2019/4/1 5年 2024年3月31日 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2018年度 共通 学内通知 平成２９年度　中期目標・中期計画・年度計画 総務部財務課長 2019/4/1 5年 2024年3月31日 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2018年度 共通 その他 平成３０年度　職員会館使用願等 総務部財務課長 2019/4/1 5年 2024年3月31日 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2018年度 共通 その他 平成３０年度　職員会館月次報告 総務部財務課長 2019/4/1 5年 2024年3月31日 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2018年度 共通 その他 平成３０年度　諸研修・会議 総務部財務課長 2019/4/1 5年 2024年3月31日 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2018年度 共通 調査 平成３０年度　会計検査院関係 総務部財務課長 2019/4/1 5年 2024年3月31日 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2018年度 共通 調査 平成３０年度　会計検査院実地検査 総務部財務課長 2019/4/1 5年 2024年3月31日 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2018年度 共通 服務 平成３０年度　勤務時間報告書 総務部財務課長 2019/4/1 5年 2024年3月31日 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2018年度 共通 服務 平成３０年度　旅行命令（依頼）簿 総務部財務課長 2019/4/1 5年 2024年3月31日 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2018年度 財務課 会計伝票 平成３０年度　債務計上票 総務部財務課長 2019/4/1 8年 2027年3月31日 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係（第二） 廃棄

2018年度 財務課 会計伝票 平成３０年度　予算執行振替伝票 総務部財務課長 2019/4/1 8年 2027年3月31日 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係（第二） 廃棄

2018年度 財務課 会計伝票 平成３０年度　経費精算関係伝票 総務部財務課長 2019/4/1 8年 2027年3月31日 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係（第二） 廃棄

2018年度 財務課 契約（営繕・役務） 平成３０年度　契約伺 総務部財務課長 2019/4/1 5年 2024年3月31日 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係（第二） 廃棄
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2018年度 財務課 物品管理 平成３０年度　公用車運行関係 総務部財務課長 2019/4/1 5年 2024年3月31日 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係（第二） 廃棄

2017年度 共通 会議 平成２９年度　資産管理室会議 総務部財務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2017年度 財務課 会計検査・監査 平成２９年度　　出納責任者等検査 総務部財務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2017年度 財務課 会計検査・監査 平成２９年度　監査法人 総務部財務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2017年度 財務課 会計伝票 平成２９年度　振替伝票 総務部財務課長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2017年度 財務課 会計伝票 平成２９年度　振替伝票（預り金） 総務部財務課長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2017年度 財務課 外部資金 平成２９年度　預り金報告書等（事務局） 総務部財務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2017年度 財務課 外部資金 平成２９年度　預り金報告書等（天小） 総務部財務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2017年度 財務課 外部資金 平成２９年度　預り金報告書等（天中・天高） 総務部財務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2017年度 財務課 外部資金 平成２９年度　預り金報告書等（池小） 総務部財務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2017年度 財務課 外部資金 平成２９年度　預り金報告書等（池中・池高） 総務部財務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2017年度 財務課 外部資金 平成２９年度　預り金報告書等（平中・平小） 総務部財務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2017年度 財務課 外部資金 平成２９年度　預り金報告書等（平高・特支・幼稚園） 総務部財務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2017年度 財務課 外部資金 平成２９年度　預り金報告書等（平高・特支・幼稚園）② 総務部財務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2017年度 財務課 外部資金 平成２９年度　プロジェクト入力（科研） 総務部財務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2017年度 財務課 外部資金 平成２９年度　プロジェクト入力（その他） 総務部財務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2017年度 財務課 契約（参加資格） 平成２９年度　取引停止に関する通知 総務部財務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2017年度 財務課 計算証明 平成２９年度　契約一覧表（収入） 総務部財務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2017年度 財務課 計算証明 平成２９年度　契約一覧表（支出／物品・役務） 総務部財務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2017年度 財務課 計算証明 平成２９年度　契約一覧表（支出／物品・役務）② 総務部財務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2017年度 財務課 計算証明 平成２９年度　契約一覧表（支出／工事） 総務部財務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2017年度 財務課 計算証明 平成２９年度　計算証明規則に基づく計算書等 総務部財務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2017年度 財務課 会計帳簿 平成２９年度　総勘定元帳 総務部財務課長 2018/4/1 永久
電子媒体：共有
サーバー内

共有サーバー内 総務部財務課長 総務部財務課財務係

2017年度 財務課 財務諸表 平成２９年度　財務諸表 総務部財務課長 2018/4/1 永久
電子媒体：共有
サーバー内

共有サーバー内 総務部財務課長 総務部財務課財務係

2017年度 財務課 決算 平成２９年度　財務諸表根拠資料①財務諸表・附属明細書 総務部財務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2017年度 財務課 決算 平成２９年度　財務諸表根拠資料②決算報告書・事業報告書 総務部財務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2017年度 財務課 決算 平成２９年度　財務諸表調査関係　補足資料・円単位データ 総務部財務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2017年度 財務課 決算 平成２９年度　月次決算 総務部財務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2017年度 財務課 決算 平成２９年度　決算関係通知・照会 総務部財務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2017年度 財務課 謝礼金 平成２９年度　謝金単価協議 総務部財務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄
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2017年度 共通 学内通知 平成２８年度　中期目標・中期計画・年度計画 総務部財務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2017年度 共通 その他 平成２９年度　職員会館使用願等 総務部財務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2017年度 共通 その他 平成２９年度　職員会館月次報告 総務部財務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2017年度 共通 その他 平成２９年度　諸研修・会議 総務部財務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2017年度 共通 調査 平成２９年度　会計検査院関係 総務部財務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2017年度 共通 調査 平成２９年度　会計検査院実地検査 総務部財務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2017年度 共通 服務 平成２９年度　勤務時間報告書 総務部財務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2017年度 共通 服務 平成２９年度　旅行命令（依頼）簿 総務部財務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2017年度 財務課 予算 平成２９年度　概算要求関係 総務部財務課長 2018/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課予算係 廃棄

2017年度 財務課 学内予算 平成２９年度　支出予算通知 総務部財務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課予算係 廃棄

2017年度 財務課 学内予算 平成２９年度　予算振替書 総務部財務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課予算係 廃棄

2017年度 財務課 学内予算 平成２９年度　予算入力 総務部財務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課予算係 廃棄

2017年度 財務課 学内予算 平成２９年度　学内（当初）予算 総務部財務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課予算係 廃棄

2017年度 財務課 会計伝票
平成２９年度　入金実績リスト（刊行物・産学・寄附金・財産貸
付・講習料・科研・交付金・その他）

総務部財務課長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2017年度 財務課 会計伝票 平成２９年度　入金実績リスト（検定料・寄宿料） 総務部財務課長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2017年度 財務課 会計伝票 平成２９年度　入金実績リスト（現金） 総務部財務課長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2017年度 財務課 会計伝票 平成２９年度　振替伝票（入出金関係） 総務部財務課長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2017年度 財務課 会計伝票 平成２９年度　振替伝票（未収金・収益化・その他） 総務部財務課長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2017年度 財務課 会計伝票 平成２９年度　領収書原符 総務部財務課長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2017年度 財務課 債権管理 平成２９年度　債権発生・消滅通知書 総務部財務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2017年度 財務課 会計伝票 平成２９年度　債権計上一覧表・請求書写 総務部財務課長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2017年度 財務課 会計伝票 平成２９年度　債務計上一覧表（科研費分担金） 総務部財務課長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2017年度 財務課 債権管理 平成２９年度　附属データシート 総務部財務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2017年度 財務課 収入支出
平成２９年度　自動払込受付通知書　天高・平高・池高・特支・
幼稚園

総務部財務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2017年度 財務課 債権管理 平成２９年度　授業料送信データ（大学） 総務部財務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2017年度 財務課 債権管理 平成２９年度　授業料送信データ（附属） 総務部財務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2017年度 財務課 債権管理 平成２９年度　寄宿料送信データ 総務部財務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2017年度 財務課 収入支出
平成２９年度　現預金残高報告書／附属預金残高一覧／預り
金報告

総務部財務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2017年度 財務課 税金
平成２９年度　給与所得にかかる税金についての（異動等）申
請書　乙欄

総務部財務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2017年度 財務課 旅費 平成２９年度　旅費返納 総務部財務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄
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2017年度 財務課 債権管理 平成２９年度　学生異動届 総務部財務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2017年度 財務課 会計伝票 平成２９年度　領収書 総務部財務課長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2017年度 財務課 収入支出 平成２９年度　組戻し・変更依頼書 総務部財務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2017年度 財務課 債権管理 平成２９年度　返還関係 総務部財務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2017年度 財務課 債権管理 平成２９年度　授業料債権管理システム打出資料 総務部財務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2017年度 財務課 債権管理 平成２９年度　掲示・督促・免除関係 総務部財務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2017年度 財務課 収入支出 平成２９年度　給与データ送信関係 総務部財務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2017年度 財務課 収入支出 平成２９年度　振込明細書（給与） 総務部財務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2017年度 財務課 収入支出 平成２９年度　振込明細書（一般） 総務部財務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2017年度 財務課 収入支出 平成２９年度　非常勤講師振込依頼書 総務部財務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2017年度 財務課 収入支出 平成２９年度　報酬等支払調書・給与支払証明書 総務部財務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2017年度 財務課 会計伝票 平成２９年度　旅費（運営費交付金等） 総務部財務課長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2017年度 財務課 会計伝票 平成２９年度　旅費（科研費　基金） 総務部財務課長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2017年度 財務課 会計伝票 平成２９年度　旅費（科研費補助金） 総務部財務課長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2017年度 財務課 会計伝票 平成２９年度　旅費（寄附金・補助金・預り金） 総務部財務課長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2017年度 財務課 会計伝票 平成２９年度　旅費（受託研究・事業） 総務部財務課長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2017年度 財務課 会計伝票 平成２９年度　謝金（運営費交付金等） 総務部財務課長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2017年度 財務課 会計伝票 平成２９年度　謝金（科研費　基金） 総務部財務課長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2017年度 財務課 会計伝票 平成２９年度　謝金（科研費補助金） 総務部財務課長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2017年度 財務課 会計伝票 平成２９年度　謝金（寄附金・補助金・預り金） 総務部財務課長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2017年度 財務課 会計伝票 平成２９年度　謝金（受託研究・事業） 総務部財務課長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2017年度 財務課 会計伝票 平成２９年度　交通費立替払 総務部財務課長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2017年度 財務課 会計伝票 平成２９年度　債務計上一覧（支払済明細） 総務部財務課長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2017年度 財務課 会計伝票 平成２９年度　経費精算書　奨学金関係 総務部財務課長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2017年度 財務課 会計伝票 平成２９年度　予算執行振替伝票 総務部財務課長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2017年度 財務課 収入支出 平成２９年度　三菱東京ＵＦＪ銀行 総務部財務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2017年度 財務課 収入支出 平成２９年度　三井住友銀行 総務部財務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2017年度 財務課 収入支出 平成２９度　ゆうちょ銀行 総務部財務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2017年度 財務課 収入支出 平成２９年度　大阪教育大学基金 総務部財務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2017年度 財務課 会計伝票 普通預金通帳 総務部財務課長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄
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2017年度 財務課 会計伝票 定期預金通帳 総務部財務課長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2017年度 財務課 収入支出 平成２９年度　収入・支出予定額　運営費交付金請求書発行 総務部財務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2017年度 財務課 収入支出 平成２９年度　資金運用 総務部財務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2017年度 財務課 会計伝票 平成２９年度　振替伝票（授業料・入学料・返還関係） 総務部財務課長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2017年度 財務課 会計伝票
平成２９年度　債権計上一覧表（科学研究費補助金・厚生労
働科研）

総務部財務課長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2017年度 財務課 収入支出 平成２９年度　給与関係 総務部財務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2017年度 財務課 税金 平成２９年度　源泉所得税納税依頼書 総務部財務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2017年度 財務課 会計伝票 平成２９年度　入金実績リスト（入学料・授業料） 総務部財務課長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2017年度 財務課 税金 平成２９年度　消費税 総務部財務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2017年度 財務課 会計伝票 平成２９年度　債務計上票 総務部財務課長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係（第二） 廃棄

2017年度 財務課 会計伝票 平成２９年度　予算執行振替伝票 総務部財務課長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係（第二） 廃棄

2017年度 財務課 会計伝票 平成２９年度　経費精算関係伝票 総務部財務課長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係（第二） 廃棄

2017年度 財務課 契約（営繕・役務） 平成２９年度　契約伺 総務部財務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係（第二） 廃棄

2017年度 財務課 物品管理 平成２９年度　公用車運行関係 総務部財務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係（第二） 廃棄

2016年度 財務課 会計伝票 平成２８年度　債務計上票 総務部財務課長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係（第二） 廃棄

2016年度 財務課 会計伝票 平成２８年度　予算執行振替伝票 総務部財務課長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係（第二） 廃棄

2016年度 財務課 会計伝票 平成２８年度　経費精算関係伝票 総務部財務課長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係（第二） 廃棄

2016年度 共通 会議 平成２８年度　資産管理室会議 総務部財務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2016年度 財務課 会計検査・監査 平成２８年度　　出納責任者等検査 総務部財務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2016年度 財務課 会計検査・監査 平成２８年度　監査法人 総務部財務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2016年度 財務課 会計伝票 平成２８年度　振替伝票 総務部財務課長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2016年度 財務課 会計伝票 平成２８年度　振替伝票（預り金） 総務部財務課長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2016年度 財務課 計算証明 平成２８年度　契約一覧表（収入） 総務部財務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2016年度 財務課 計算証明 平成２８年度　契約一覧表（支出／物品・役務） 総務部財務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2016年度 財務課 計算証明 平成２８年度　契約一覧表（支出／工事） 総務部財務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2016年度 財務課 計算証明 平成２８年度　計算証明規則に基づく計算書等 総務部財務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2016年度 財務課 会計帳簿 平成２８年度　総勘定元帳 総務部財務課長 2017/4/1 永久
電子媒体：共有
サーバー内

共有サーバー内 総務部財務課長 総務部財務課財務係

2016年度 財務課 財務諸表 平成２８年度　財務諸表 総務部財務課長 2017/4/1 永久
電子媒体：共有
サーバー内

共有サーバー内 総務部財務課長 総務部財務課財務係

2016年度 財務課 決算 平成２８年度　財務諸表根拠資料①財務諸表・附属明細書 総務部財務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2016年度 財務課 決算 平成２８年度　財務諸表根拠資料②決算報告書・事業報告書 総務部財務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄
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2016年度 財務課 決算 平成２８年度　財務諸表調査関係　補足資料・円単位データ 総務部財務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2016年度 財務課 決算 平成２８年度　月次決算 総務部財務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2016年度 財務課 決算 平成２８年度　決算関係通知・照会 総務部財務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2016年度 財務課 予算 平成２８年度　概算要求関係 総務部財務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課予算係 廃棄

2016年度 財務課 会計伝票
平成２８年度　入金実績リスト（刊行物・産学・寄附金・財産貸
付・講習料・科研・交付金・その他）

総務部財務課長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2016年度 財務課 会計伝票 平成２８年度　入金実績リスト（寄宿料） 総務部財務課長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2016年度 財務課 会計伝票 平成２８年度　入金実績リスト（現金） 総務部財務課長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2016年度 財務課 会計伝票 平成２８年度　入金実績リスト（検定料） 総務部財務課長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2016年度 財務課 会計伝票 平成２８年度　振替伝票（入出金関係） 総務部財務課長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2016年度 財務課 会計伝票 平成２８年度　振替伝票（未収金・収益化・その他） 総務部財務課長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2016年度 財務課 会計伝票 平成２８年度　領収書原符 総務部財務課長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2016年度 財務課 会計伝票 平成２８年度　債権計上一覧表・請求書写 総務部財務課長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2016年度 財務課 会計伝票 平成２８年度　債務計上一覧表（科研費分担金） 総務部財務課長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2016年度 財務課 会計伝票 平成２８年度　領収書 総務部財務課長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2016年度 財務課 会計伝票 平成２８年度　旅費（運営費交付金等） 総務部財務課長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2016年度 財務課 会計伝票 平成２８年度　旅費（科研費　基金） 総務部財務課長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2016年度 財務課 会計伝票 平成２８年度　旅費（科研費補助金） 総務部財務課長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2016年度 財務課 会計伝票 平成２８年度　旅費（寄附金・補助金・預り金） 総務部財務課長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2016年度 財務課 会計伝票 平成２８年度　旅費（受託研究・事業） 総務部財務課長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2016年度 財務課 会計伝票 平成２８年度　謝金（運営費交付金等） 総務部財務課長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2016年度 財務課 会計伝票 平成２８年度　謝金（科研費　基金） 総務部財務課長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2016年度 財務課 会計伝票 平成２８年度　謝金（科研費補助金） 総務部財務課長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2016年度 財務課 会計伝票 平成２８年度　謝金（寄附金・補助金・預り金） 総務部財務課長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2016年度 財務課 会計伝票 平成２８年度　謝金（受託研究・事業） 総務部財務課長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2016年度 財務課 会計伝票 平成２８年度　交通費立替払 総務部財務課長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2016年度 財務課 会計伝票 平成２８年度　債務計上一覧（支払済明細） 総務部財務課長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2016年度 財務課 会計伝票 平成２８年度　経費精算書　奨学金関係 総務部財務課長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2016年度 財務課 会計伝票 平成２８年度　予算執行振替伝票 総務部財務課長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2016年度 財務課 会計伝票 普通預金通帳 総務部財務課長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2016年度 財務課 会計伝票 定期預金通帳 総務部財務課長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄
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2016年度 財務課 会計伝票 平成２８年度　振替伝票（授業料・入学料・返還関係） 総務部財務課長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2016年度 財務課 会計伝票
平成２８年度　債権計上一覧表（科学研究費補助金・厚生労
働科研）

総務部財務課長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2015年度 財務課 計算証明 平成２７年度　計算証明規則に基づく計算書等 総務部財務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2015年度 財務課 計算証明 平成２７年度　契約一覧表（収入） 総務部財務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2015年度 財務課 計算証明 平成２７年度　契約一覧表（支出／物品・役務） 総務部財務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2015年度 財務課 計算証明 平成２７年度　契約一覧表（支出／物品・役務②） 総務部財務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2015年度 財務課 計算証明 平成２７年度　契約一覧表（支出／工事） 総務部財務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2015年度 財務課 計算証明 平成２７年度　契約一覧表（支出／工事②） 総務部財務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2015年度 財務課 決算 平成２６年度　財務諸表根拠資料 総務部財務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2015年度 財務課 決算 平成２７年度　月次決算 総務部財務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2015年度 財務課 会計伝票 平成２７年度　振替伝票 総務部財務課長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2015年度 財務課 会計伝票 平成２７年度　振替伝票（預り金） 総務部財務課長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2015年度 財務課 会計検査・監査 平成２７年度　出納責任者等検査 総務部財務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2015年度 財務課 会計検査・監査 平成２７年度　監査法人 総務部財務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2015年度 共通 会議 平成２７年度　資産管理室会議 総務部財務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課財務係 廃棄

2015年度 財務課 会計伝票
平成２７年度　入金実績リスト（刊行物・産学・寄附金・財産貸
付・講習料・科研・交付金・その他）

総務部財務課長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2015年度 財務課 会計伝票 平成２７年度　入金実績リスト（寄宿料） 総務部財務課長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2015年度 財務課 会計伝票 平成２７年度　入金実績リスト（現金） 総務部財務課長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2015年度 財務課 会計伝票 平成２７年度　入金実績リスト（検定料） 総務部財務課長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2015年度 財務課 会計伝票 平成２７年度　振替伝票（入出金関係） 総務部財務課長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2015年度 財務課 会計伝票 平成２７年度　振替伝票（未収金・収益化・その他） 総務部財務課長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2015年度 財務課 会計伝票 平成２７年度　領収書原符 総務部財務課長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2015年度 財務課 会計伝票 平成２７年度　債権計上一覧表・請求書写 総務部財務課長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2015年度 財務課 会計伝票
平成２７年度　債務計上票一覧表（科学研究費補助金・厚労
科研）

総務部財務課長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2015年度 財務課 会計伝票 平成２７年度　領収書 総務部財務課長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2015年度 財務課 会計伝票 平成２７年度　債務計上一覧（支払済明細） 総務部財務課長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2015年度 財務課 会計伝票 平成２７年度　経費精算書　奨学金関係 総務部財務課長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2015年度 財務課 会計伝票 平成２７年度　予算執行振替伝票 総務部財務課長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課経理係 廃棄

2015年度 財務課 会計伝票 普通預金通帳 総務部財務課長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄

2015年度 財務課 会計伝票 定期預金通帳 総務部財務課長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課出納係 廃棄
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2015年度 財務課 会計伝票 平成２７年度　債務計上票 総務部財務課長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係（第二） 廃棄

2015年度 財務課 会計伝票 平成２７年度　予算執行振替伝票 総務部財務課長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係（第二） 廃棄

2015年度 財務課 会計伝票 平成２７年度　経費精算関係伝票 総務部財務課長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係（第二） 廃棄

2015年度 財務課 会計伝票 平成２７年度　債務計上票 総務部財務課長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係（第一） 廃棄

2015年度 財務課 会計伝票 平成２７年度　予算執行振替伝票 総務部財務課長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係（第一） 廃棄

2015年度 財務課 会計伝票 平成２７年度　振替伝票 総務部財務課長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係（第一） 廃棄

2015年度 財務課 会計伝票 平成２７年度　経費精算関係伝票 総務部財務課長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係（第一） 廃棄

2015年度 財務課 予算 平成２７年度　概算要求関係 総務部財務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課予算係 廃棄

2015年度 財務課 予算 平成２７年度　大学改革強化推進事業本部 総務部財務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課予算係 廃棄

2021年度 財務課 会計伝票 令和３年度　振替伝票 総務部財務課長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 事務局棟２階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係 廃棄

2021年度 財務課 会計伝票 令和３年度　経費精算関係伝票 総務部財務課長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 事務局棟２階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係 廃棄

2021年度 財務課 会計伝票 令和３年度　固定資産・少額備品・換金性の高い物品関係 総務部財務課長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 事務局棟２階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係 廃棄

2021年度 財務課 会計伝票 令和３年度　債務計上票 総務部財務課長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 事務局棟２階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係 廃棄

2021年度 財務課 会計伝票 令和３年度　予算執行振替伝票 総務部財務課長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 事務局棟２階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係 廃棄

2021年度 財務課 調査 令和３年度　環境配慮契約法・グリーン購入法 総務部財務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟２階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係 廃棄

2021年度 財務課 調査 令和３年度　障害者優先調達推進法 総務部財務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟２階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係 廃棄

2021年度 財務課 調査 令和３年度　アルコール事業法 総務部財務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟２階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係 廃棄

2021年度 財務課 契約（物品） 令和３年度　契約伺 総務部財務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟２階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係 廃棄

2021年度 財務課 契約（営繕・役務） 令和３年度　契約伺 総務部財務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟２階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係 廃棄

2021年度 財務課 物品管理 令和３年度　公用車運行関係 総務部財務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟２階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係 廃棄

2020年度 財務課 会計伝票 令和２年度　振替伝票 総務部財務課長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 事務局棟２階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係（第一） 廃棄

2020年度 財務課 会計伝票 令和２年度　経費精算関係伝票 総務部財務課長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 事務局棟２階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係（第一） 廃棄

2020年度 財務課 会計伝票 令和２年度　固定資産・少額備品・換金性の高い物品関係 総務部財務課長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 事務局棟２階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係（第一） 廃棄

2020年度 財務課 会計伝票 令和２年度　債務計上票 総務部財務課長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 事務局棟２階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係（第一） 廃棄

2020年度 財務課 会計伝票 令和２年度　予算執行振替伝票 総務部財務課長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 事務局棟２階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係（第一） 廃棄

2020年度 共通 調査 令和２年度　環境配慮契約法・グリーン購入法 総務部財務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係（第一） 廃棄

2020年度 共通 調査 令和２年度　障害者優先調達推進法 総務部財務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係（第一） 廃棄

2020年度 共通 調査 令和２年度　アルコール事業法 総務部財務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係（第一） 廃棄

2020年度 財務課 契約 令和２年度　契約伺 総務部財務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係（第一） 廃棄

2020年度 財務課 会計伝票 令和２年度　債務計上票 総務部財務課長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 事務局棟２階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係（第二） 廃棄
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2020年度 財務課 会計伝票 令和２年度　予算執行振替伝票 総務部財務課長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 事務局棟２階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係（第二） 廃棄

2020年度 財務課 会計伝票 令和２年度　経費精算関係伝票 総務部財務課長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 事務局棟２階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係（第二） 廃棄

2020年度 財務課 契約（営繕・役務） 令和２年度　契約伺 総務部財務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係（第二） 廃棄

2020年度 財務課 物品管理 令和２年度　公用車運行関係 総務部財務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係（第二） 廃棄

2019年度 財務課 会計伝票 平成31年度　債務計上票 総務部財務課長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 事務局棟２階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係（第二） 廃棄

2019年度 財務課 会計伝票 平成31年度　予算執行振替伝票 総務部財務課長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 事務局棟２階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係（第二） 廃棄

2019年度 財務課 会計伝票 平成31年度　経費精算関係伝票 総務部財務課長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 事務局棟２階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係（第二） 廃棄

2019年度 財務課 契約（営繕・役務） 平成31年度　契約伺 総務部財務課長 2020/4/1 5年 2028/3/31 紙 事務局棟２階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係（第二） 廃棄

2019年度 財務課 物品管理 平成31年度　公用車運行関係 総務部財務課長 2020/4/1 5年 2028/3/31 紙 事務局棟２階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係（第二） 廃棄

2019年度 財務課 会計伝票 平成３１年度　振替伝票 総務部財務課長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 事務局棟２階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係（第一） 廃棄

2019年度 財務課 会計伝票 平成３１年度　経費精算関係伝票 総務部財務課長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 事務局棟２階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係（第一） 廃棄

2019年度 財務課 会計伝票 平成３１年度　固定資産・少額備品・換金性の高い物品関係 総務部財務課長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 事務局棟２階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係（第一） 廃棄

2019年度 財務課 会計伝票 平成３１年度　債務計上票 総務部財務課長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 事務局棟２階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係（第一） 廃棄

2019年度 財務課 会計伝票 平成３１年度　予算執行振替伝票 総務部財務課長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 事務局棟２階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係（第一） 廃棄

2019年度 共通 調査 平成３１年度　環境配慮契約法・グリーン購入法 総務部財務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係（第一） 廃棄

2019年度 共通 調査 平成３１年度　障害者優先調達推進法 総務部財務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係（第一） 廃棄

2019年度 共通 調査 平成３１年度　アルコール事業法 総務部財務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係（第一） 廃棄

2019年度 財務課  契約（物品） 平成３１年度　契約伺 総務部財務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係（第一） 廃棄

2018年度 財務課 契約（営繕・役務） 平成３０年度　契約伺 総務部財務課長 2019/4/1 5年 2024年3月31日 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係（第一） 廃棄

2018年度 財務課 契約（物品） 平成３０年度　契約伺 総務部財務課長 2019/4/1 5年 2024年3月31日 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係（第一） 廃棄

2018年度 財務課 会計伝票 平成３０年度　債務計上票 総務部財務課長 2019/4/1 8年 2027年3月31日 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係（第一） 廃棄

2018年度 財務課 会計伝票 平成３０年度　予算執行振替伝票 総務部財務課長 2019/4/1 8年 2027年3月31日 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係（第一） 廃棄

2018年度 財務課 会計伝票 平成３０年度　振替伝票 総務部財務課長 2019/4/1 8年 2027年3月31日 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係（第一） 廃棄

2018年度 財務課 会計伝票 平成３０年度　経費精算関係伝票 総務部財務課長 2019/4/1 8年 2027年3月31日 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係（第一） 廃棄

2018年度 財務課 契約（物品） 平成３０年度　単価契約 総務部財務課長 2019/4/1 5年 2024年3月31日 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係（第二） 廃棄

2018年度 共通 調査 平成３０年度　環境配慮契約法・グリーン購入法 総務部財務課長 2019/4/1 5年 2024年3月31日 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係（第一） 廃棄

2018年度 共通 調査 平成３０年度　障害者優先調達推進法 総務部財務課長 2019/4/1 5年 2024年3月31日 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係（第一） 廃棄

2018年度 共通 調査 平成３０年度　アルコール事業法 総務部財務課長 2019/4/1 5年 2024年3月31日 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係（第一） 廃棄

2018年度 財務課 会計伝票 平成３０年度　固定資産・少額備品・換金性の高い物品関係 総務部財務課長 2019/4/1 8年 2027年3月31日 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係（第一） 廃棄

2018年度 共通 調査 平成３０年度　官公需 総務部財務課長 2019/4/1 5年 2024年3月31日 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係（第二） 廃棄
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2017年度 財務課 契約（物品） 平成３０年度　定期刊行物 総務部財務課長 2019/4/1 5年 2024年3月31日 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係（第二） 廃棄

2017年度 財務課 契約（物品） 平成２９年度　契約伺 総務部財務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係（第一） 廃棄

2017年度 財務課 会計伝票 平成２９年度　債務計上票 総務部財務課長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係（第一） 廃棄

2017年度 財務課 会計伝票 平成２９年度　予算執行振替伝票 総務部財務課長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係（第一） 廃棄

2017年度 財務課 会計伝票 平成２９年度　振替伝票 総務部財務課長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係（第一） 廃棄

2017年度 財務課 会計伝票 平成２９年度　経費精算関係伝票 総務部財務課長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係（第一） 廃棄

2017年度 財務課 契約（物品） 平成２９年度　単価契約 総務部財務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係（第一） 廃棄

2017年度 財務課 契約（物品） 平成２９年度　定期刊行物 総務部財務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係（第二） 廃棄

2017年度 共通 調査 平成２９年度　官公需 総務部財務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係（第二） 廃棄

2017年度 共通 調査 平成２９年度　環境配慮契約法・グリーン購入法 総務部財務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係（第一） 廃棄

2017年度 共通 調査 平成２９年度　障害者優先調達推進法 総務部財務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係（第一） 廃棄

2017年度 共通 調査 平成２９年度　アルコール事業法 総務部財務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係（第一） 廃棄

2017年度 財務課 会計伝票 平成２９年度　固定資産・少額備品・換金性の高い物品関係 総務部財務課長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係（第一） 廃棄

2016年度 財務課 会計伝票 平成２８年度　債務計上票 総務部財務課長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係（第一） 廃棄

2016年度 財務課 会計伝票 平成２８年度　予算執行振替伝票 総務部財務課長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係（第一） 廃棄

2016年度 財務課 会計伝票 平成２８年度　振替伝票 総務部財務課長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係（第一） 廃棄

2016年度 財務課 会計伝票 平成２８年度　経費精算関係伝票 総務部財務課長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 事務局棟2階財務課室内 総務部財務課長 総務部財務課契約係（第一） 廃棄

2021年度 施設課 契約（工事） 令和3年度－１度契約類電気 施設課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2021年度 施設課 契約（工事） 令和3年度－１契約書類建築 施設課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2021年度 施設課 契約（工事） 令和3年度－２契約書類建築 施設課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2021年度 施設課 契約（工事） 令和3年度－３契約書類建築 施設課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2021年度 施設課 契約（工事） 令和3年度－４契約書類建築 施設課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2021年度 施設課 契約（工事） 令和3年度－1契約書類機械 施設課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2021年度 施設課 契約（工事） 令和3年度－2契約書類機械 施設課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2021年度 施設課 契約（工事） 令和3年度－3契約書類機械 施設課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟３階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2021年度 施設課 契約（工事） 令和3年度－4契約書類機械 施設課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟３階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2021年度 施設課 契約（工事） 令和3年度－１契約書類企画 施設課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2021年度 施設課 契約（工事） 令和3年度－１契約伺 施設課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2021年度 施設課 契約（工事） 令和3年度－２契約伺 施設課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2021年度 施設課 契約（工事） 令和3年度－３契約伺 施設課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄
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2021年度 施設課 契約（工事） 令和3年度－４契約伺 施設課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2021年度 施設課 契約（工事） 令和3年度－５契約伺 施設課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2021年度 施設課 契約（工事） 令和3年度－６契約伺 施設課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2021年度 施設課 契約（工事） 令和3年度－７契約伺 施設課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2021年度 施設課 契約（工事） 令和3年度－８契約伺 施設課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2021年度 施設課 契約（工事） 令和3年度－９契約伺 施設課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2021年度 施設課 契約（工事） 令和3年度随意契約伺 施設課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2021年度 施設課 契約（工事） 令和3年度工事設計成績評定通知書 施設課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2021年度 施設課 服務 令和3年度勤務時間記録簿・勤務時間報告書 施設課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2021年度 施設課 通達等 令和3年度4～9月文部科学省通達通知 施設課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2021年度 施設課 通達等 令和3年度10～3月文部科学省通達通知 施設課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2021年度 施設課 予算 令和4年度概算要求 施設課長 2022/4/1 30年 2051/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2021年度 施設課 施設整備 令和3年度施設整備補助金 施設課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2021年度 施設課 施設実態報告 令和3年度施設実態報告 施設課長 2022/4/1 30年 2052/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2021年度 施設課 学内通知文書 令和3年度財務課・監査室 施設課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2021年度 施設課 学内通知文書 令和3年度学務部・人事課・附属学校課・総務企画課 施設課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2021年度 施設課 学内通知文書 令和3年度その他学内・その他学外 施設課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2021年度 施設課 資産管理 令和3年度固定資産増減関係（寄附） 施設課長 2022/4/1 30年 2052/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2021年度 施設課 資産管理 令和3年度寄付関係 施設課長 2022/4/1 30年 2052/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2021年度 施設課 保険 令和3年度国立大学法人総合損害保険 施設課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2021年度 施設課 資産管理 令和3年度全学共用スペース関係 施設課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2021年度 施設課 資産管理 令和3年度債務計上関係 施設課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2021年度 施設課 資産管理 令和3年度債権計上関係① 施設課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2021年度 施設課 資産管理 令和3年度固定資産長期貸付許可関係 施設課長
未定（期間満了
後）

5年 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2021年度 施設課 資産管理 令和3年度固定資産一時貸付許可関係① 施設課長
未定（期間満了
後）

5年 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2021年度 施設課 資産管理 令和3年度固定資産増減関係① 施設課長 2022/4/1 30年 2052/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2021年度 施設課 資産管理 令和3年度固定資産増減関係② 施設課長 2022/4/1 30年 2052/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2021年度 施設課 資産管理 令和3年度固定資産増減関係③ 施設課長 2022/4/1 30年 2052/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2021年度 施設課 警備 令和3年度警備日誌（前期） 施設課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2021年度 施設課 警備 令和3年度警備日誌（後期） 施設課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄
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2021年度 施設課 資産管理 令和3年度池田宿舎業務日誌 施設課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2021年度 施設課 資産管理 令和3年度山本宿舎業務日誌 施設課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2021年度 施設課 資産管理 令和3年度山本宿舎報告関係 施設課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2020年度 施設課 資産管理 令和２年度固定資産増減関係（寄附） 施設課長 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2020年度 施設課 資産管理 令和２年度寄付関係 施設課長 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2020年度 施設課 保険 令和２年度国立大学法人総合損害保険 施設課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2020年度 施設課 資産管理 令和２年度全学共用スペース関係 施設課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2020年度 施設課 資産管理 令和２年度債務計上関係 施設課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2020年度 施設課 資産管理 令和２年度債権計上関係① 施設課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2020年度 施設課 資産管理 令和２年度固定資産長期貸付許可関係 施設課長
未定（期間満了
後）

5年 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2020年度 施設課 資産管理 令和２年度固定資産一時貸付許可関係① 施設課長
未定（期間満了
後）

5年 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2020年度 施設課 資産管理 令和２年度固定資産増減関係① 施設課長 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2020年度 施設課 資産管理 令和２年度固定資産増減関係② 施設課長 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2020年度 施設課 資産管理 令和２年度固定資産増減関係③ 施設課長 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2020年度 施設課 警備 令和２年度警備日誌（前期） 施設課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2020年度 施設課 警備 令和２年度警備日誌（後期） 施設課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2020年度 施設課 資産管理 令和２年度池田宿舎業務日誌 施設課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2020年度 施設課 資産管理 令和２年度山本宿舎業務日誌 施設課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2020年度 施設課 資産管理 令和２年度山本宿舎報告関係 施設課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2020年度 施設課 契約（工事） 令和2年度－１度契約類電気 施設課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2020年度 施設課 契約（工事） 令和2年度－2契約書類電気 施設課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2020年度 施設課 契約（工事） 令和2年度－１契約書類建築 施設課長 2021/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2020年度 施設課 契約（工事） 令和2年度－２契約書類建築 施設課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2020年度 施設課 契約（工事） 令和2年度－３契約書類建築 施設課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2020年度 施設課 契約（工事） 令和2年度－４契約書類建築 施設課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2020年度 施設課 契約（工事） 令和2年度－5契約書類建築 施設課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2020年度 施設課 契約（工事） 令和2年度－1契約書類機械 施設課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2020年度 施設課 契約（工事） 令和2年度－2契約書類機械 施設課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2020年度 施設課 契約（工事） 令和2年度－3契約書類機械 施設課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2020年度 施設課 契約（工事） 令和2年度－4契約書類機械 施設課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄
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2020年度 施設課 契約（工事） 令和2年度－１契約書類企画 施設課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2020年度 施設課 契約（工事） 令和2年度－１契約伺 施設課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2020年度 施設課 契約（工事） 令和2年度－２契約伺 施設課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2020年度 施設課 契約（工事） 令和2年度－３契約伺 施設課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2020年度 施設課 契約（工事） 令和2年度－４契約伺 施設課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2020年度 施設課 契約（工事） 令和2年度－５契約伺 施設課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2020年度 施設課 契約（工事） 令和2年度－６契約伺 施設課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2020年度 施設課 契約（工事） 令和2年度－７契約伺 施設課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2020年度 施設課 契約（工事） 令和2年度－８契約伺 施設課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2020年度 施設課 契約（工事） 令和2年度－９契約伺 施設課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2020年度 施設課 契約（工事） 令和2年度－１０契約伺 施設課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2020年度 施設課 契約（工事） 令和2年度－１１契約伺 施設課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2020年度 施設課 契約（工事） 令和2年度－１２契約伺 施設課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2020年度 施設課 契約（工事） 令和2年度－１３契約伺 施設課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2020年度 施設課 契約（工事） 令和2年度－１４契約伺 施設課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2020年度 施設課 契約（工事） 令和2年度－１５契約伺 施設課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2020年度 施設課 契約（工事） 令和2年度－１６契約伺 施設課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2020年度 施設課 契約（工事） 令和2年度随意契約 施設課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2020年度 施設課 契約（工事） 令和2年度工事設計成績評定通知書 施設課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2020年度 施設課 服務 令和2年度勤務時間記録簿・勤務時間報告書 施設課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2020年度 施設課 服務 令和2年度休暇簿 施設課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2020年度 施設課 服務 令和2年度旅行命令簿 施設課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2020年度 施設課 通達等 令和2年度4～9月文部科学省通達通知 施設課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2020年度 施設課 通達等 令和2年度10～３月文部科学省通達通知 施設課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2020年度 施設課 予算 令和3年度概算要求 施設課長 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2020年度 施設課 施設整備 令和2年度施設整備補助金 施設課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2020年度 施設課 施設実態報告 令和2年度施設実態報告 施設課長 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2020年度 施設課 学内通知文書 令和2年度財務課・監査室 施設課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2020年度 施設課 学内通知文書 令和2年度学務部・人事課・附属学校課・総務企画課 施設課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2020年度 施設課 学内通知文書 令和2年度その他学内・その他学外 施設課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄
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2019年度 施設課 服務 旅行命令簿令和元年度 施設課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2019年度 施設課 施設整備 施設整備補助金令和元年度 施設課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2019年度 施設課 施設実態報告 施設実態報告令和元年度 施設課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2019年度 施設課 契約（工事） 契約書類電気令和元年度－１ 施設課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2019年度 施設課 契約（工事） 契約書類建築令和元年度－１ 施設課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2019年度 施設課 契約（工事） 契約書類建築令和元年度－２ 施設課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2019年度 施設課 契約（工事） 契約書類建築令和元年度－３ 施設課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2019年度 施設課 契約（工事） 契約書類建築令和元年度－４ 施設課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2019年度 施設課 契約（工事） 契約書類機械令和元年度－1 施設課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2019年度 施設課 契約（工事） 契約書類機械令和元年度－2 施設課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2019年度 施設課 契約（工事） 契約書類企画令和元年度－１ 施設課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2019年度 施設課 契約（工事） 契約伺令和元年度－１ 施設課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2019年度 施設課 契約（工事） 契約伺令和元年度－２ 施設課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2019年度 施設課 契約（工事） 契約伺令和元年度－３ 施設課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2019年度 施設課 契約（工事） 契約伺令和元年度－４ 施設課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2019年度 施設課 契約（工事） 契約伺令和元年度－５ 施設課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2019年度 施設課 契約（工事） 契約伺令和元年度－６ 施設課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2019年度 施設課 契約（工事） 契約伺令和元年度－７ 施設課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2019年度 施設課 契約（工事） 契約伺令和元年度－８ 施設課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2019年度 施設課 契約（工事） 契約伺令和元年度－９ 施設課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2019年度 施設課 契約（工事） 契約伺令和元年度－１０ 施設課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2019年度 施設課 契約（工事） 契約伺令和元年度－１１ 施設課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2019年度 施設課 契約（工事） 契約伺令和元年度－１２ 施設課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2019年度 施設課 契約（工事） 契約伺令和元年度－１３ 施設課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2019年度 施設課 契約（工事） 契約伺令和元年度－１４ 施設課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2019年度 施設課 契約（工事） 契約伺令和元年度－１５ 施設課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2019年度 施設課 契約（工事） 契約伺令和元年度－１６ 施設課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2019年度 施設課 契約（工事） 契約伺令和元年度－１７ 施設課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2019年度 施設課 契約（工事） 契約伺令和元年度－１８ 施設課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2019年度 施設課 服務 勤務時間記録簿・勤務時間報告書令和元年度 施設課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄
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2019年度 施設課 服務 休暇簿令和元年度 施設課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2019年度 施設課 学内通知文書 学務部・人事課・附属学校課・総務企画課令和元年度 施設課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2019年度 施設課 予算 概算要求令和元年度 施設課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2019年度 施設課 通達等 文部科学省通達通知令和元年度4～9月 施設課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2019年度 施設課 通達等 文部科学省通達通知令和元年度10～３月 施設課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2019年度 施設課 学内通知文書 その他学内令和元年度 施設課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2019年度 施設課 その他 その他学外令和元年度 施設課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2019年度 施設課 契約（工事） 令和元年度設計業務随意契約 施設課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2019年度 施設課 契約（工事） 令和元年度工事設計成績評定通知書 施設課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2019年度 施設課 学内通知文書 財務課・監査室令和元年度 施設課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2019年度 施設課 予算 概算要求令和２年度 施設課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2019年度 施設課 契約（工事） 契約書類機械令和元年度－3 施設課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2019年度 施設課 契約（工事） 契約伺令和元年度－１９ 施設課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2019年度 施設課 契約（工事） 契約伺令和元年度－２０ 施設課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟４階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2019年度 施設課 契約（工事） 契約伺令和元年度－２１ 施設課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟５階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2019年度 施設課 資産管理 令和元年度固定資産増減関係（寄附） 施設課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2019年度 施設課 資産管理 令和元年度寄付関係 施設課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2019年度 施設課 保険 令和元年度国立大学法人総合損害保険 施設課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2019年度 施設課 資産管理 令和元年度全学共用スペース関係 施設課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2019年度 施設課 資産管理 令和元年度債務計上関係 施設課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2019年度 施設課 資産管理 令和元年度債権計上関係① 施設課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2019年度 施設課 資産管理 令和元年度債権計上関係② 施設課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2019年度 施設課 資産管理 令和元年度固定資産長期貸付許可関係 施設課長
未定（期間満了
後）

5年 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2019年度 施設課 資産管理 令和元年度固定資産一時貸付許可関係① 施設課長
未定（期間満了
後）

5年 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2019年度 施設課 資産管理 令和元年度固定資産一時貸付許可関係② 施設課長
未定（期間満了
後）

5年 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2019年度 施設課 資産管理 令和元年度固定資産一時貸付許可関係③ 施設課長
未定（期間満了
後）

5年 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2019年度 施設課 資産管理 令和元年度固定資産一時貸付許可関係④ 施設課長
未定（期間満了
後）

5年 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2019年度 施設課 資産管理 令和元年度固定資産一時貸付許可関係⑤ 施設課長
未定（期間満了
後）

5年 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2019年度 施設課 資産管理 令和元年度固定資産増減関係① 施設課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2019年度 施設課 資産管理 令和元年度固定資産増減関係② 施設課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄
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2019年度 施設課 資産管理 令和元年度固定資産増減関係③ 施設課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2019年度 施設課 資産管理 令和元年度池田宿舎業務日誌 施設課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2019年度 施設課 資産管理 令和元年度山本宿舎業務日誌 施設課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2019年度 施設課 資産管理 令和元年度山本宿舎報告関係 施設課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2019年度 施設課 警備 令和元年度警備日誌（前期） 施設課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2019年度 施設課 警備 令和元年度警備日誌（後期） 施設課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2018年度 施設課 服務 旅行命令簿Ｈ３０ 施設課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2018年度 施設課 施設整備 施設整備補助金Ｈ３０ 施設課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2018年度 施設課 施設実態報告 施設実態報告Ｈ３０ 施設課長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2018年度 施設課 学内通知文書 財務課Ｈ３０ 施設課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2018年度 施設課 契約（工事） 契約書類電気Ｈ３０－１ 施設課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2018年度 施設課 契約（工事） 契約書類企画Ｈ３０－１ 施設課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2018年度 施設課 契約（工事） 契約書類建築Ｈ３０－１ 施設課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2018年度 施設課 契約（工事） 契約書類建築Ｈ３０－２ 施設課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2018年度 施設課 契約（工事） 契約書類建築Ｈ３０－３ 施設課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2018年度 施設課 契約（工事） 契約書類建築Ｈ３０－４ 施設課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2018年度 施設課 契約（工事） 契約書類機械Ｈ３０－１ 施設課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2018年度 施設課 契約（工事） 契約書類機械Ｈ３０－２ 施設課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2018年度 施設課 契約（工事） 契約伺３０－１ 施設課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2018年度 施設課 契約（工事） 契約伺３０－２ 施設課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2018年度 施設課 契約（工事） 契約伺３０－３ 施設課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2018年度 施設課 契約（工事） 契約伺３０－４ 施設課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2018年度 施設課 契約（工事） 契約伺３０－５ 施設課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2018年度 施設課 契約（工事） 契約伺３０－６ 施設課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2018年度 施設課 契約（工事） 契約伺３０－７ 施設課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2018年度 施設課 契約（工事） 契約伺３０－８ 施設課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2018年度 施設課 契約（工事） 契約伺３０－９ 施設課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2018年度 施設課 契約（工事） 契約伺３０－１０ 施設課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2018年度 施設課 契約（工事） 契約伺３０－１１ 施設課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2018年度 施設課 契約（工事） 契約伺３０－１２ 施設課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄
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2018年度 施設課 契約（工事） 契約伺３０－１３ 施設課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2018年度 施設課 契約（工事） 契約伺３０－１４ 施設課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2018年度 施設課 契約（工事） 契約伺３０－１５ 施設課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2018年度 施設課 契約（工事） 契約伺３０－１６ 施設課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2018年度 施設課 契約（工事） 契約伺３０－１７ 施設課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2018年度 施設課 契約（工事） 契約伺３０－１８ 施設課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2018年度 施設課 服務 勤務時間記録簿・勤務時間報告書Ｈ３０ 施設課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2018年度 施設課 服務 休暇簿Ｈ３０ 施設課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2018年度 施設課 学内通知文書 学務部・人事課・附属学校課・総務企画課Ｈ３０ 施設課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2018年度 施設課 予算 概算要求Ｈ３１ 施設課長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2018年度 施設課 通達等 文部科学省Ｈ３０ 施設課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2018年度 施設課 通達等 文部科学省Ｈ３０ 施設課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2018年度 施設課 学内通知文書 その他学内Ｈ３０ 施設課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2018年度 施設課 契約（工事） 設計業務随意契約等 施設課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2018年度 施設課 契約（工事） ３０年度工事設計成績評定通知書 施設課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2018年度 施設課 警備 平成３０年度警備日誌（前期） 施設課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2018年度 施設課 警備 平成３０年度警備日誌（後期） 施設課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2018年度 施設課 資産管理 平成３０年度山本宿舎業務日誌 施設課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2018年度 施設課 資産管理 平成３０年度固定資産増減関係（寄附） 施設課長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2018年度 施設課 資産管理 平成３０年度寄付関係 施設課長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2018年度 施設課 保険 平成３０年度国立大学法人総合損害保険 施設課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2018年度 施設課 資産管理 平成３０年度全学共用スペース関係 施設課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2018年度 施設課 資産管理 平成３０年度債務計上関係 施設課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2018年度 施設課 資産管理 平成３０年度債権計上関係② 施設課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2018年度 施設課 資産管理 平成３０年度債権計上関係① 施設課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2018年度 施設課 資産管理 平成３０年度固定資産長期貸付許可関係 施設課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2018年度 施設課 資産管理 平成３０年度固定資産増減関係② 施設課長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2018年度 施設課 資産管理 平成３０年度固定資産増減関係① 施設課長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2018年度 施設課 資産管理 平成３０年度固定資産一時貸付許可① 施設課長
未定（期間終了
後）

5年 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2018年度 施設課 資産管理 平成３０年度固定資産一時貸付許可⑤ 施設課長
未定（期間終了
後）

5年 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄
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2018年度 施設課 資産管理 平成３０年度固定資産一時貸付許可④ 施設課長
未定（期間終了
後）

5年 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2018年度 施設課 資産管理 平成３０年度固定資産一時貸付許可③ 施設課長
未定（期間終了
後）

5年 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2018年度 施設課 資産管理 平成３０年度固定資産一時貸付許可② 施設課長
未定（期間終了
後）

5年 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2018年度 施設課 資産管理 平成３０年度池田宿舎業務日誌 施設課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2017年度 施設課 契約（工事） 契約書類建築Ｈ２９－１ 施設課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2017年度 施設課 契約（工事） 契約書類建築Ｈ２９－２ 施設課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2017年度 施設課 契約（工事） 契約書類建築Ｈ２９－３ 施設課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2017年度 施設課 契約（工事） 契約書類建築Ｈ２９－４ 施設課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2017年度 施設課 契約（工事） 契約書類電気Ｈ２９－１ 施設課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2017年度 施設課 契約（工事） 契約書類機械Ｈ２９－１ 施設課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2017年度 施設課 契約（工事） 契約書類機械Ｈ２９－２ 施設課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2017年度 施設課 契約（工事） 契約書類機械Ｈ２９－３ 施設課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2017年度 施設課 契約（工事） 契約書類機械Ｈ２９－４ 施設課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2017年度 施設課 契約（工事） 契約伺２９－１ 施設課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2017年度 施設課 契約（工事） 契約伺２９－２ 施設課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2017年度 施設課 契約（工事） 契約伺２９－３ 施設課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2017年度 施設課 契約（工事） 契約伺２９－４ 施設課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2017年度 施設課 契約（工事） 契約伺２９－５ 施設課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2017年度 施設課 契約（工事） 契約伺２９－６ 施設課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2017年度 施設課 契約（工事） 契約伺２９－７ 施設課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2017年度 施設課 契約（工事） 契約伺２９－８ 施設課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2017年度 施設課 契約（工事） 契約伺２９－９ 施設課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2017年度 施設課 契約（工事） 契約伺２９－１０ 施設課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2017年度 施設課 契約（工事） 契約伺２９－１１ 施設課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2017年度 施設課 契約（工事） 契約伺２９－１２ 施設課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2017年度 施設課 契約（工事） 契約伺２９－１３ 施設課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2017年度 施設課 契約（工事） 契約伺２９－１４ 施設課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2017年度 施設課 契約（工事） 契約伺２９－１５ 施設課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2017年度 施設課 契約（工事） 契約伺２９－１６ 施設課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2017年度 施設課 契約（工事） 設計業務随意契約等 施設課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄
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2017年度 施設課 契約（工事） ２９年度工事設計成績評定通知書 施設課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2017年度 施設課 施設実態報告 施設実態報告Ｈ２９ 施設課長 2018/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2017年度 施設課 予算 概算要求Ｈ３０ 施設課長 2018/4/1 30年 2027/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2017年度 施設課 施設整備 施設整備補助金Ｈ２９ 施設課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2017年度 施設課 学内通知文書 その他学内Ｈ２９ 施設課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2017年度 施設課 通達等 文部科学省Ｈ２９ 施設課長 2018/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2017年度 施設課 通達等 文部科学省Ｈ２９ 施設課長 2018/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2017年度 施設課 服務 休暇簿Ｈ２９ 施設課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2017年度 施設課 学内通知文書 財務課Ｈ２９ 施設課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2017年度 施設課 学内通知文書 学務部・人事課・附属学校課・総務企画課Ｈ２９ 施設課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2017年度 施設課 服務 勤務時間記録簿・勤務時間報告書Ｈ２９ 施設課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2017年度 施設課 服務 旅行命令簿Ｈ２９ 施設課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2017年度 施設課 警備 平成２９年度警備日誌（前期） 施設課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2017年度 施設課 警備 平成２９年度警備日誌（後期） 施設課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2017年度 施設課 資産管理 平成２９年度固定資産増減関係 施設課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2017年度 施設課 資産管理 平成２９年度寄付関係 施設課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2017年度 施設課 資産管理 平成２９年度固定資産増減関係（寄附） 施設課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2017年度 施設課 資産管理 平成２９年度固定資産一時貸付許可① 施設課長
未定（期間終了
後）

5年 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2017年度 施設課 資産管理 平成２９年度固定資産一時貸付許可② 施設課長
未定（期間終了
後）

5年 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2017年度 施設課 資産管理 平成２９年度固定資産一時貸付許可③ 施設課長
未定（期間終了
後）

5年 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2017年度 施設課 資産管理 平成２９年度固定資産一時貸付許可④ 施設課長
未定（期間終了
後）

5年 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2017年度 施設課 資産管理 平成２９年度固定資産長期貸付許可関係 施設課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2017年度 施設課 資産管理 平成２９年度全学共用スペース関係 施設課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2017年度 施設課 資産管理 平成２９年度債権計上関係 施設課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2017年度 施設課 資産管理 平成２９年度債権計上関係② 施設課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2017年度 施設課 資産管理 平成２９年度債務計上関係 施設課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2017年度 施設課 保険 平成２９年度国立大学法人総合損害保険 施設課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2017年度 施設課 資産管理 平成２９年度山本宿舎業務日誌 施設課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2017年度 施設課 資産管理 平成２９年度池田宿舎業務日誌 施設課長 2018/5/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2017年度 施設課 資産管理 平成２９年度固定資産一時貸付許可⑤ 施設課長
未定（期間終了
後）

5年 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄
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2017年度 施設課 資産管理 固定資産売却（国道１６５号　香芝柏原改良事業） 施設課長
未定（契約終了
後）

30年 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2016年度 施設課 警備 平成２８年度警備日誌 施設課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2016年度 施設課 施設実態報告 施設実態報告 施設課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2016年度 施設課 予算 概算要求Ｈ２９ 施設課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2016年度 施設課 通達等 文教施設企画部施設企画課Ｈ２８ 施設課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2016年度 施設課 通達等 文教施設企画部計画課整備計画室Ｈ２８ 施設課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2016年度 施設課 通達等 文教施設企画部参事官Ｈ２８ 施設課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2016年度 施設課 通達等 文教施設企画部契約情報室Ｈ２８ 施設課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2016年度 施設課 通達等 文科省その他Ｈ２８ 施設課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2016年度 施設課 資産管理 平成２８年度固定資産増減関係① 施設課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2016年度 施設課 資産管理 平成２８年度固定資産増減関係② 施設課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2016年度 施設課 資産管理 平成２８年度固定資産増減関係③ 施設課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2016年度 施設課 資産管理 平成２８年度寄付関係 施設課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2016年度 施設課 資産管理 平成２８年度固定資産増減関係（寄附） 施設課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2016年度 施設課 資産管理 平成２８年度固定資産一時貸付許可① 施設課長
未定（期間終了
後）

5年 2027/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2016年度 施設課 資産管理 平成２８年度固定資産一時貸付許可② 施設課長
未定（期間終了
後）

5年 2027/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2016年度 施設課 資産管理 平成２８年度固定資産一時貸付許可③ 施設課長
未定（期間終了
後）

5年 2027/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2016年度 施設課 資産管理 平成２８年度固定資産長期貸付許可関係 施設課長
未定（期間終了
後）

5年 2027/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2015年度 施設課 施設実態報告 施設実態報告 施設課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2015年度 施設課 予算 概算要求Ｈ２８ 施設課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2015年度 施設課 通達等 文教施設企画部施設企画課Ｈ２７ 施設課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2015年度 施設課 通達等 文教施設企画部計画課整備計画室Ｈ２７ 施設課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2015年度 施設課 通達等 文教施設企画部参事官Ｈ２７ 施設課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2015年度 施設課 通達等 文教施設企画部契約情報室Ｈ２７ 施設課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2015年度 施設課 通達等 文科省その他Ｈ２７ 施設課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2015年度 施設課 警備 平成２７年度警備日誌 施設課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2015年度 施設課 資産管理 平成２７年度固定資産増減関係① 施設課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2015年度 施設課 資産管理 平成２７年度固定資産増減関係② 施設課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2015年度 施設課 資産管理 平成２７年度固定資産増減関係③ 施設課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2015年度 施設課 資産管理 平成２７年度固定資産増減関係④ 施設課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄
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2015年度 施設課 資産管理 平成２７年度寄付関係 施設課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2015年度 施設課 資産管理 平成２７年度固定資産増減関係（寄附） 施設課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2015年度 施設課 資産管理 平成２７年度固定資産一時貸付許可関係 施設課長
未定（期間終了
後）

5年 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2015年度 施設課 資産管理 平成２７年度固定資産長期貸付許可関係 施設課長
未定（期間終了
後）

5年 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2014年度 施設課 予算 概算要求Ｈ２７ 施設課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2014年度 施設課 警備 平成２６年度警備日誌 施設課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2014年度 施設課 資産管理 平成２６年度固定資産増減関係① 施設課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2014年度 施設課 資産管理 平成２６年度固定資産増減関係② 施設課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2014年度 施設課 資産管理 平成２６年度固定資産増減関係③ 施設課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2014年度 施設課 資産管理 平成２６年度固定資産増減関係④ 施設課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2014年度 施設課 資産管理 平成２６年度寄付関係 施設課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2014年度 施設課 資産管理 平成２６年度固定資産増減関係（寄附） 施設課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2014年度 施設課 資産管理 平成２６年度固定資産一時貸付許可関係 施設課長
未定（期間終了
後）

5年 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2014年度 施設課 資産管理 平成２６年度固定資産長期貸付許可関係 施設課長
未定（期間終了
後）

5年 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2014年度 施設課 施設実態報告 施設実態報告 管理部施設課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2013年度 施設課
 資産管理
警備

平成２５年度警備日誌 施設課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2013年度 施設課 予算 概算要求Ｈ２６ 管理部施設課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2013年度 施設課 通達等 文教施設企画部施設企画課Ｈ２５ 管理部施設課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2013年度 施設課 通達等 文教施設企画部整備計画室計画課Ｈ２５ 管理部施設課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2013年度 施設課 通達等 文教施設企画部参事官Ｈ２５ 管理部施設課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2013年度 施設課 通達等 文教施設企画部契約情報室Ｈ２５ 管理部施設課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2013年度 施設課 学内通知文書 平成２５年度固定資産増減関係① 管理部施設課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2013年度 施設課 服務 平成２５年度固定資産増減関係② 管理部施設課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2013年度 施設課 服務 平成２５年度固定資産増減関係③ 管理部施設課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2013年度 施設課 服務 平成２５年度固定資産増減関係④ 管理部施設課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2013年度 施設課 資産管理 平成２５年度寄付関係 施設課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2013年度 施設課 資産管理 平成２５年度固定資産増減関係（寄附） 施設課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2013年度 施設課 資産管理 平成２５年度固定資産一時貸付許可関係 施設課長
未定（期間終了
後）

5年 2044/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2013年度 施設課 資産管理 平成２５年度固定資産長期貸付許可関係 施設課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2013年度 施設課 資産管理 平成２５年度全学共用スペース使用申請書 施設課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄
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2013年度 施設課 警備 平成２５年度債権計上関係 施設課長 2014/4/1 10年 2024/4/1 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2013年度 施設課 資産管理 平成２５年度債務計上関係 施設課長
未定（期間終了
後）

5年 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2013年度 施設課 資産管理 平成２５年度国大協総合損害保険関係 施設課長
未定（期間終了
後）

5年 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2013年度 施設課 施設実態報告 施設実態報告H24 施設課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2013年度 施設課 資産管理 概算要求Ｈ２５ 施設課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2012年度 施設課 警備 平成２４年度警備日誌 管理部施設課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2012年度 施設課 警備 平成２３年度警備日誌 施設課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2012年度 施設課 施設実態報告 文教施設企画部参事官Ｈ２４ 管理部施設課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2012年度 施設課 予算 文教施設企画部契約情報室Ｈ２４ 管理部施設課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2012年度 施設課 通達等 文科省その他Ｈ２４ 管理部施設課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2012年度 施設課 通達等 平成２４年度固定資産一時貸付許可関係 管理部施設課長
未定（期間終了
後）

5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2012年度 施設課 通達等 平成２４年度固定資産増減関係① 管理部施設課長 2013/4/1 30年
2023/3/31
2043/3/31

紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2012年度 施設課 通達等 平成２４年度固定資産増減関係② 管理部施設課長 2013/4/1 30年
2023/3/31
2043/3/31

紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2012年度 施設課 警備 平成２４年度固定資産増減関係（寄附） 施設課長 2013/4/1 30年
2023/3/31
2043/3/31

紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2012年度 施設課 資産管理 平成２４年度寄付関係 施設課長
未定（期間終了
後）

5年 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2012年度 施設課 資産管理 平成２３年度固定資産一時貸付許可関係  施設課長
未定（期間終了
後）

5年 2043/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2012年度 施設課 資産管理 平成２３年度固定資産増減関係① 施設課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2012年度 施設課 資産管理 平成２３年度固定資産増減関係② 施設課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2012年度  施設課 施設実態報告 施設実態報告Ｈ２３ 管理部施設課長 2013/4/1 30年 2023/3/31  紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係  廃棄

2011年度 施設課 資産管理 固定資産貸付契約　ＫＤＤＩ 施設課長
未定（期間終了
後）

5年 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2011年度 施設課 施設実態報告 施設実態報告H22 施設課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2011年度 施設課 資産管理 概算要求Ｈ２４ 施設課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2011年度 施設課 通達等 概算要求Ｈ２３ 管理部施設課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2010年度 管理部施設課 調査・報告 施設実態報告Ｈ２１ 施設課長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2010年度 管理部施設課 予算 概算要求Ｈ２２ 施設課長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2010年度 管理部施設課 固定資産管理処分 平成２１年度寄附関係 管理部施設課長 2011/4/1 永久 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係

2009年度 管理部施設課 調査・報告 施設実態報告Ｈ２０ 施設課長 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2009年度 管理部施設課 予算 概算要求Ｈ２１ 施設課長 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2009年度 管理部施設課 施設実態報告 施設実態調査Ｈ１９ 管理部施設課長 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2009年度 管理部施設課 固定資産管理処分 概算要求書Ｈ２０ 管理部施設課長 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄
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2008年度 管理部施設課 調査・報告 各種届出Ｈ１９ 施設課長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2008年度 管理部施設課 予算 施設実態調査Ｈ１８ 施設課長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2007年度 管理部施設課 調査・報告 各種届出Ｈ１８．１～ 施設課長 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2007年度 管理部施設課 予算 施設実態調査Ｈ１７ 施設課長 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2007年度 管理部施設課 その他 施設実態調査Ｈ１６ 施設課長 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2006年度 管理部施設課 調査・報告 国立大学法人大阪教育大学規定集 施設課長 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2005年度 管理部施設課 その他 施設実態調査Ｈ１５ 施設課長 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2004年度 管理部施設課 調査・報告 各種届出Ｈ１５－１ 施設課長 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2004年度 管理部施設課 調査・報告 各種届出Ｈ１５～Ｈ１７．１２ 施設課長 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2004年度 管理部施設課 その他 施設実態調査Ｈ１４ 施設課長 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2003年度 管理部施設課 調査・報告 施設実態調査Ｈ１３ 施設課長 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2003年度 管理部施設課 その他 各種届出Ｈ１３～Ｈ１４ 施設課長 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2003年度 管理部施設課 その他 施設実態調査Ｈ１２ 施設課長 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2002年度 管理部施設課 調査・報告 長期計画Ｈ１２ 施設課長 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2001年度 管理部施設課 調査・報告 施設実態調査Ｈ１１ 施設課長 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2001年度 管理部施設課 その他 大阪府・市、柏原市等届出書３ 施設課長 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2000年度 管理部施設課 調査・報告 施設実態調査Ｈ１０ 施設課長 2001/4/1 30年 2031//3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

2000年度 管理部施設課 企画・立案 施設実態調査Ｈ９ 施設課長 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

1999年度 管理部施設課 調査・報告 施設実態調査Ｈ８ 施設課長 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

1999年度 管理部施設課 その他 大阪府・市、柏原市等届出書２ 施設課長 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

1998年度 管理部施設課 調査・報告 施設実態調査Ｈ７ 施設課長 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

1997年度 管理部施設課 調査・報告 長期計画Ｈ７ 施設課長 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

1996年度 管理部施設課 調査・報告 施設実態調査Ｈ６ 施設課長 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

1996年度 管理部施設課 その他 施設実態調査Ｈ５ 施設課長 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

1995年度 管理部施設課 調査・報告 大阪府・市、柏原市等届出書１ 施設課長 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

1995年度 管理部施設課 企画・立案 施設実態調査Ｈ４ 施設課長 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

1994年度 管理部施設課 調査・報告 施設実態調査Ｈ３ 施設課長 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

1993年度 管理部施設課 調査・報告 長期計画Ｈ２ 施設課長 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

1993年度 管理部施設課 その他 大阪府・市、柏原市等届出書１ 施設課長 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

1992年度 管理部施設課 調査・報告 施設実態調査Ｈ４ 施設課長 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 事務局棟２階施設課室内 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄
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1951年度 管理部施設課 固定資産管理処分
至２９　自２７　国有財産協議関係書類　　池分寄宿舎敷地（光
池附中）管財係

財務課管財係 1952/4/1 永久 紙 財務課事務室 総務部施設課長 総務部施設課企画係

1950年度 管理部施設課 固定資産管理処分 国有財産台帳　附属天王寺小学校 財務課管財係 1951/12/25 永久 紙 財務課事務室 総務部施設課長 総務部施設課企画係

1950年度 管理部施設課 固定資産管理処分
昭和二十六年度以降　　國有財産関係通牒綴　事務局會計
課

財務課管財係 1951/4/1 永久 紙 財務課事務室 総務部施設課長 総務部施設課企画係

1949年度 管理部施設課 固定資産管理処分
昭和２５年度起　土地建物寄付関係　参照一件書類綴　　大
阪学芸大学　会計課

財務課管財係 1950/4/1 永久 紙 財務課事務室 総務部施設課長 総務部施設課企画係

1949年度 管理部施設課 固定資産管理処分
國有財産他引継関係綴　　自・昭和２５年度　　至・昭和三十
三年度

財務課管財係 1950/4/1 永久 紙 財務課事務室 総務部施設課長 総務部施設課企画係

1948年度 管理部施設課 固定資産管理処分 昭和二十四年度以降　登記関係書類綴 財務課管財係 1949/4/1 永久 紙 財務課事務室 総務部施設課長 総務部施設課企画係

1948年度 管理部施設課 固定資産管理処分
昭和二十四年以降　昭和三十五年度まで　引継書（寄附物
件・所管）

財務課管財係 1949/4/1 永久 紙 財務課事務室 総務部施設課長 総務部施設課企画係

1946年度 管理部施設課 固定資産管理処分
昭和二十二年度起　学校敷地に関する書類綴　大阪大阪第
一師範学校

財務課管財係 1947/4/1 永久 紙 財務課事務室 総務部施設課長 総務部施設課企画係

1946年度 管理部施設課 固定資産管理処分
土地建物他貸借関係綴　自・昭和二十二年度　　至・昭和二
十八年度

財務課管財係 1947/4/1
5(借入終了
後)年

紙 財務課事務室 総務部施設課長 総務部施設課企画係 廃棄

1945年度 管理部施設課 固定資産管理処分 国有財産台帳　池田分校 財務課管財係 1947/3/31 永久 紙 財務課事務室 総務部施設課長 総務部施設課企画係

1944年度 管理部施設課 固定資産管理処分 仮設物台帳 財務課管財係 1945/10/1 永久 紙 財務課事務室 総務部施設課長 総務部施設課企画係

1942年度 管理部施設課 固定資産管理処分 国有財産台帳　宿舎関係 財務課管財係 1943/4/1 永久 紙 財務課事務室 総務部施設課長 総務部施設課企画係

1942年度 管理部施設課 固定資産管理処分 国有財産台帳　附属平野中学校・高等学校・附属幼稚園 財務課管財係 1943/4/1 永久 紙 財務課事務室 総務部施設課長 総務部施設課企画係

1942年度 管理部施設課 固定資産管理処分 国有財産台帳　天王寺農場実習地 財務課管財係 1943/4/1 永久 紙 財務課事務室 総務部施設課長 総務部施設課企画係

1942年度 管理部施設課 固定資産管理処分 除外台帳 財務課管財係 1943/4/1 永久 紙 財務課事務室 総務部施設課長 総務部施設課企画係

1942年度 管理部施設課 固定資産管理処分 国有財産台帳　天王寺キャンパス・附属天王寺中・高等学校 財務課管財係 1943/4/1 永久 紙 財務課事務室 総務部施設課長 総務部施設課企画係

1942年度 管理部施設課 固定資産管理処分 国有財産台帳　平野キャンパス・附属平野小学校 財務課管財係 1943/4/1 永久 紙 財務課事務室 総務部施設課長 総務部施設課企画係

1942年度 管理部施設課 固定資産管理処分 昭和十八年　国有財産関係書類会計課 財務課管財係 1943/4/1 永久 紙 財務課事務室 総務部施設課長 総務部施設課企画係

1941年度 管理部施設課 固定資産管理処分
昭和十七年～二十三年　　大阪府師範学校所属財産寄付採
納関係書類

財務課管財係 1942/4/1 永久 紙 財務課事務室 総務部施設課長 総務部施設課企画係

1941年度 管理部施設課 固定資産管理処分
昭和十七年～二十三年　　大阪府師範学校所属財産寄付採
納関係書類

財務課管財係 1942/4/1 永久 紙 財務課事務室 総務部施設課長 総務部施設課企画係

1939年度 管理部施設課 固定資産管理処分 昭和１５年度　払下賣収一件書類（写）大阪府 財務課管財係 1940/4/1 永久 紙 財務課事務室 総務部施設課長 総務部施設課企画係

1926年度 管理部施設課 固定資産管理処分 昭和１８頃土地建物台帳（大阪府女子師範学校） 財務課管財係 1927/4/1 永久 紙 財務課事務室 総務部施設課長 総務部施設課企画係

2021年度 学生支援課 障がい学生修学支援 障がい学生修学支援ルーム 学生支援課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙
Ｃ６棟２階障がい学生修学支援ルーム
内

学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2021年度 学生支援課 障がい学生修学支援 謝金 学生支援課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙
Ｃ６棟２階障がい学生修学支援ルーム
内

学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2021年度 学生支援課 その他 令和3年度国民年金保険料学生納付特例申請書 学生支援課長 2022/4/1 2年 2025/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2020年度 学生支援課 障がい学生修学支援 障がい学生修学支援ルーム 学生支援課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙
Ｃ６棟２階障がい学生修学支援ルーム
内

学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2020年度 学生支援課 障がい学生修学支援 アクセシビリティ 学生支援課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙
Ｃ６棟２階障がい学生修学支援ルーム
内

学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2020年度 学生支援課 障がい学生修学支援 謝金 学生支援課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙
Ｃ６棟２階障がい学生修学支援ルーム
内

学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2020年度 学生支援課 その他 令和2年度国民年金保険料学生納付特例申請書 学生支援課長 2021/4/1 2年 2024/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2019年度 学生支援課 障がい学生修学支援 障がい学生修学支援ルーム 学生支援課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
Ｃ６棟２階障がい学生修学支援ルーム
内

学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄
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2019年度 学生支援課 障がい学生修学支援 アクセシビリティ 学生支援課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
Ｃ６棟２階障がい学生修学支援ルーム
内

学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2019年度 学生支援課 障がい学生修学支援 謝金 学生支援課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
Ｃ６棟２階障がい学生修学支援ルーム
内

学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2019年度 学生支援課 その他 令和元年度国民年金保険料学生納付特例申請書 学生支援課長 2020/4/1 2年 2023/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2018年度 学生支援課 障がい学生修学支援 障がい学生修学支援ルーム 学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
Ｃ６棟２階障がい学生修学支援ルーム
内

学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2018年度 学生支援課 障がい学生修学支援 アクセシビリティ 学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
Ｃ６棟２階障がい学生修学支援ルーム
内

学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2018年度 学生支援課 障がい学生修学支援 謝金 学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
Ｃ６棟２階障がい学生修学支援ルーム
内

学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2017年度 学生支援課 授業料・奨学金
平成２９年度日本学生支援機構奨学金大学院特に優れた業
績による返還免除

学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2017年度 学生支援課 授業料・奨学金 平成２９年度日本学生支援機構採用 学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2017年度 学生支援課 授業料・奨学金 平成２９年度日本学生支援機構適格認定 学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2017年度 学生支援課 授業料・奨学金 平成２９年度日本学生支援機構返還誓約書 学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2017年度 学生支援課 授業料・奨学金 平成２９年度日本学生支援機構調査・回答 学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2017年度 学生支援課 授業料・奨学金 平成２９年度日本学生支援機構選考委員会 学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2017年度 学生支援課 授業料・奨学金 平成２９年度日本学生支援機構通知文書 学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2017年度 学生支援課 授業料・奨学金 平成２９年度日本学生支援機構送付文書 学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2017年度 学生支援課 授業料・奨学金 平成２９年度日本学生支援機構申込（学部１年生）１ 学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2017年度 学生支援課 授業料・奨学金 平成２９年度日本学生支援機構申込（学部１年生）２ 学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2017年度 学生支援課 授業料・奨学金 平成２９年度日本学生支援機構申込（学部２～４年生） 学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2017年度 学生支援課 授業料・奨学金 平成２９年度日本学生支援機構申込（二部） 学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2017年度 学生支援課 授業料・奨学金 平成２９年度日本学生支援機構申込（大学院） 学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2017年度 学生支援課 授業料・奨学金 平成２９年度日本学生支援機構申込（大学院予約） 学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2017年度 学生支援課 授業料・奨学金 平成２９年度一般奨学会（地方公共団体） 学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2017年度 学生支援課 授業料・奨学金 平成２９年度一般奨学会（民間育英会）１ 学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2017年度 学生支援課 授業料・奨学金 平成２９年度一般奨学会（民間育英会）２ 学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2017年度 学生支援課 授業料・奨学金 平成２９年度公益信託田路舜哉記念奨学育英基金 学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2017年度 学生支援課 授業料・奨学金 平成２９年度小野奨学会 学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2017年度 学生支援課 授業料・奨学金 Ｈ２９年度前期・後期授業料免除願 学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2017年度 学生支援課 授業料・奨学金 Ｈ２９年度入学料免除願 学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2017年度 学生支援課 授業料・奨学金 Ｈ２９年度大学院における特別入学料免除願 学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2017年度 学生支援課 授業料・奨学金 Ｈ２９年度前期・後期大学院における特別授業料免除願 学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2017年度 学生支援課 福利厚生
Ｈ２９年度学生証再交付願・「在学確認兼通学区間シール」再
交付願

学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄
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2017年度 学生支援課 福利厚生 Ｈ２９年度異動届 学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2017年度 学生支援課 福利厚生 Ｈ２９年度学割証関係 学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2017年度 学生支援課 学生支援 Ｈ２９学生証関係 学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2017年度 学生支援課 学生支援 学生カード（Ｈ２９学生） 学生支援課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2017年度 学生支援課 授業料・奨学金
平成２９年度日本学生支援機構奨学事務に関する事務担当
者の手引

学生支援課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2017年度 学生支援課 授業料・奨学金 Ｈ２９年度入学料免除関係 学生支援課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2017年度 学生支援課 授業料・奨学金 Ｈ２９年度前期・後期授業料免除関係 学生支援課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2017年度 学生支援課 福利厚生 Ｈ２９生活協同組合関係 学生支援課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2017年度 学生支援課 賞罰 平成２９年度学生懲戒関係 学生支援課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄

2016年度 学生支援課 賞罰 平成２８年度学生懲戒関係 学生支援課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄

2016年度 学生支援課 学生支援 学生カード（Ｈ２８学生） 学生支援課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2016年度 学生支援課 授業料・奨学金
平成２８年度日本学生支援機構奨学事務に関する事務担当
者の手引

学生支援課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2016年度 学生支援課 授業料・奨学金 Ｈ２８年度入学料免除関係 学生支援課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2016年度 学生支援課 授業料・奨学金 Ｈ２８年度前期・後期授業料免除関係 学生支援課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2016年度 学生支援課 福利厚生 Ｈ２８生活協同組合関係 学生支援課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2015年度 学生支援課 学生支援 学生カード（Ｈ２７学生） 学生サービス課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2015年度 学生支援課 授業料・奨学金
平成２７年度日本学生支援機構奨学事務に関する事務担当
者の手引

学生サービス課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2015年度 学生支援課 授業料・奨学金 Ｈ２７年度入学料免除関係 学生サービス課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2015年度 学生支援課 授業料・奨学金 Ｈ２７年度前期・後期授業料免除関係 学生サービス課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2015年度 学生支援課 福利厚生 Ｈ２７生活協同組合関係 学生サービス課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2014年度 学生支援課 学生支援 学生カード（Ｈ２６学生） 学生サービス課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2014年度 学生支援課 授業料・奨学金
平成２６年度日本学生支援機構奨学事務に関する事務担当
者の手引

学生サービス課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2014年度 学生支援課 授業料・奨学金 Ｈ２６年度入学料免除関係 学生サービス課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2014年度 学生支援課 授業料・奨学金 Ｈ２６年度前期・後期授業料免除関係 学生サービス課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2014年度 学生支援課 就職 平成２６年度　進路調査シート 学生サービス課長 2015/4/1 10年 2026/3/31 紙 大学会館２階キャリア支援センター内 学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2014年度 学生支援課 福利厚生 Ｈ２６生活協同組合関係 学生サービス課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2013年度 学生支援課 授業料・奨学金
平成２５年度日本学生支援機構奨学事務に関する事務担当
者の手引

学生サービス課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2013年度 学生支援課 学生支援 学生カード（Ｈ２５学生） 学生サービス課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2013年度 学生支援課 授業料・奨学金 Ｈ２５年度入学料免除関係 学生サービス課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2013年度 学生支援課 授業料・奨学金 Ｈ２５年度前期・後期授業料免除関係 学生サービス課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄
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2013年度 学生支援課 就職 平成２５年度　進路調査シート 学生サービス課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 大学会館２階キャリア支援センター内 学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2013年度 学生支援課 福利厚生 Ｈ２５生活協同組合関係 学生サービス課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2012年度 学生支援課 学生支援 学生カード（Ｈ２４学生）
学務部学生サービス課
長

2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2012年度 学生支援課 授業料・奨学金
平成２４年度日本学生支援機構奨学事務に関する事務担当
者の手引

学務部学生サービス課
長

2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2012年度 学生支援課 授業料・奨学金 Ｈ２４年度入学料免除関係 学生サービス課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2012年度 学生支援課 授業料・奨学金 Ｈ２４年度授業料免除関係 学生サービス課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2012年度 学生支援課 就職 平成２４年度　進路調査シート
学務部学生サービス課
長

2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 大学会館２階キャリア支援センター内 学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2012年度 学生支援課 福利厚生 Ｈ２４生活協同組合関係 学生サービス課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2011年度 学生支援課 福利厚生 Ｈ２３年度生活協同組合
学務部学生サービス課
長

2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2011年度 学生支援課 就職 平成２２年度　卒業者・修了者名簿
学務部学生サービス課
長

2012/4/1 30年 2042/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

大学会館２階キャリア支援センター内 学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2010年度 学生支援課
福利厚生施設の管理運
営

Ｈ２２年度生活協同組合関係 厚生係 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2010年度 学生支援課 就職 平成２１年度　卒業者・修了者名簿 就職担当 2010/4/1 30年 2041/3/31
電子媒体：共有
サーバー内 大学会館２階キャリア支援センター内

学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2009年度 学生支援課
福利厚生施設の管理運
営

Ｈ２１年度生活協同組合関係 厚生係 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2009年度 学生支援課 就職 進路先一覧　Ｈ２１．３～ 就職担当 2009/11/1 30年 2040/3/31 紙
大学会館２階キャリア支援センター内

学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2009年度 学生支援課 就職 平成２０年度　卒業者・修了者名簿 就職担当 2009/4/1 30年 2040/3/31
電子媒体：共有
サーバー内 大学会館２階キャリア支援センター内

学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2008年度 学生支援課
福利厚生施設の管理運
営

Ｈ２０年度生活協同組合関係 学生支援係 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2008年度 学生支援課 就職 進路先一覧　Ｈ２０．３～ 就職担当 2008/11/1 30年 2039/3/31 紙
大学会館２階キャリア支援センター内

学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2008年度 学生支援課 就職 平成１９年度　卒業者・修了者名簿 就職担当 2008/4/1 30年 2039/3/31
電子媒体：共有
サーバー内 大学会館２階キャリア支援センター内

学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2007年度 学生支援課
福利厚生施設の管理運
営

Ｈ１９年度生活協同組合関係 学生支援係 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2007年度 学生支援課 就職 進路先一覧　Ｈ１９．３～ 就職担当 2007/11/1 30年 2038/3/31 紙
大学会館２階キャリア支援センター内

学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2007年度 学生支援課 就職 平成１８年度　卒業者・修了者名簿 就職担当 2007/4/1 30年 2038/3/31
電子媒体：共有
サーバー内 大学会館２階キャリア支援センター内

学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2006年度 学生支援課
福利厚生施設の管理運
営

Ｈ１８年度生活協同組合関係 学生支援係 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2006年度 学生支援課 就職 進路先一覧　Ｈ１８．３～ 就職担当 2006/11/1 30年 2037/3/31 紙
大学会館２階キャリア支援センター内

学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2006年度 学生支援課 就職 平成１７年度　卒業者・修了者名簿 就職担当 2006/4/1 30年 2037/3/31
電子媒体：共有
サーバー内 大学会館２階キャリア支援センター内

学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2005年度 学生支援課 就職 進路先一覧　Ｈ１７．３～ 就職担当 2005/11/1 30年 2036/3/31 紙
大学会館２階キャリア支援センター内

学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2005年度 学生支援課 就職 平成１６年度　卒業者・修了者名簿 就職担当 2005/4/1 30年 2036/3/31
電子媒体：共有
サーバー内 大学会館２階キャリア支援センター内

学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2005年度 学生支援課
福利厚生施設の管理運
営

Ｈ１７年度生活協同組合関係 学生支援係 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2004年度 学生支援課 規程 規程関係（H16～）
学務部学生サービス課
長

2004/4/1 永久 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課

2004年度 学生支援課 規程 規程関係（H31～） 学務部学生支援課長 2019/4/1 永久 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課

2004年度 学生支援課
福利厚生施設の管理運
営

Ｈ１６年度生活協同組合関係 厚生事業担当 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄
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2004年度 学生支援課 就職 進路先一覧　Ｈ１６．３～ 就職担当 2004/11/1 30年 2035/3/31 紙
大学会館２階キャリア支援センター内

学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2004年度 学生支援課 就職 進路先一覧　Ｈ１６．３～ 就職担当 2004/11/1 30年 2035/3/31
電子媒体：共有
サーバー内 大学会館２階キャリア支援センター内

学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2004年度 学生支援課 就職 平成１５年度　卒業者・修了者名簿 就職担当 2004/4/1 30年 2035/3/31 紙
大学会館２階キャリア支援センター内

学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2004年度 学生支援課 就職 平成１５年度　卒業者・修了者名簿 就職担当 2004/4/1 30年 2035/3/31
電子媒体：共有
サーバー内 大学会館２階キャリア支援センター内

学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2003年度 学生支援課
福利厚生施設の管理運
営

Ｈ１５年度生活協同組合関係 厚生事業担当 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2003年度 学生支援課 就職 進路先一覧　Ｈ１５．３～ 就職担当 2003/11/1 30年 2034/3/31 紙
大学会館２階キャリア支援センター内

学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2003年度 学生支援課 就職 進路先一覧　Ｈ１５．３～ 就職担当 2003/11/1 30年 2034/3/31
電子媒体：共有
サーバー内 大学会館２階キャリア支援センター内

学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2003年度 学生支援課 就職 平成１４年度　卒業者・修了者名簿 就職担当 2003/4/1 30年 2034/3/31 紙
大学会館２階キャリア支援センター内

学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2003年度 学生支援課 就職 平成１４年度　卒業者・修了者名簿 就職担当 2003/4/1 30年 2034/3/31
電子媒体：共有
サーバー内 大学会館２階キャリア支援センター内

学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2002年度 学生支援課
福利厚生施設の管理運
営

Ｈ１４年度生活協同組合関係 厚生事業担当 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2002年度 学生支援課 就職 進路先一覧　Ｈ１４．３～ 就職担当 2002/11/1 30年 2033/3/31 紙
大学会館２階キャリア支援センター内

学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2002年度 学生支援課 就職 進路先一覧　Ｈ１４．３～ 就職担当 2002/11/1 30年 2033/3/31
電子媒体：共有
サーバー内 大学会館２階キャリア支援センター内

学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2002年度 学生支援課 就職 平成１３年度　卒業者・修了者名簿 就職担当 2002/4/1 30年 2033/3/31 紙
大学会館２階キャリア支援センター内

学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2002年度 学生支援課 就職 平成１３年度　卒業者・修了者名簿 就職担当 2002/4/1 30年 2033/3/31
電子媒体：共有
サーバー内 大学会館２階キャリア支援センター内

学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2001年度 学生支援課
福利厚生施設の管理運
営

Ｈ１３年度生活協同組合関係 厚生事業担当 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2001年度 学生支援課 就職 進路先一覧　Ｈ１３．３～ 就職担当 2001/11/1 30年 2032/3/31 紙
大学会館２階キャリア支援センター内

学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2001年度 学生支援課 就職 進路先一覧　Ｈ１３．３～ 就職担当 2001/11/1 30年 2032/3/31
電子媒体：共有
サーバー内 大学会館２階キャリア支援センター内

学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2001年度 学生支援課 就職 平成１２年度　卒業者・修了者名簿 就職担当 2001/4/1 30年 2032/3/31 紙
大学会館２階キャリア支援センター内

学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2001年度 学生支援課 就職 平成１２年度　卒業者・修了者名簿 就職担当 2001/4/1 30年 2032/3/31
電子媒体：共有
サーバー内 大学会館２階キャリア支援センター内

学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2000年度 学生支援課 就職 進路先一覧　Ｈ１２．３～ 就職担当 2000/11/1 30年 2031/3/31 紙
大学会館２階キャリア支援センター内

学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2000年度 学生支援課 就職 進路先一覧　Ｈ１２．３～ 就職担当 2000/11/1 30年 2031/3/31
電子媒体：共有
サーバー内 大学会館２階キャリア支援センター内

学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2000年度 学生支援課 就職 平成１１年度　卒業者・修了者名簿 就職担当 2000/4/1 30年 2031/3/31 紙
大学会館２階キャリア支援センター内

学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2000年度 学生支援課 就職 平成１１年度　卒業者・修了者名簿 就職担当 2000/4/1 30年 2031/3/31
電子媒体：共有
サーバー内 大学会館２階キャリア支援センター内

学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2000年度 学生支援課
福利厚生施設の管理運
営

Ｈ１２年度生活協同組合関係 厚生事業担当 2001/3/31 30年 2031/3/31 紙 倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

1999年度 学生支援課
福利厚生施設の管理運
営

Ｈ１１年度生活協同組合関係 厚生事業担当 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

1999年度 学生支援課 就職 進路先一覧　Ｈ１１．３～ 就職担当 1999/11/1 30年 2030/3/31 紙
大学会館２階キャリア支援センター内

学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

1999年度 学生支援課 就職 進路先一覧　Ｈ１１．３～ 就職担当 1999/11/1 30年 2030/3/31
電子媒体：共有
サーバー内 大学会館２階キャリア支援センター内

学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

1999年度 学生支援課 就職 平成１０年度　卒業者・修了者名簿 就職担当 1999/4/1 30年 2030/3/31 紙
大学会館２階キャリア支援センター内

学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

1999年度 学生支援課 就職 平成１０年度　卒業者・修了者名簿 就職担当 1999/4/1 30年 2030/3/31
電子媒体：共有
サーバー内 大学会館２階キャリア支援センター内

学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

1998年度 学生支援課
福利厚生施設の管理運
営

Ｈ１０年度生活協同組合関係 厚生事業担当 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄
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1997年度 学生支援課
福利厚生施設の管理運
営

Ｈ９年度生活協同組合関係 厚生事業担当 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

1996年度 学生支援課
福利厚生施設の管理運
営

Ｈ８年度生活協同組合関係 厚生事業担当 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

1996年度 学生支援課
福利厚生施設の管理運
営

Ｈ８年度起学生厚生施設関係（下宿） 厚生事業担当 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

1995年度 学生支援課
福利厚生施設の管理運
営

Ｈ７年度生活協同組合関係 厚生事業担当 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

1994年度 学生支援課
福利厚生施設の管理運
営

Ｈ６年度生活協同組合関係 厚生事業担当 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

1993年度 学生支援課
福利厚生施設の管理運
営

Ｈ５年度生活協同組合関係 厚生事業担当 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

1992年度 学生支援課
福利厚生施設の管理運
営

Ｈ４年度生活協同組合関係 厚生事業担当 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

1988年度 学生支援課 就職 進路先一覧　Ｈ１．３～Ｈ１０．３ 就職担当 1989/1/1 30年 2029/10/1 紙
大学会館２階キャリア支援センター内

学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

1987年度 学生支援課
就職

昭和６１年度～　卒業者・修了者名簿 就職担当 1987/4/1 30年 2028/4/1 紙
 文書庫
大学会館２階キャリア支援センター内 学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

1987年度 学生支援課 就職 求人のための大学案内　昭和６２年度～ 就職担当 1987/4/1 30年 2034/3/31 紙
 文書庫
大学会館２階キャリア支援センター内 学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2021年度 学生支援課 課外活動 令和3年度諸手続（行事集会許可願） 学生支援課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 大学会館１階共通事務室内 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

2021年度 学生支援課 課外活動 令和3年度諸手続（大学会館・学内掲示） 学生支援課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 大学会館１階共通事務室内 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

2021年度 学生支援課 課外活動 令和3年度諸手続（合宿室使用許可願） 学生支援課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 大学会館１階共通事務室内 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

2021年度 学生支援課 課外活動 令和3年度体育会学長杯 学生支援課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 大学会館１階共通事務室内 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

2021年度 学生支援課 課外活動 第59回近畿地区国立大学体育大会 学生支援課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 大学会館１階共通事務室内 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

2021年度 学生支援課 学生団体 令和3年度学生団体更新関係 学生支援課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 大学会館１階共通事務室内 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

2021年度 学生支援課 学生団体 サークルガイド２０２２（作成資料） 学生支援課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 大学会館１階共通事務室内 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

2021年度 学生支援課 学生主催行事 令和3年度新歓・五月祭・神霜祭関係 学生支援課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 大学会館１階共通事務室内 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

2021年度 学生支援課 課外活動に係る諸会議 令和3年度学生団体会議 学生支援課長 2022/4/1 3年 2024/3/31 紙 大学会館１階共通事務室内 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

2021年度 学生支援課 課外活動に係る諸会議 令和3年度一般社団法人大学スポーツ協会（UNIVAS）関係 学生支援課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 大学会館１階共通事務室内 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

2021年度 学生支援課 課外活動に係る諸会議 令和3年度課外活動専門委員会 学生支援課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 大学会館１階共通事務室内 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

2021年度 学生支援課
課外教育施設の管理運
営

令和3年度遠見山の家使用願関係 学生支援課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 大学会館１階共通事務室内 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

2021年度 学生支援課 課外活動 令和3年度ボランティアデスク 学生支援課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 大学会館１階共通事務室内 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

2021年度 学生支援課 その他 課外活動に係る各種通知（接受文書） 学生支援課長 2022/4/1 1年 2023/3/31 紙 大学会館１階共通事務室内 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

2021年度 学生支援課 保健センター 令和3年度出勤簿・勤務時間報告書等 学生支援課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟１階保健センター事務室 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2021年度 学生支援課 保健センター 令和3年度旅行命令（依頼） 学生支援課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2021年度 学生支援課 授業料・奨学金
令和３年度日本学生支援機構奨学金大学院特に優れた業績
による返還免除

学生支援課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2021年度 学生支援課 授業料・奨学金 令和３年度日本学生支援機構給付型奨学金（旧制度） 学生支援課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2021年度 学生支援課 授業料・奨学金 令和３年度日本学生支援機構貸与型奨学金 学生支援課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2021年度 学生支援課 授業料・奨学金 令和３年度日本学生支援機構適格認定 学生支援課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄
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2021年度 学生支援課 授業料・奨学金 令和３年度日本学生支援機構通知・依頼等文書 学生支援課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2021年度 学生支援課 授業料・奨学金 令和３年度高等教育の修学支援新制度 学生支援課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2021年度 学生支援課 授業料・奨学金 令和３年度一般奨学会(地方公共団体) 学生支援課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2021年度 学生支援課 授業料・奨学金 令和３年度一般奨学会（民間育英会） 学生支援課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2021年度 学生支援課 授業料・奨学金 令和３年度小野奨学会 学生支援課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2021年度 学生支援課 授業料・奨学金 令和３年度入学料免除関係 学生支援課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2021年度 学生支援課 授業料・奨学金 令和３年度前期・後期授業料免除関係 学生支援課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2021年度 学生支援課 授業料・奨学金 令和３年度前期・後期授業料免除願 学生支援課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2021年度 学生支援課 授業料・奨学金 令和３年度入学料免除願 学生支援課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2021年度 学生支援課 授業料・奨学金 令和３年度大学院における特別入学料免除願 学生支援課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2021年度 学生支援課 授業料・奨学金 令和３年度前期・後期大学院における特別授業料免除願 学生支援課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2021年度 学生支援課 授業料・奨学金 令和３年度修学支援奨学金 学生支援課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2021年度 学生支援課 授業料・奨学金 令和３年度「学びの継続」のための学生支援緊急給付金 学生支援課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2021年度 学生支援課 福利厚生 令和３年度実習用定期券（前期・臨床・卒論・研究）実習 学生支援課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2021年度 学生支援課 福利厚生 令和３年度度実習用定期券（後期）実習 学生支援課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2021年度 学生支援課 福利厚生 令和３年度学生団体旅客運送申込書の証明願 学生支援課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2021年度 学生支援課 福利厚生 令和３年度紛失・盗難届 学生支援課長 2022/4/1 1年 2022/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2021年度 学生支援課 学生支援 学生カード（R3年度卒業生） 学生支援課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2021年度 学生支援課 学生支援 令和３年度学生証関係 学生支援課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2021年度 学生支援課 福利厚生 令和３年度学生証再交付願 学生支援課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2021年度 学生支援課 福利厚生 令和３年度学生カード記載事項変更届 学生支援課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2021年度 学生支援課 福利厚生 令和３年度学割証関係 学生支援課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2021年度 学生支援課 福利厚生 令和３年度生活協同組合関係 学生支援課長 2022/4/1 30年 2052/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2021年度 学生支援課 福利厚生
令和３年度新型コロナウィルス感染症関係（学生支援（経済的
支援））

学生支援課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 移管

2021年度 学生支援課 就職 令和3年3月卒業（修了）年次生進路調査シート 学生支援課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 大学会館２階キャリア支援センター内 学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2021年度 学生支援課 就職 令和3年度　卒業生アンケート 学生支援課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 大学会館２階キャリア支援センター内 学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2021年度 学生支援課 就職 令和3年度進路アンケート 学生支援課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 大学会館２階キャリア支援センター内 学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2021年度 学生支援課 就職 令和3年度　教員就職 学生支援課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 大学会館２階キャリア支援センター内 学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2021年度 学生支援課 就職 令和3年度　大学推薦 学生支援課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 大学会館２階キャリア支援センター内 学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2021年度 学生支援課 就職 令和3年度　連合教職大学院学内推薦 学生支援課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 大学会館２階キャリア支援センター内 学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄
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2021年度 学生支援課 就職 令和3年度　企業就職（ガイダンス・講座・その他の企画・支援） 学生支援課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 大学会館２階キャリア支援センター内 学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2021年度 学生支援課 就職 令和3年度　企業就職（合同説明会） 学生支援課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 大学会館２階キャリア支援センター内 学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2021年度 学生支援課 就職 令和3年度　企業就職（講演・講習等） 学生支援課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 大学会館２階キャリア支援センター内 学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2021年度 学生支援課 就職 令和3年度　企業就職（調査回答） 学生支援課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 大学会館２階キャリア支援センター内 学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2021年度 学生支援課 就職
令和3年度　インターンシップ（コンソ型及びその他大学経由
型）

学生支援課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 大学会館２階キャリア支援センター内 学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2021年度 学生支援課 就職 令和3年度　インターンシップ（説明会・研修・各種フォーム） 学生支援課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 大学会館２階キャリア支援センター内 学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2021年度 学生支援課 就職 令和3年度　保護者対象就職説明会 学生支援課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 大学会館２階キャリア支援センター内 学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2021年度 学生支援課 就職 令和3年度　調査回答 学生支援課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 大学会館２階キャリア支援センター内 学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2021年度 学生支援課 就職 令和3年度　卒業生アカウント申請 学生支援課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 大学会館２階キャリア支援センター内 学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2021年度 学生支援課
キャリア支援
センター

令和3年度　キャリア支援センター会議 学生支援課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 大学会館２階キャリア支援センター内 学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2021年度 学生支援課
キャリア支援
センター

令和3年度　人事・勤務時間報告 学生支援課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 大学会館２階キャリア支援センター内 学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2021年度 学生支援課
キャリア支援
センター

令和3年度　予算 学生支援課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 大学会館２階キャリア支援センター内 学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2021年度 学生支援課
キャリア支援
センター

令和3年度　旅行命令簿 学生支援課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 大学会館２階キャリア支援センター内 学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2021年度 学生支援課
キャリア支援
センター

令和3年度　謝金 学生支援課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 大学会館２階キャリア支援センター内 学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2020年度 学生支援課 保健センター 令和2年度出勤簿・勤務時間報告書等 学生支援課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟１階保健センター事務室 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2020年度 学生支援課 保健センター 令和2年度旅行命令（依頼） 学生支援課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2020年度 学生支援課 課外活動 令和2年度諸手続（行事集会許可願） 学生支援課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 大学会館１階共通事務室内 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

2020年度 学生支援課 課外活動 令和2年度諸手続（大学会館・学内掲示） 学生支援課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 大学会館１階共通事務室内 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

2020年度 学生支援課 課外活動 令和2年度諸手続（合宿室使用許可願） 学生支援課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 大学会館１階共通事務室内 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

2020年度 学生支援課 課外活動 令和2年度体育会学長杯 学生支援課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 大学会館１階共通事務室内 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

2020年度 学生支援課 課外活動 第58回近畿地区国立大学体育大会 学生支援課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 大学会館１階共通事務室内 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

2020年度 学生支援課 学生団体 令和2年度学生団体更新関係 学生支援課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 大学会館１階共通事務室内 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

2020年度 学生支援課 学生団体 サークルガイド２０２1（作成資料） 学生支援課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 大学会館１階共通事務室内 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

2020年度 学生支援課 学生主催行事 令和2年度新歓・五月祭・神霜祭関係 学生支援課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 大学会館１階共通事務室内 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

2020年度 学生支援課 課外活動に係る諸会議 令和2年度学生団体会議 学生支援課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 大学会館１階共通事務室内 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

2020年度 学生支援課 課外活動に係る諸会議 令和2年度一般社団法人大学スポーツ協会（UNIVAS）関係 学生支援課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 大学会館１階共通事務室内 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

2020年度 学生支援課 課外活動に係る諸会議 令和2年度課外活動専門委員会 学生支援課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 大学会館１階共通事務室内 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

2020年度 学生支援課
課外教育施設の管理運
営

令和2年度遠見山の家使用願関係 学生支援課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 大学会館１階共通事務室内 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

2020年度 学生支援課 課外活動 令和2年度ボランティアデスク 学生支援課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 大学会館１階共通事務室内 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

2020年度 学生支援課 課外活動 令和2年度東日本大震災復興支援ボランティア 学生支援課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 大学会館１階共通事務室内 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄
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2020年度 学生支援課 就職 令和２年3月卒業（修了）年次生進路調査シート 学生支援課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 大学会館２階キャリア支援センター内 学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2020年度 学生支援課 就職 令和２年度　卒業生アンケート 学生支援課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 大学会館２階キャリア支援センター内 学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2020年度 学生支援課 就職 令和２年度進路アンケート 学生支援課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 大学会館２階キャリア支援センター内 学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2020年度 学生支援課 就職 令和２年度　教員就職 学生支援課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 大学会館２階キャリア支援センター内 学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2020年度 学生支援課 就職 令和２年度　大学推薦 学生支援課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 大学会館２階キャリア支援センター内 学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2020年度 学生支援課 就職 令和２年度　連合教職大学院学内推薦 学生支援課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 大学会館２階キャリア支援センター内 学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2020年度 学生支援課 就職
令和２年度　企業就職（ガイダンス・講座・その他の企画・支
援）

学生支援課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 大学会館２階キャリア支援センター内 学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2020年度 学生支援課 就職 令和２年度　企業就職（合同説明会） 学生支援課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 大学会館２階キャリア支援センター内 学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2020年度 学生支援課 就職 令和２年度　企業就職（講演・講習等） 学生支援課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 大学会館２階キャリア支援センター内 学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2020年度 学生支援課 就職 令和２年度　企業就職（調査回答） 学生支援課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 大学会館２階キャリア支援センター内 学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2020年度 学生支援課 就職
令和２年度　インターンシップ（コンソ型及びその他大学経由
型）

学生支援課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 大学会館２階キャリア支援センター内 学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2020年度 学生支援課 就職 令和２年度　インターンシップ（説明会・研修・各種フォーム） 学生支援課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 大学会館２階キャリア支援センター内 学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2020年度 学生支援課 就職 令和２年度　保護者対象就職説明会 学生支援課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 大学会館２階キャリア支援センター内 学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2020年度 学生支援課 就職 令和２年度　調査回答 学生支援課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 大学会館２階キャリア支援センター内 学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2020年度 学生支援課 就職 令和２年度　卒業生アカウント申請 学生支援課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 大学会館２階キャリア支援センター内 学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2020年度 学生支援課
キャリア支援
センター

令和２年度　キャリア支援センター運営委員会 学生支援課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 大学会館２階キャリア支援センター内 学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2020年度 学生支援課
キャリア支援
センター

令和２年度　人事・勤務時間報告 学生支援課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 大学会館２階キャリア支援センター内 学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2020年度 学生支援課
キャリア支援
センター

令和２年度　予算 学生支援課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 大学会館２階キャリア支援センター内 学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2020年度 学生支援課
キャリア支援
センター

令和２年度　旅行命令簿 学生支援課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 大学会館２階キャリア支援センター内 学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2020年度 学生支援課
キャリア支援
センター

令和２年度　謝金 学生支援課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 大学会館２階キャリア支援センター内 学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2020年度 学生支援課 学生支援 学生カード（R2学生） 学生支援課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2020年度 学生支援課 授業料・奨学金
令和２年度日本学生支援機構奨学金大学院特に優れた業績
による返還免除

学生支援課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2020年度 学生支援課 授業料・奨学金 令和２年度日本学生支援機構採用 学生支援課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2020年度 学生支援課 授業料・奨学金 令和２年度日本学生支援機構異動 学生支援課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2020年度 学生支援課 授業料・奨学金 令和２年度日本学生支援機構適格認定 学生支援課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2020年度 学生支援課 授業料・奨学金 令和２年度日本学生支援機構返還誓約書 学生支援課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2020年度 学生支援課 授業料・奨学金 令和２年度日本学生支援機構調査・回答 学生支援課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2020年度 学生支援課 授業料・奨学金 令和２年度日本学生支援機構選考委員会 学生支援課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2020年度 学生支援課 授業料・奨学金 令和２年度日本学生支援機構通知文書 学生支援課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2020年度 学生支援課 授業料・奨学金 令和２年度日本学生支援機構申込 学生支援課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄
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2020年度 学生支援課 福利厚生 令和２年度実習用定期券（前期・臨床・卒論・研究）実習　 学生支援課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2020年度 学生支援課 福利厚生 令和２年年度実習用定期券（後期）実習　 学生支援課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2020年度 学生支援課 授業料・奨学金 令和２年年度一般奨学会(地方公共団体) 学生支援課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2020年度 学生支援課 授業料・奨学金 令和２年年度一般奨学会（民間育英会） 学生支援課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2020年度 学生支援課 授業料・奨学金 令和２年年度小野奨学会 学生支援課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2020年度 学生支援課 授業料・奨学金 令和２年度入学料免除関係 学生支援課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2020年度 学生支援課 授業料・奨学金 令和２年度前期・後期授業料免除関係 学生支援課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2020年度 学生支援課 授業料・奨学金 令和２年度前期・後期授業料免除願 学生支援課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2020年度 学生支援課 授業料・奨学金 令和２年度入学料免除願 学生支援課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2020年度 学生支援課 授業料・奨学金 令和２年度大学院における特別入学料免除願 学生支援課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2020年度 学生支援課 授業料・奨学金 令和２年度前期・後期大学院における特別授業料免除願 学生支援課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2020年度 学生支援課 福利厚生 令和２年度学生証再交付願・「在学確認兼通学区間シール」再 学生支援課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2020年度 学生支援課 福利厚生 令和２年度異動届 学生支援課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2020年度 学生支援課 福利厚生 令和２年度学割証関係 学生支援課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2020年度 学生支援課 福利厚生 令和２年度学生団体旅客運送申込書の証明願 学生支援課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2020年度 学生支援課 福利厚生 令和２年度生活協同組合関係 学生支援課長 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2020年度 学生支援課 学生支援 令和２年度学生証関係 学生支援課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2020年度 学生支援課 授業料・奨学金 令和２年度修学支援奨学金 学生支援課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2020年度 学生支援課 授業料・奨学金
令和２年度高等教育の修学支援新制度（入学料・授業料免除
関係）

学生支援課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2020年度 学生支援課 福利厚生 新型コロナウィルス感染症関係（学生支援（経済的支援）） 学生支援課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 移管

2020年度 学生支援課 授業料・奨学金 「学びの継続」のための学生支援緊急給付金 学生支援課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2019年度 学生支援課 課外活動 令和元年度諸手続（行事集会許可願） 学生支援課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 大学会館１階共通事務室内 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

2019年度 学生支援課 課外活動 令和元年度諸手続（大学会館・学内掲示） 学生支援課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 大学会館１階共通事務室内 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

2019年度 学生支援課 課外活動 令和元年度諸手続（合宿室使用許可願） 学生支援課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 大学会館１階共通事務室内 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

2019年度 学生支援課 課外活動 令和元年度体育会学長杯 学生支援課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 大学会館１階共通事務室内 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

2019年度 学生支援課 課外活動 第５７回近畿地区国立大学体育大会 学生支援課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 大学会館１階共通事務室内 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

2019年度 学生支援課 学生団体 令和元年度学生団体更新関係 学生支援課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 大学会館１階共通事務室内 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

2019年度 学生支援課 学生団体 サークルガイド２０２０（作成資料） 学生支援課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 大学会館１階共通事務室内 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

2019年度 学生支援課 学生主催行事 令和元年度新歓・五月祭・神霜祭関係 学生支援課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 大学会館１階共通事務室内 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

2019年度 学生支援課 課外活動に係る諸会議 令和元年度学生団体会議 学生支援課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 大学会館１階共通事務室内 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄
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2019年度 学生支援課 課外活動に係る諸会議 令和元年度一般社団法人大学スポーツ協会（UNIVAS）関係 学生支援課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 大学会館１階共通事務室内 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

2019年度 学生支援課 課外活動に係る諸会議 令和元年度課外活動専門委員会 学生支援課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 大学会館１階共通事務室内 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

2019年度 学生支援課
課外教育施設の管理運
営

令和元年度遠見山の家使用願関係 学生支援課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 大学会館１階共通事務室内 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

2019年度 学生支援課 課外活動 令和元年度ボランティアデスク 学生支援課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 大学会館１階共通事務室内 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

2019年度 学生支援課 課外活動 令和元年度東日本大震災復興支援ボランティア 学生支援課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 大学会館１階共通事務室内 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

2019年度 学生支援課 就職 平成31年3月卒業（修了）年次生進路調査シート 学生支援課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 大学会館２階キャリア支援センター内 学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2019年度 学生支援課 就職 平成31年度（令和元年度）　卒業生アンケート 学生支援課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 大学会館２階キャリア支援センター内 学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2019年度 学生支援課 就職 平成31年度（令和元年度）進路アンケート 学生支援課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 大学会館２階キャリア支援センター内 学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2019年度 学生支援課 就職 平成31年度（令和元年度）　教員就職 学生支援課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 大学会館２階キャリア支援センター内 学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2019年度 学生支援課 就職 平成31年度（令和元年度）　大学推薦 学生支援課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 大学会館２階キャリア支援センター内 学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2019年度 学生支援課 就職 平成31年度（令和元年度）　連合教職大学院学内推薦 学生支援課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 大学会館２階キャリア支援センター内 学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2019年度 学生支援課 就職
平成31年度（令和元年度）　企業就職（ガイダンス・講座・その
他の企画・支援）

学生支援課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 大学会館２階キャリア支援センター内 学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2019年度 学生支援課 就職 平成31年度（令和元年度）　企業就職（合同説明会） 学生支援課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 大学会館２階キャリア支援センター内 学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2019年度 学生支援課 就職 平成31年度（令和元年度）　企業就職（講演・講習等） 学生支援課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 大学会館２階キャリア支援センター内 学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2019年度 学生支援課 就職 平成31年度（令和元年度）　企業就職（調査回答） 学生支援課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 大学会館２階キャリア支援センター内 学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2019年度 学生支援課 就職
平成31年度（令和元年度）　インターンシップ（コンソ型及びそ
の他大学経由型）

学生支援課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 大学会館２階キャリア支援センター内 学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2019年度 学生支援課 就職
平成31年度（令和元年度）　インターンシップ（説明会・研修・
各種フォーム）

学生支援課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 大学会館２階キャリア支援センター内 学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2019年度 学生支援課 就職 平成31年度（令和元年度）　保護者対象就職説明会 学生支援課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 大学会館２階キャリア支援センター内 学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2019年度 学生支援課 就職 平成31年度（令和元年度）　調査回答 学生支援課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 大学会館２階キャリア支援センター内 学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2019年度 学生支援課 就職 平成31年度（令和元年度）　卒業生アカウント申請 学生支援課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 大学会館２階キャリア支援センター内 学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2019年度 学生支援課
キャリア支援
センター

平成31年度（令和元年度）　キャリア支援センター運営委員会 学生支援課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 大学会館２階キャリア支援センター内 学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2019年度 学生支援課
キャリア支援
センター

平成31年度（令和元年度）　人事・勤務時間報告 学生支援課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 大学会館２階キャリア支援センター内 学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2019年度 学生支援課
キャリア支援
センター

平成31年度（令和元年度）　予算 学生支援課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 大学会館２階キャリア支援センター内 学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2019年度 学生支援課
キャリア支援
センター

平成31年度（令和元年度）　旅行命令簿 学生支援課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 大学会館２階キャリア支援センター内 学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2019年度 学生支援課
キャリア支援
センター

平成31年度（令和元年度）　謝金 学生支援課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 大学会館２階キャリア支援センター内 学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2019年度 学生支援課 学生支援 学生カード（Ｈ３１学生） 学生支援課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2019年度 学生支援課 授業料・奨学金
平成３１年度日本学生支援機構奨学事務に関する事務担当
者の手引

学生支援課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2019年度 学生支援課 授業料・奨学金
平成３１年度日本学生支援機構奨学金大学院特に優れた業
績による返還免除

学生支援課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2019年度 学生支援課 授業料・奨学金 平成３１年度日本学生支援機構採用 学生支援課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2019年度 学生支援課 授業料・奨学金 平成３１年度日本学生支援機構適格認定 学生支援課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄
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2019年度 学生支援課 授業料・奨学金 平成３１年度日本学生支援機構返還誓約書 学生支援課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2019年度 学生支援課 授業料・奨学金 平成３１年度日本学生支援機構調査・回答 学生支援課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2019年度 学生支援課 授業料・奨学金 平成３１年度日本学生支援機構選考委員会 学生支援課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2019年度 学生支援課 授業料・奨学金 平成３１年度日本学生支援機構通知文書 学生支援課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2019年度 学生支援課 授業料・奨学金 平成３１年度日本学生支援機構送付文書 学生支援課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2019年度 学生支援課 授業料・奨学金 平成３１年度日本学生支援機構申込（学部１年生）１ 学生支援課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2019年度 学生支援課 授業料・奨学金 平成３１年度日本学生支援機構申込（学部１年生）２ 学生支援課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2019年度 学生支援課 授業料・奨学金 平成３１年度日本学生支援機構申込（学部２～４年生） 学生支援課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2019年度 学生支援課 授業料・奨学金 平成３１年度日本学生支援機構申込（二部） 学生支援課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2019年度 学生支援課 授業料・奨学金 平成３１年度日本学生支援機構申込（大学院） 学生支援課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2019年度 学生支援課 授業料・奨学金 平成３１年度日本学生支援機構申込（大学院予約） 学生支援課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2019年度 学生支援課 福利厚生 平成３１年度実習用定期券（前期・臨床・卒論・研究）実習　 学生支援課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2019年度 学生支援課 福利厚生 平成３１年度実習用定期券（後期）実習　 学生支援課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2019年度 学生支援課 授業料・奨学金 平成３１年度一般奨学会(地方公共団体) 学生支援課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2019年度 学生支援課 授業料・奨学金 平成３１年度一般奨学会（民間育英会）1 学生支援課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2019年度 学生支援課 授業料・奨学金 平成３１年度一般奨学会（民間育英会）2 学生支援課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2019年度 学生支援課 授業料・奨学金 平成３１年度公益信託田路舜哉記念奨学育英基金 学生支援課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2019年度 学生支援課 授業料・奨学金 平成３１年度小野奨学会 学生支援課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2019年度 学生支援課 授業料・奨学金 Ｈ３１年度入学料免除関係 学生支援課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2019年度 学生支援課 授業料・奨学金 Ｈ３１年度前期・後期授業料免除関係 学生支援課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2019年度 学生支援課 授業料・奨学金 Ｈ３１年度前期・後期授業料免除願 学生支援課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2019年度 学生支援課 授業料・奨学金 Ｈ３１年度入学料免除願 学生支援課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2019年度 学生支援課 授業料・奨学金 Ｈ３１年度大学院における特別入学料免除願 学生支援課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2019年度 学生支援課 授業料・奨学金 Ｈ３１年度前期・後期大学院における特別授業料免除願 学生支援課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2019年度 学生支援課 福利厚生 Ｈ３１年度学生証再交付願・「在学確認兼通学区間シール」再交学生支援課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2019年度 学生支援課 福利厚生 Ｈ３１年度異動届 学生支援課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2019年度 学生支援課 福利厚生 Ｈ３１年度学割証関係 学生支援課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2019年度 学生支援課 福利厚生 Ｈ３１年度学生団体旅客運送申込書の証明願 学生支援課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2019年度 学生支援課 授業料・奨学金 Ｈ３１年度印刷物発行伺 学生支援課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2019年度 学生支援課 福利厚生 Ｈ３１生活協同組合関係 学生支援課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄
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2019年度 学生支援課 学生支援 Ｈ３１学生証関係 学生支援課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2019年度 学生支援課 授業料・奨学金 平成３１年度修学支援奨学金 学生支援課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2018年度 学生支援課 授業料・奨学金
平成３０年度日本学生支援機構奨学金大学院特に優れた業
績による返還免除

学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2018年度 学生支援課 授業料・奨学金 平成３０年度日本学生支援機構採用 学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2018年度 学生支援課 授業料・奨学金 平成３０年度日本学生支援機構適格認定 学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2018年度 学生支援課 授業料・奨学金 平成３０年度日本学生支援機構返還誓約書 学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2018年度 学生支援課 授業料・奨学金 平成３０年度日本学生支援機構調査・回答 学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2018年度 学生支援課 授業料・奨学金 平成３０年度日本学生支援機構選考委員会 学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2018年度 学生支援課 授業料・奨学金 平成３０年度日本学生支援機構通知文書 学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2018年度 学生支援課 授業料・奨学金 平成３０年度日本学生支援機構送付文書 学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2018年度 学生支援課 授業料・奨学金 平成３０年度日本学生支援機構申込（学部１年生）１ 学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2018年度 学生支援課 授業料・奨学金 平成３０年度日本学生支援機構申込（学部１年生）２ 学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2018年度 学生支援課 授業料・奨学金 平成３０年度日本学生支援機構申込（学部２～４年生） 学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2018年度 学生支援課 授業料・奨学金 平成３０年度日本学生支援機構申込（二部） 学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2018年度 学生支援課 授業料・奨学金 平成３０年度日本学生支援機構申込（大学院） 学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2018年度 学生支援課 授業料・奨学金 平成３０年度日本学生支援機構申込（大学院予約） 学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2018年度 学生支援課 授業料・奨学金 平成３０年度一般奨学会(地方公共団体) 学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2018年度 学生支援課 授業料・奨学金 平成３０年度一般奨学会（民間育英会）1 学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2018年度 学生支援課 授業料・奨学金 平成３０年度一般奨学会（民間育英会）2 学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2018年度 学生支援課 授業料・奨学金 平成３０年度公益信託田路舜哉記念奨学育英基金 学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2018年度 学生支援課 授業料・奨学金 平成３０年度小野奨学会 学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2018年度 学生支援課 授業料・奨学金 Ｈ３０年度前期・後期授業料免除願 学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2018年度 学生支援課 授業料・奨学金 Ｈ３０年度入学料免除願 学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2018年度 学生支援課 授業料・奨学金 Ｈ３０年度大学院における特別入学料免除願 学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2018年度 学生支援課 授業料・奨学金 Ｈ３０年度前期・後期大学院における特別授業料免除願 学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2018年度 学生支援課 福利厚生
Ｈ３０年度学生証再交付願・「在学確認兼通学区間シール」再
交付願

学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2018年度 学生支援課 福利厚生 Ｈ３０年度異動届 学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2018年度 学生支援課 福利厚生 Ｈ３０年度学割証関係 学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2018年度 学生支援課 学生支援 Ｈ３０学生証関係 学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2018年度 学生支援課 授業料・奨学金 平成３０年度修学支援奨学金 学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄
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2018年度 学生支援課 課外活動 第５６回近畿地区国立大学体育大会 学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 大学会館１階共通事務室内 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

2018年度 学生支援課 学生団体 平成３０年度学生団体更新関係 学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 大学会館１階共通事務室内 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

2018年度 学生支援課 課外活動に係る諸会議 平成３０年度課外活動専門委員会 学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 大学会館１階共通事務室内 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

2018年度 学生支援課 課外活動 平成３０年度ボランティアデスク 学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 大学会館１階共通事務室内 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

2018年度 学生支援課 課外活動 平成３０年度東日本大震災復興支援ボランティア 学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 大学会館１階共通事務室内 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

2018年度 学生支援課 キャリア支援センター 平成30年度　旅行命令簿 学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 大学会館２階キャリア支援センター内 学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2018年度 学生支援課 キャリア支援センター 平成30年度　予算・謝金 学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 大学会館２階キャリア支援センター内 学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2018年度 学生支援課 キャリア支援センター 平成30年度　勤務時間報告 学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 大学会館２階キャリア支援センター内 学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2018年度 学生支援課 学生支援 学生カード（Ｈ３０学生） 学生支援課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2018年度 学生支援課 授業料・奨学金
平成３０年度日本学生支援機構奨学事務に関する事務担当
者の手引

学生支援課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2018年度 学生支援課 授業料・奨学金 Ｈ３０年度入学料免除関係 学生支援課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2018年度 学生支援課 授業料・奨学金 Ｈ３０年度前期・後期授業料免除関係 学生支援課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2018年度 学生支援課 課外活動 平成３０年度体育会学長杯 学生支援課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 大学会館１階共通事務室内 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

2018年度 学生支援課 学生主催行事 平成３０年度新歓・五月祭・神霜祭関係 学生支援課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 大学会館１階共通事務室内 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

2018年度 学生支援課 課外活動に係る諸会議 平成３０年度一般社団法人大学スポーツ協会（UNIVAS）関係 学生支援課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 大学会館１階共通事務室内 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

2018年度 学生支援課 キャリア支援センター 平成30年度　キャリア支援センター運営委員会 学生支援課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 大学会館２階キャリア支援センター内 学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2018年度 学生支援課 就職 平成30年度　進路調査シート 学生支援課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 大学会館２階キャリア支援センター内 学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2018年度 学生支援課 福利厚生 Ｈ３０生活協同組合関係 学生支援課長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 事務局棟2階倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課奨学厚生係 廃棄

2017年度 学生支援課 障がい学生修学支援 平成２９年度障がい学生支援大学長連絡会議 学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
Ｃ６棟２階障がい学生修学支援ルーム
内

学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2017年度 学生支援課 服務 平成２９年度謝金 学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
Ｃ６棟２階障がい学生修学支援ルーム
内

学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2017年度 学生支援課 服務 平成２９年旅行命令簿（教職員以外） 学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
Ｃ６棟２階障がい学生修学支援ルーム
内

学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2017年度 学生支援課 課外活動 平成２９年度サークル・ミーティング 学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 大学会館１階共通事務室内 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

2017年度 学生支援課 キャリア支援センター 平成２９年度旅行命令簿 学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 大学会館２階キャリア支援センター内 学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2017年度 学生支援課 キャリア支援センター 平成２９年度謝金 学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 大学会館２階キャリア支援センター内 学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2017年度 学生支援課 キャリア支援センター 平成２９年度勤務時間報告 学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 大学会館２階キャリア支援センター内 学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2017年度 学生支援課 課外活動 平成２９年度学長杯等授与 学生支援課長 2018/4/1 10年 2027/3/31 紙 大学会館１階共通事務室内 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

2017年度 学生支援課 課外活動に係る諸会議 平成２９年度学生支援実施委員会課外活動専門委員会 学生支援課長 2018/4/1 5年 2027/3/31 紙 大学会館１階共通事務室内 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

2017年度 学生支援課 障がい学生修学支援 平成２９年度障がい学生支援委員会 学生支援課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙
Ｃ６棟２階障がい学生修学支援ルーム
内

学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2017年度 学生支援課 障がい学生修学支援 平成２９年度学生対応 学生支援課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙
Ｃ６棟２階障がい学生修学支援ルーム
内

学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2017年度 学生支援課 障がい学生修学支援 平成２９年度学内・支援協力学生 学生支援課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙
Ｃ６棟２階障がい学生修学支援ルーム
内

学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄
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2017年度 学生支援課 キャリア支援センター 平成２９年度　キャリア支援センター運営委員会 学生支援課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 大学会館２階キャリア支援センター内 学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2017年度 学生支援課 就職 平成２９年度　進路調査シート 学生支援課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 大学会館２階キャリア支援センター内 学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2017年度 学生支援課 就職 平成２９年度　卒業生アカウント申請 学生支援課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 大学会館２階キャリア支援センター内 学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2017年度 学生支援課 学生団体 平成２９年度学生団体設立許可願 学生支援課長 2018/4/1 30年 2047/3/31 紙 大学会館１階共通事務室内 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

2016年度 学生支援課 課外活動 平成２８年度新入生歓迎行事・五月祭・神霜祭 学生支援課長 2017/4/1 10年 2026/3/31 紙 大学会館１階共通事務室内 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

2016年度 学生支援課 障がい学生修学支援 平成２８年度障がい学生支援委員会 学生支援課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
Ｃ６棟２階障がい学生修学支援ルーム
内

学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2016年度 学生支援課 障がい学生修学支援 平成２８年度学生対応 学生支援課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
Ｃ６棟２階障がい学生修学支援ルーム
内

学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2016年度 学生支援課 障がい学生修学支援 平成２８年度学内・支援協力学生 学生支援課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
Ｃ６棟２階障がい学生修学支援ルーム
内

学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2016年度 学生支援課 学生宿舎 平成２８年度学生宿舎募集・選考・許可 学生支援課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2016年度 学生支援課 学生宿舎 平成２８年度学生宿舎入居申請書（男子） 学生支援課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2016年度 学生支援課 学生宿舎 平成２８年度学生宿舎入居申請書（女子） 学生支援課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2016年度 学生支援課 学生宿舎 平成２８年度学生宿舎入居者名簿・入居誓約書（男子） 学生支援課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2016年度 学生支援課 学生宿舎 平成２８年度学生宿舎入居者名簿・入居誓約書（女子） 学生支援課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2016年度 学生支援課 学生宿舎 平成２８年度学生宿舎退居届（女子） 学生支援課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2016年度 学生支援課 学生宿舎 平成２８年度学生宿舎退居届（男子） 学生支援課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2016年度 学生支援課 キャリア支援センター 平成２８年度　キャリア支援センター運営委員会 学生支援課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 大学会館２階キャリア支援センター内 学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2016年度 学生支援課 就職 平成２８年度　進路調査シート 学生支援課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 大学会館２階キャリア支援センター内 学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2016年度 学生支援課 課外活動 平成２８年度学長杯等授与 学生支援課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 大学会館１階共通事務室内 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

2016年度 学生支援課 学生団体 平成２８年度学生団体設立許可願 学生支援課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 大学会館１階共通事務室内 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

2015年度 学生支援課 学生支援 卒業生情報ファイル 学生サービス課長 2016/4/1 永久
電子媒体：
FD,CD,USBメ
モリ,SDカード

事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課

2015年度 学生支援課 障がい学生修学支援 平成２７年度障がい学生支援委員会 学生支援課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
Ｃ６棟２階障がい学生修学支援ルーム
内

学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2015年度 学生支援課 障がい学生修学支援 平成２７年度学生対応 学生支援課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
Ｃ６棟２階障がい学生修学支援ルーム
内

学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2015年度 学生支援課 障がい学生修学支援 平成２７年度学内・支援協力学生 学生支援課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
Ｃ６棟２階障がい学生修学支援ルーム
内

学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2015年度 学生支援課 学生宿舎 平成２７年度学生宿舎募集・選考・許可 学生支援課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2015年度 学生支援課 学生宿舎 平成２７年度学生宿舎入居申請書（男子） 学生支援課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2015年度 学生支援課 学生宿舎 平成２７年度学生宿舎入居申請書（女子） 学生支援課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2015年度 学生支援課 学生宿舎 平成２７年度学生宿舎入居者名簿・入居誓約書（男子） 学生支援課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2015年度 学生支援課 学生宿舎 平成２７年度学生宿舎入居者名簿・入居誓約書（女子） 学生支援課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2015年度 学生支援課 学生宿舎 平成２７年度学生宿舎退居届（女子） 学生支援課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2015年度 学生支援課 学生宿舎 平成２７年度学生宿舎退居届（男子） 学生支援課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

168/398



作成・取得
年度

大分類 中分類
法人文書ファイル名

（小分類）
作成・取得時の

文書管理者
保存期間
の起算日

保存期間
保存期間の
満了する日

媒体の種別 保存場所
現状の

文書管理者
保有担当
係等名称

保存期間が満
了したときの措

置

2015年度 学生支援課 課外活動 平成２７年度新入生歓迎行事・五月祭・神霜祭 学生支援課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 大学会館１階共通事務室内 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

2015年度 学生支援課 就職 平成２７年度　進路調査シート 学生サービス課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 大学会館２階キャリア支援センター内 学生支援課長 学務部学生支援課就職係 廃棄

2015年度 学生支援課 課外活動 平成２７年度学長杯等授与 学生支援課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 大学会館１階共通事務室内 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

2015年度 学生支援課 学生団体 平成２７年度学生団体設立許可願 学生支援課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 大学会館１階共通事務室内 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

2014年度 学生支援課 障がい学生修学支援 平成２６年度障がい学生支援委員会 学生サービス課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
Ｃ６棟２階障がい学生修学支援ルーム
内

学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2014年度 学生支援課 障がい学生修学支援 平成２６年度学生対応 学生サービス課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
Ｃ６棟２階障がい学生修学支援ルーム
内

学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2014年度 学生支援課 障がい学生修学支援 平成２６年度学内・支援協力学生 学生サービス課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
Ｃ６棟２階障がい学生修学支援ルーム
内

学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2014年度 学生支援課 学生宿舎 平成２６年度学生宿舎募集・選考・許可 学生サービス課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2014年度 学生支援課 学生宿舎 平成２６年度学生宿舎入居申請書（男子） 学生サービス課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2014年度 学生支援課 学生宿舎 平成２６年度学生宿舎入居申請書（女子） 学生サービス課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2014年度 学生支援課 学生宿舎 平成２６年度学生宿舎入居者名簿・入居誓約書（男子） 学生サービス課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2014年度 学生支援課 学生宿舎 平成２６年度学生宿舎入居者名簿・入居誓約書（女子） 学生サービス課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2014年度 学生支援課 学生宿舎 平成２６年度学生宿舎退居届（女子） 学生サービス課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2014年度 学生支援課 学生宿舎 平成２６年度学生宿舎退居届（男子） 学生サービス課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2014年度 学生支援課 課外活動 平成２６年度課外活動における学外指導者との意見交換行事 学生サービス課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 大学会館１階共通事務室内 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

2014年度 学生支援課 課外活動 平成２６年度新入生歓迎行事・五月祭 学生サービス課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 大学会館１階共通事務室内 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

2014年度 学生支援課 課外活動 平成２６年度大学祭（神霜祭） 学生サービス課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 大学会館１階共通事務室内 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

2014年度 学生支援課 課外活動 平成２６年度学長杯等授与 学生サービス課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 大学会館１階共通事務室内 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

2014年度 学生支援課 学生団体 平成２６年度学生団体設立許可願 学生サービス課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 大学会館１階共通事務室内 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

2013年度 学生支援課 学生宿舎 平成２５年度学生宿舎募集・選考・許可 学生サービス課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2013年度 学生支援課 学生宿舎 平成２５年度学生宿舎入居申請書（男子） 学生サービス課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2013年度 学生支援課 学生宿舎 平成２５年度学生宿舎入居申請書（女子） 学生サービス課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2013年度 学生支援課 学生宿舎 平成２５年度学生宿舎入居者名簿・入居誓約書（男子） 学生サービス課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2013年度 学生支援課 学生宿舎 平成２５年度学生宿舎入居者名簿・入居誓約書（女子） 学生サービス課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2013年度 学生支援課 学生宿舎 平成２５年度学生宿舎退居届（女子） 学生サービス課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2013年度 学生支援課 学生宿舎 平成２５年度学生宿舎退居届（男子） 学生サービス課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2013年度 学生支援課 障がい学生修学支援 平成２５年度障がい学生支援委員会 学生サービス課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
Ｃ６棟２階障がい学生修学支援ルーム
内

学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2013年度 学生支援課 障がい学生修学支援 平成２５年度学生対応 学生サービス課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
Ｃ６棟２階障がい学生修学支援ルーム
内

学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2013年度 学生支援課 障がい学生修学支援 平成２５年度学内・支援協力学生 学生サービス課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
Ｃ６棟２階障がい学生修学支援ルーム
内

学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2013年度 学生支援課 課外活動 平成２５年度課外活動における学外指導者との意見交換行事 学生サービス課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 大学会館１階共通事務室内 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄
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2013年度 学生支援課 課外活動 平成２５年度新入生歓迎行事・五月祭 学生サービス課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 大学会館１階共通事務室内 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

2013年度 学生支援課 課外活動 平成２５年度大学祭（神霜祭） 学生サービス課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 大学会館１階共通事務室内 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

2013年度 学生支援課 課外活動 平成２５年度学長杯等授与 学生サービス課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 大学会館１階共通事務室内 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

2013年度 学生支援課 学生団体 平成２５年度学生団体設立許可願 学生サービス課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 大学会館１階共通事務室内 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

2012年度 学生支援課 学生宿舎 平成２４年度学生宿舎募集・選考・許可 学生サービス課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2012年度 学生支援課 学生宿舎 平成２４年度学生宿舎入居申請書（男子） 学生サービス課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2012年度 学生支援課 学生宿舎 平成２４年度学生宿舎入居申請書（女子） 学生サービス課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2012年度 学生支援課 学生宿舎 平成２４年度学生宿舎入居者名簿・入居誓約書（男子） 学生サービス課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2012年度 学生支援課 学生宿舎 平成２４年度学生宿舎入居者名簿・入居誓約書（女子） 学生サービス課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2012年度 学生支援課 学生宿舎 平成２４年度学生宿舎退居届（女子） 学生サービス課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2012年度 学生支援課 学生宿舎 平成２４年度学生宿舎退居届（男子） 学生サービス課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2012年度 学生支援課 障がい学生修学支援 平成２４年度障がい学生支援委員会 学生サービス課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
Ｃ６棟２階障がい学生修学支援ルーム
内

学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2012年度 学生支援課 障がい学生修学支援 平成２４年度支援利用学生 学生サービス課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
Ｃ６棟２階障がい学生修学支援ルーム
内

学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2012年度 学生支援課 障がい学生修学支援 平成２４年度支援協力学生 学生サービス課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
Ｃ６棟２階障がい学生修学支援ルーム
内

学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2012年度 学生支援課 課外活動 平成２４年度課外活動における学外指導者との意見交換行事
学務部学生サービス課
長

2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 大学会館１階共通事務室内 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

2012年度 学生支援課 課外活動 平成２４年度新入生歓迎行事・五月祭
学務部学生サービス課
長

2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 大学会館１階共通事務室内 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

2012年度 学生支援課 課外活動 平成２４年度大学祭（神霜祭）
学務部学生サービス課
長

2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 大学会館１階共通事務室内 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

2012年度 学生支援課 課外活動 平成２４年度学長杯等授与
学務部学生サービス課
長

2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 大学会館１階共通事務室内 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

2012年度 学生支援課 学生団体 平成２４年度学生団体設立許可願
学務部学生サービス課
長

2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 大学会館１階共通事務室内 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

2011年度 学生支援課 課外活動 平成２３年度学長杯等授与
学務部学生サービス課
長

2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 大学会館１階共通事務室内 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

2011年度 学生支援課 学生団体 平成２３年度学生団体設立許可願
学務部学生サービス課
長

2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 大学会館１階共通事務室内 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

2010年度 学生支援課
課外活動・課外活動施
設

学長杯等授与関係　平成２２年度 課外活動係 2010/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務室 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

2010年度 学生支援課 学生・学生団体の指導 学生団体設立許可願関係（平成２２年度） 課外活動係 2010/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務室 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

2009年度 学生支援課
課外活動・課外活動施
設

学長杯等授与関係　平成２１年度 課外活動係 2009/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務室 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

2009年度 学生支援課 学生・学生団体の指導 学生団体設立許可願関係（平成２１年度） 課外活動係 2009/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務室 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

2008年度 学生支援課
課外活動・課外活動施
設

学長杯等授与関係　平成２０年度 課外活動係 2008/4/1 30年 2039/3/31 紙 倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

2008年度 学生支援課 学生・学生団体の指導 学生団体設立許可願関係（平成２０年度） 課外活動係 2008/4/1 30年 2039/3/31 紙 倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

2007年度 学生支援課
課外活動・課外活動施
設

学長杯等授与関係　平成１９年度 課外活動係 2007/4/1 30年 2038/3/31 紙 倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

2007年度 学生支援課 学生・学生団体の指導 学生団体設立許可願関係（平成１９年度） 課外活動係 2007/4/1 30年 2038/3/31 紙 倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

2006年度 学生支援課
課外活動・課外活動施
設

学長杯等授与関係　平成１８年度 課外活動係 2006/4/1 30年 2037/3/31 紙 倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄
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2006年度 学生支援課 学生・学生団体の指導 学生団体設立許可願関係（平成１８年度） 課外活動係 2006/4/1 30年 2037/3/31 紙 倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

2005年度 学生支援課
課外活動・課外活動施
設

学長杯等授与関係　平成１７年度 課外活動係 2005/4/1 30年 2036/3/31 紙 倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

2004年度 学生支援課
課外活動・課外活動施
設

学長杯等授与関係　平成１６年度 課外活動担当 2004/4/1 30年 2035/3/31 紙 倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

2004年度 学生支援課 学生・学生団体の指導 学生団体設立許可願関係（平成１６～１７年度） 課外活動担当 2004/4/1 30年 2036/3/31 紙 倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

2003年度 学生支援課 学生寄宿舎関係 物品管理簿　平成　１５年度 学生課保健寄宿舎担当 2003/4/1 30年 2034/3/31 紙 事務室 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2002年度 学生支援課 学生寄宿舎関係 物品管理簿　平成　１４年度 学生課保健寄宿舎担当 2002/4/1 30年 2033/3/31 紙 事務室 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2002年度 学生支援課
課外活動・課外活動施
設

学長杯等授与関係　平成１４年度 課外活動担当 2002/4/1 30年 2033/3/31 紙 倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

2001年度 学生支援課 学生寄宿舎関係 物品管理簿　平成　１３年度 学生課保健寄宿舎担当 2001/4/1 30年 2032/3/31 紙 事務室 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2001年度 学生支援課
課外活動・課外活動施
設

学長杯等授与関係　平成１３年度 課外活動担当 2001/4/1 30年 2032/3/31 紙 倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

2000年度 学生支援課 学生寄宿舎関係 物品管理簿　平成　１２年度 学生課保健寄宿舎担当 2000/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務室 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2000年度 学生支援課
課外活動・課外活動施
設

学長杯等授与関係　平成１２年度 課外活動担当 2000/4/1 30年 2031/3/31 紙 倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

1999年度 学生支援課 学生寄宿舎関係 物品管理簿　平成　１１年度 学生課保健寄宿舎担当 1999/4/1 30年 2030/3/31 紙 事務室 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

1999年度 学生支援課
課外活動・課外活動施
設

学長杯等授与関係　平成１１年度 課外活動担当 1999/4/1 30年 2030/3/31 紙 倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

1998年度 学生支援課 学生寄宿舎関係 物品管理簿　平成　１０年度 学生課保健寄宿舎担当 1998/4/1 30年 2029/3/31 紙 事務室 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

1998年度 学生支援課
課外活動・課外活動施
設

学長杯等授与関係　平成１０～１５年度 課外活動担当 1998/4/1 30年 2034/3/31 紙 倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

1997年度 学生支援課 学生寄宿舎関係 物品管理簿　平成　９年度 学生課保健寄宿舎担当 1997/4/1 30年 2028/3/31 紙 事務室 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

1996年度 学生支援課 学生寄宿舎関係 物品管理簿　平成　８年度 学生課保健寄宿舎担当 1996/4/1 30年 2027/3/31 紙 事務室 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

1995年度 学生支援課 学生寄宿舎関係 物品管理簿　平成　７年度 学生課保健寄宿舎担当 1995/4/1 30年 2026/3/31 紙 事務室 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

1994年度 学生支援課 学生寄宿舎関係 物品管理簿　平成　６年度 学生課保健寄宿舎担当 1994/4/1 30年 2025/3/31 紙 事務室 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

1994年度 学生支援課
課外活動・課外活動施
設

陸上競技場公認申請書関係 課外活動担当 1994/4/1 30年 2029/3/31 紙 倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

1993年度 学生支援課
課外活動・課外活動施
設

学長杯等授与関係（平成５～９年度） 課外活動担当 1993/4/1 30年 2028/3/31 紙 倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

1991年度 学生支援課
課外活動・課外活動施
設

公称５０Ｍ競泳プール公認審査申請関係 課外活動担当 1991/12/1 30年 2023/3/31 紙 倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

1991年度 学生支援課 大学会館の管理運営 大学会館管理運営関係（運営委員会含む） 課外活動担当 1991/10/1 30年 2025/9/30 紙 倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

1990年度 学生支援課 学生・学生団体の指導 学生団体設立許可願関係（平成２～１２年度） 課外活動担当 1990/4/1 30年 2031/3/31 紙 倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

1974年度 学生支援課
課外教育・課外教育施
設の管理運営

遠見山の家 課外活動担当 1974/7/1 30年 2025/11/30 紙 事務室 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

1967年度 学生支援課
課外活動・課外活動施
設

学長杯等授与関係（昭和４２年度～平成４年度） 課外活動担当 1967/4/1 30年 2023/3/31 紙 倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課課外活動係 廃棄

2021年度 学生支援課 服務 令和３年度勤務時間報告書等（※コロナ対応） 学生支援課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄

2021年度 学生支援課 学生支援 指導教員関係（R1） 学生支援課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄

2021年度 学生支援課 学生支援 新入生・在学生セミナー（令和３年度）（※コロナ対応） 学生支援課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄

2021年度 学生支援課 学生支援 令和３年度学生生活案内 学生支援課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄
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2021年度 学生支援課 学生支援 令和３年度入学手続関係（※コロナ対応） 学生支援課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄

2021年度 学生支援課 学生支援 令和３年度学生プロデュース（※コロナ対応） 学生支援課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄

2021年度 学生支援課 会議 令和３年度学生支援実施委員会（※コロナ対応） 学生支援課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄

2021年度 学生支援課 賞罰 令和３年度学生懲戒関係 学生支援課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄

2021年度 学生支援課 賞罰 令和３年度学生表彰（※コロナ対応） 学生支援課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄

2021年度 学生支援課 学内通知文書 令和３年度学内外回答文書等（※コロナ対応） 学生支援課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄

2021年度 学生支援課 その他 令和３年度交通指導，事件・事故関係（※コロナ対応） 学生支援課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄

2021年度 学生支援課 会議 令和３年度厚生補導関係会議綴 学生支援課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄

2021年度 学生支援課 その他 令和３年度車輌入構許可書 学生支援課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄

2021年度 学生支援課 その他 令和３年度入学者宣誓書 学生支援課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄

2021年度 学生支援課 学生支援 令和３年度入試・学生支援室会議 学生支援課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄

2021年度 学生支援課 服務 令和元年度年次休暇・病気・特別休暇簿（※コロナ対応） 学生支援課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄

2021年度 学生支援課 服務
令和３年度旅行命令（依頼）／報告書・交通費立替払請求書・
謝金

学生支援課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄

2021年度 学生支援課 学内通知文書 令和３年予算関係（※コロナ対応） 学生支援課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄

2021年度 学生支援課 学生宿舎 令和3年度学生宿舎募集・選考・許可 学生支援課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2021年度 学生支援課 学生宿舎 令和3年度学生宿舎入居申請書（男子） 学生支援課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2021年度 学生支援課 学生宿舎 令和3年度学生宿舎入居申請書（女子） 学生支援課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2021年度 学生支援課 学生宿舎 令和3年度学生宿舎入居者名簿・入居誓約書（男子） 学生支援課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2021年度 学生支援課 学生宿舎 令和3年度学生宿舎入居者名簿・入居誓約書（女子） 学生支援課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2021年度 学生支援課 学生宿舎 令和3年度学生宿舎退居届（女子） 学生支援課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2021年度 学生支援課 学生宿舎 令和3年度学生宿舎退居届（男子） 学生支援課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2021年度 学生支援課 学生宿舎 令和3年度学生宿舎光熱水料 学生支援課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2021年度 学生支援課 学生宿舎 令和3年度入金実績リスト 学生支援課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2021年度 学生支援課 保険 令和3年度学生教育研究災害傷害保険加入手続 学生支援課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2021年度 学生支援課 保険 令和3年度学生教育研究災害傷害保険加入者名簿 学生支援課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2021年度 学生支援課 保険 令和3年度事故・通知請求書 学生支援課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2021年度 学生支援課 カウンセリングルーム 令和3年度勤務時間報告書等 学生支援課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2020年度 学生支援課 学生宿舎 令和2年度学生宿舎募集・選考・許可 学生支援課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2020年度 学生支援課 学生宿舎 令和2年度学生宿舎入居申請書（男子） 学生支援課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2020年度 学生支援課 学生宿舎 令和2年度学生宿舎入居申請書（女子） 学生支援課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄
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2020年度 学生支援課 学生宿舎 令和2年度学生宿舎入居者名簿・入居誓約書（男子） 学生支援課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2020年度 学生支援課 学生宿舎 令和2年度学生宿舎入居者名簿・入居誓約書（女子） 学生支援課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2020年度 学生支援課 学生宿舎 令和2年度学生宿舎退居届（女子） 学生支援課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2020年度 学生支援課 学生宿舎 令和2年度学生宿舎退居届（男子） 学生支援課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2020年度 学生支援課 学生宿舎 令和2年度学生宿舎光熱水料 学生支援課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2020年度 学生支援課 学生宿舎 令和2年度入金実績リスト 学生支援課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2020年度 学生支援課 保険 令和2年度学生教育研究災害傷害保険加入手続 学生支援課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2020年度 学生支援課 保険 令和2年度学生教育研究災害傷害保険加入者名簿 学生支援課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2020年度 学生支援課 保険 令和2年度事故・通知請求書 学生支援課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2020年度 学生支援課 カウンセリングルーム 令和2年度勤務時間報告書等 学生支援課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2020年度 学生支援課 服務 令和元年度勤務時間報告書等（※コロナ対応） 学生支援課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄

2020年度 学生支援課 学生支援 指導教員関係（R1） 学生支援課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄

2020年度 学生支援課 学生支援 新入生・在学生セミナー（令和元年度）（※コロナ対応） 学生支援課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄

2020年度 学生支援課 学生支援 令和2年度学生生活案内 学生支援課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄

2020年度 学生支援課 学生支援 令和2年度入学手続関係（※コロナ対応） 学生支援課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄

2020年度 学生支援課 学生支援 令和元年度学生プロデュース（※コロナ対応） 学生支援課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄

2020年度 学生支援課 会議 令和元年度学生支援実施委員会（※コロナ対応） 学生支援課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄

2020年度 学生支援課 賞罰 令和元年度学生懲戒関係 学生支援課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄

2020年度 学生支援課 賞罰 令和元年度学生表彰（※コロナ対応） 学生支援課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄

2020年度 学生支援課 学内通知文書 令和元年度学内外回答文書等（※コロナ対応） 学生支援課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄

2020年度 学生支援課 その他 令和元年度交通指導，事件・事故関係（※コロナ対応） 学生支援課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄

2020年度 学生支援課 会議 令和元年度厚生補導関係会議綴 学生支援課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄

2020年度 学生支援課 その他 令和元年度車輌入構許可書 学生支援課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄

2020年度 学生支援課 その他 令和元年度入学者宣誓書 学生支援課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄

2020年度 学生支援課 学生支援 令和元年度入試・学生支援室会議 学生支援課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄

2020年度 学生支援課 服務 令和元年度年次休暇・病気・特別休暇簿（※コロナ対応） 学生支援課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄

2020年度 学生支援課 服務
令和元年度旅行命令（依頼）／報告書・交通費立替払請求
書・謝金

学生支援課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄

2020年度 学生支援課 学内通知文書 令和元年予算関係（※コロナ対応） 学生支援課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄

2019年度 学生支援課 学生宿舎 令和元年度学生宿舎募集・選考・許可 学生支援課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2019年度 学生支援課 学生宿舎 令和元年度学生宿舎入居申請書（男子） 学生支援課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄
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2019年度 学生支援課 学生宿舎 令和元年度学生宿舎入居申請書（女子） 学生支援課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2019年度 学生支援課 学生宿舎 令和元年度学生宿舎入居者名簿・入居誓約書（男子） 学生支援課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2019年度 学生支援課 学生宿舎 令和元年度学生宿舎入居者名簿・入居誓約書（女子） 学生支援課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2019年度 学生支援課 学生宿舎 令和元年度学生宿舎退居届（女子） 学生支援課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2019年度 学生支援課 学生宿舎 令和元年度学生宿舎退居届（男子） 学生支援課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2019年度 学生支援課 学生宿舎 令和元年度学生宿舎光熱水料 学生支援課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2019年度 学生支援課 学生宿舎 令和元年度入金実績リスト 学生支援課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2019年度 学生支援課 保険 令和元年度学生教育研究災害傷害保険加入手続 学生支援課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2019年度 学生支援課 保険 令和元年度学生教育研究災害傷害保険加入者名簿 学生支援課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2019年度 学生支援課 保険 令和元年度事故・通知請求書 学生支援課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2019年度 学生支援課 カウンセリングルーム 令和元年度勤務時間報告書等 学生支援課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2019年度 学生支援課 服務 令和元年度勤務時間報告書等 学生支援課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄

2019年度 学生支援課 学生支援 指導教員関係（R1） 学生支援課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄

2019年度 学生支援課 学生支援 新入生・在学生セミナー（令和元年度） 学生支援課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄

2019年度 学生支援課 学生支援 令和2年度学生生活案内 学生支援課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄

2019年度 学生支援課 学生支援 令和2年度入学手続関係 学生支援課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄

2019年度 学生支援課 学生支援 令和元年度学生プロデュース 学生支援課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄

2019年度 学生支援課 会議 令和元年度学生支援実施委員会 学生支援課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄

2019年度 学生支援課 賞罰 令和元年度学生懲戒関係 学生支援課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄

2019年度 学生支援課 賞罰 令和元年度学生表彰 学生支援課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄

2019年度 学生支援課 学内通知文書 令和元年度学内外回答文書等 学生支援課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄

2019年度 学生支援課 その他 令和元年度交通指導，事件・事故関係 学生支援課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄

2019年度 学生支援課 会議 令和元年度厚生補導関係会議綴 学生支援課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄

2019年度 学生支援課 その他 令和元年度車輌入構許可書 学生支援課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄

2019年度 学生支援課 その他 令和元年度入学者宣誓書 学生支援課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄

2019年度 学生支援課 学生支援 令和元年度入試・学生支援室会議 学生支援課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄

2019年度 学生支援課 服務 令和元年度年次休暇・病気・特別休暇簿 学生支援課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄

2019年度 学生支援課 服務
令和元年度旅行命令（依頼）／報告書・交通費立替払請求
書・謝金

学生支援課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄

2019年度 学生支援課 学内通知文書 令和元年予算関係 学生支援課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄

2019年度 学生支援課 保健センター 令和元年度出勤簿・勤務時間報告書等 学生支援課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟１階保健センター事務室 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄
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2019年度 学生支援課 保健センター 令和元年度旅行命令（依頼） 学生支援課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2018年度 学生支援課 服務 平成３０年度勤務時間報告書等 学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄

2018年度 学生支援課 服務
平成３０年度旅行命令（依頼）／報告書・交通費立替払請求
書・謝金

学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄

2018年度 学生支援課 服務 平成３０年度年次休暇・病気・特別休暇簿 学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄

2018年度 学生支援課 学内通知文書 平成３０年度学内外回答文書等 学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄

2018年度 学生支援課 学内通知文書 平成３０年予算関係 学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄

2018年度 学生支援課 学生支援 指導教員関係（Ｈ３０） 学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄

2018年度 学生支援課 学生支援 平成３１年度入学手続関係 学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄

2018年度 学生支援課 会議 平成３０年度厚生補導関係会議綴 学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄

2018年度 学生支援課 その他 平成３０年度車輌入構許可書 学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄

2018年度 学生支援課 学生支援 平成３０年度入試・学生支援室会議 学生支援課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄

2018年度 学生支援課 会議 平成３０年度学生支援実施委員会 学生支援課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄

2018年度 学生支援課 その他 平成３０年度入学者宣誓書 学生支援課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄

2018年度 学生支援課 賞罰 平成３０年度学生表彰 学生支援課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄

2018年度 学生支援課 賞罰 平成３０年度学生懲戒関係 学生支援課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄

2018年度 学生支援課 学生宿舎 平成30年度学生宿舎光熱水料 学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2018年度 学生支援課 学生宿舎 平成30年度入金実績リスト 学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2018年度 学生支援課 保険 平成30年度学生教育研究災害傷害保険加入手続 学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2018年度 学生支援課 保険 平成30年度学生教育研究災害傷害保険加入者名簿 学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2018年度 学生支援課 保険 平成30年度事故・通知請求書 学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2018年度 学生支援課 保健センター 平成30年度出勤簿・勤務時間報告書等 学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟１階保健センター事務室 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2018年度 学生支援課 保健センター 平成30年度旅行命令（依頼） 学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2018年度 学生支援課 カウンセリングルーム 平成30年度勤務時間報告書等 学生支援課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2018年度 学生支援課 学生宿舎 平成30年度学生宿舎募集・選考・許可 学生支援課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2018年度 学生支援課 学生宿舎 平成30年度学生宿舎入居申請書（男子） 学生支援課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2018年度 学生支援課 学生宿舎 平成30年度学生宿舎入居申請書（女子） 学生支援課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2018年度 学生支援課 学生宿舎 平成30年度学生宿舎入居者名簿・入居誓約書（男子） 学生支援課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2018年度 学生支援課 学生宿舎 平成30年度学生宿舎入居者名簿・入居誓約書（女子） 学生支援課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2018年度 学生支援課 学生宿舎 平成30年度学生宿舎退居届（女子） 学生支援課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2018年度 学生支援課 学生宿舎 平成30年度学生宿舎退居届（男子） 学生支援課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄
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2017年度 学生支援課 学生宿舎 平成２９年度学生宿舎光熱水料 学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2017年度 学生支援課 学生宿舎 平成２９年度入金実績リスト 学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2017年度 学生支援課 保険 平成２９年度学生教育研究災害傷害保険加入手続 学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2017年度 学生支援課 保険 平成２９年度学生教育研究災害傷害保険加入者名簿 学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2017年度 学生支援課 保険 平成２９年度事故・通知請求書 学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2017年度 学生支援課 保健センター 平成２９年度出勤簿・勤務時間報告書等 学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟１階保健センター事務室 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2017年度 学生支援課 保健センター 平成２９年度旅行命令（依頼） 学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2017年度 学生支援課 カウンセリングルーム 平成２９年度勤務時間報告書等 学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2017年度 学生支援課 学生宿舎 平成２９年度学生宿舎募集・選考・許可 学生支援課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2017年度 学生支援課 学生宿舎 平成２９年度学生宿舎入居申請書（男子） 学生支援課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2017年度 学生支援課 学生宿舎 平成２９年度学生宿舎入居申請書（女子） 学生支援課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2017年度 学生支援課 学生宿舎 平成２９年度学生宿舎入居者名簿・入居誓約書（男子） 学生支援課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2017年度 学生支援課 学生宿舎 平成２９年度学生宿舎入居者名簿・入居誓約書（女子） 学生支援課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2017年度 学生支援課 学生宿舎 平成２９年度学生宿舎退居届（女子） 学生支援課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2017年度 学生支援課 学生宿舎 平成２９年度学生宿舎退居届（男子） 学生支援課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生支援係 廃棄

2017年度 学生支援課 学生支援 指導教員関係（Ｈ２９） 学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄

2017年度 学生支援課 会議 平成２９年度学生支援実施委員会 学生支援課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄

2017年度 学生支援課 賞罰 平成２９年度学生表彰 学生支援課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄

2017年度 学生支援課 学内通知文書 平成２９年度学内外回答文書等 学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄

2017年度 学生支援課 服務 平成２９年度勤務時間報告書等 学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄

2017年度 学生支援課 会議 平成２９年度厚生補導関係会議綴 学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄

2017年度 学生支援課 その他 平成２９年度車輌入構許可書 学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄

2017年度 学生支援課 その他 平成２９年度入学者宣誓書 学生支援課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄

2017年度 学生支援課 学生支援 平成２９年度入試・学生支援室会議 学生支援課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄

2017年度 学生支援課 服務 平成２９年度年次休暇・病気・特別休暇簿 学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄

2017年度 学生支援課 服務
平成２９年度旅行命令（依頼）／報告書・交通費立替払請求
書・謝金

学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄

2017年度 学生支援課 学内通知文書 平成２９年予算関係 学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄

2017年度 学生支援課 学生支援 平成３０年度入学手続関係 学生支援課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄

2016年度 学生支援課 会議 平成２８年度学生支援実施委員会 学生支援課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄

2016年度 学生支援課 学生支援 平成２８年度入試・学生支援室会議 学生支援課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄

176/398



作成・取得
年度

大分類 中分類
法人文書ファイル名

（小分類）
作成・取得時の

文書管理者
保存期間
の起算日

保存期間
保存期間の
満了する日

媒体の種別 保存場所
現状の

文書管理者
保有担当
係等名称

保存期間が満
了したときの措

置

2015年度 学生支援課 会議 平成２７年度学生支援実施委員会 学生サービス課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄

2015年度 学生支援課 学生支援 平成２７年度入試・学生支援室会議 学生サービス課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄

2014年度 学生支援課 会議 学生支援実施委員会（Ｈ２６．４～） 学生サービス課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄

2014年度 学生支援課 学生支援 平成２６年度入試・学生支援室会議 学生サービス課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄

2013年度 学生支援課 会議 学生支援実施委員会（Ｈ２５．４～） 学生サービス課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄

1985年度 学生支援課
課外教育・課外教育施
設の管理運営

国有財産関係（２） 学生係 1986/3/1 30年 2025/3/31 紙 倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄

1982年度 学生支援課 厚生補導 山岳部事故関係 学生係 1983/3/1 永久 紙 倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係

1981年度 学生支援課 厚生補導 ヨット部事故関係その１～その６ 学生係 1981/9/1 永久 紙 倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係

1974年度 学生支援課 表彰・懲戒 感謝状発行関係綴 学生係 1974/9/1 30年 2031/3/31 紙 倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄

1970年度 学生支援課 表彰・懲戒 学生運動関係 学生係 1970/4/1 30年 2031/3/31 紙 倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄

1970年度 学生支援課 諸規程 学内諸規定等の改正制定関係 学生係 1970/4/1 30年 2031/3/31 紙 倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄

1970年度 学生支援課 公印 公印制定・改廃関係 学生係 1970/4/1 30年 2031/3/31 紙 倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係 廃棄

1969年度 学生支援課 厚生補導 学園紛争の記録 学生係 1969/4/1 永久 紙 倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係

1957年度 学生支援課 厚生補導 サークル活動遭難事故関係その１～その２ 学生係 1957/12/1 永久 紙 倉庫 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係

1952年度 学生支援課 諸規程 学園歌・シンボルマーク 学生係 1952/4/1 永久 紙 事務局棟３階学生支援課室内 学生支援課長 学務部学生支援課学生企画係

2012年度 学生支援課 保健センター 平成２４年度学生特殊健康診断（有機溶剤・特定化学物質） 保健センター所長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務局棟１階保健センター資料室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2012年度 学生支援課 保健センター 平成２４年度学生麻しん抗体・予防接種確認状況 保健センター所長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局棟１階保健センター資料室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2012年度 学生支援課 保健センター
平成２４年度学生結核現状調査報告書（近畿地方部会保健
師・看護師班）

保健センター所長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局棟１階保健センター事務室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2012年度 学生支援課 保健センター 平成２４年度職員・学生結核健康診断実施報告 保健センター所長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局棟１階保健センター事務室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2012年度 学生支援課 保健センター 平成２４年度学生定期健康診断 保健センター所長 2013/4/1 15年 2028/3/31
電子媒体：文書
管理システム

保健管理システムサーバー事務局棟2
階電算室

保健センター所長 保健センター 廃棄

2012年度 学生支援課 保健センター 平成２４年度学生特別健康診断心電図検査 保健センター所長 2013/4/1 15年 2028/3/31
電子媒体：文書
管理システム

保健管理システムサーバー事務局棟2
階電算室

保健センター所長 保健センター 廃棄

2012年度 学生支援課 保健センター 平成２４年度センター利用時の記録 保健センター所長 2013/4/1 15年 2028/3/31
電子媒体：文書
管理システム

保健管理システムサーバー事務局棟2
階電算室

保健センター所長 保健センター 廃棄

2012年度 学生支援課 保健センター 平成２４年度職員定期健康診断（有機溶剤・特定化学物質） 保健センター所長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務局棟１階保健センター事務室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2012年度 学生支援課 保健センター 平成２４年度学生特殊健康診断（電離放射線） 保健センター所長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務局棟１階保健センター資料室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2012年度 学生支援課 保健センター 平成２４年度職員特殊健康診断（電離放射線） 保健センター所長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務局棟１階保健センター事務室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2011年度 学生支援課 保健センター 平成２３年度学生特殊健康診断（有機溶剤・特定化学物質） 保健センター所長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務局棟１階保健センター資料室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2011年度 学生支援課 保健センター 平成２３年度学生定期健康診断 保健センター所長 2012/4/1 15年 2027/3/31
電子媒体：個別
業務システム

保健管理システムサーバー事務局棟2
階電算室

保健センター所長 保健センター 廃棄

2011年度 学生支援課 保健センター 平成２３年度学生特別健康診断心電図検査 保健センター所長 2012/4/1 15年 2027/3/31
電子媒体：個別
業務システム

保健管理システムサーバー事務局棟2
階電算室

保健センター所長 保健センター 廃棄

2011年度 学生支援課 保健センター
平成２３年度センター利用時の記録（利用日報，利用票，カル
テ，診断書，証明書等）

保健センター所長 2012/4/1 15年 2027/3/31
電子媒体：個別
業務システム

保健管理システムサーバー事務局棟2
階電算室

保健センター所長 保健センター 廃棄

2011年度 学生支援課 保健センター 平成２３年度職員定期健康診断 保健センター所長 2012/4/1 15年 2027/3/31
電子媒体：
FD,CD,MO等

事務局棟１階保健センター事務室 保健センター所長 保健センター 廃棄
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2011年度 学生支援課 保健センター 平成２３年度職員特殊健康診断（有機溶剤・特定化学物質） 保健センター所長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務局棟１階保健センター事務室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2011年度 学生支援課 保健センター 平成２３年度職員特殊健康診断（有機溶剤・特定化学物質） 保健センター所長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務局棟１階保健センター事務室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2011年度 学生支援課 保健センター 平成２３年度学生特殊健康診断（電離放射線） 保健センター所長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務局棟１階保健センター資料室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2011年度 学生支援課 保健センター 平成２３年度職員特殊健康診断（電離放射線） 保健センター所長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務局棟１階保健センター事務室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2021年度 学生支援課 保健センター 令和3年度学生麻しんに関する確認書 保健センター長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 事務局棟１階保健センター資料室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2021年度 学生支援課 保健センター 令和3年度学生カルテ，診断書，証明書等 保健センター長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟１階保健センター資料室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2021年度 学生支援課 保健センター 令和3年度学生定期健康診断結果・センター利用記録 保健センター長 2022/4/1 15年 2037/3/31
電子媒体：文書
管理システム

保健管理システムサーバー事務局棟2
階電算室

保健センター所長 保健センター 廃棄

2021年度 学生支援課 保健センター
令和3年度予算執行計画及び執行状況，購入依頼書・役務依
頼書等

保健センター長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 事務局棟１階保健センター事務室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2021年度 学生支援課 保健センター 令和3年度健康診断契約仕様書及び実施要領 保健センター長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 事務局棟１階保健センター事務室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2021年度 学生支援課 保健センター 令和3年度保健センター業務関連学内外諸文書 保健センター長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 事務局棟１階保健センター事務室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2021年度 学生支援課 保健センター 令和3年度職員・学生結核健康診断実施報告 保健センター長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 事務局棟１階保健センター事務室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2021年度 学生支援課 保健センター
令和3年度学生特殊健康診断（電離放射線・有機溶剤・特定
化学物質）

保健センター長 2022/4/1 30年 2052/3/31 紙 事務局棟１階保健センター事務室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2021年度 学生支援課 保健センター
令和3年度職員特殊健康診断（電離放射線・有機溶剤・特定
化学物質）

保健センター長 2022/4/1 30年 2052/3/31 紙 事務局棟１階保健センター事務室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2021年度 学生支援課 保健センター 令和3年度学生定期健康診断受診票 保健センター長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟１階保健センター資料室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2021年度 学生支援課 コロナ対応 令和3年度新型コロナウイルス対応（病状報告） 保健センター長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟１階保健センター資料室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2021年度 人事課 保健センター 令和3年度職員定期健康診断 保健センター長 2022/4/1 15年 2037/3/31 紙 事務局棟１階保健センター資料室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2020年度 学生支援課 保健センター 令和2年度学生麻しんに関する確認書 保健センター長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟１階保健センター資料室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2020年度 学生支援課 保健センター 令和2年度学生カルテ，診断書，証明書等 保健センター長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟１階保健センター資料室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2020年度 学生支援課 保健センター 令和2年度学生定期健康診断結果・センター利用記録 保健センター長 2021/4/1 15年 2036/3/31
電子媒体：文書
管理システム

保健管理システムサーバー事務局棟2
階電算室

保健センター所長 保健センター 廃棄

2020年度 学生支援課 保健センター
令和2年度予算執行計画及び執行状況，購入依頼書・役務依
頼書等

保健センター長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 事務局棟１階保健センター事務室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2020年度 学生支援課 保健センター 令和2年度健康診断契約仕様書及び実施要領 保健センター長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 事務局棟１階保健センター事務室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2020年度 学生支援課 保健センター 令和2年度保健センター業務関連学内外諸文書 保健センター長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 事務局棟１階保健センター事務室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2020年度 学生支援課 保健センター 令和2年度職員・学生結核健康診断実施報告 保健センター長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟１階保健センター事務室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2020年度 学生支援課 保健センター
令和2年度学生特殊健康診断（電離放射線・有機溶剤・特定
化学物質）

保健センター長 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 事務局棟１階保健センター事務室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2020年度 学生支援課 保健センター
令和2年度職員特殊健康診断（電離放射線・有機溶剤・特定
化学物質）

保健センター長 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 事務局棟１階保健センター事務室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2020年度 学生支援課 保健センター 令和2年度学生定期健康診断受診票 保健センター長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟１階保健センター資料室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2020年度 学生支援課 コロナ対応 令和2年度新型コロナウイルス対応（病状報告） 保健センター長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟１階保健センター資料室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2020年度 人事課 保健センター 令和2年度職員定期健康診断 保健センター長 2021/4/1 15年 2036/3/31 紙 事務局棟１階保健センター資料室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2019年度 学生支援課 保健センター 令和元年度学生麻しんに関する確認書 保健センター長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟１階保健センター資料室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2019年度 学生支援課 保健センター
令和元年度学生定期健康診断受診票，学生カルテ，診断書，
証明書等

保健センター長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟１階保健センター資料室 保健センター所長 保健センター 廃棄
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2019年度 学生支援課 保健センター 令和元年度学生定期健康診断結果・センター利用記録 保健センター長 2020/4/1 15年 2035/3/31
電子媒体：文書
管理システム

保健管理システムサーバー事務局棟2
階電算室

保健センター所長 保健センター 廃棄

2019年度 学生支援課 保健センター
令和元年度予算執行計画及び執行状況，購入依頼書・役務
依頼書等

保健センター長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 事務局棟１階保健センター事務室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2019年度 学生支援課 保健センター 令和元年度健康診断契約仕様書及び実施要領 保健センター長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 事務局棟１階保健センター事務室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2019年度 学生支援課 保健センター 令和元年度保健センター業務関連学内外諸文書 保健センター長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 事務局棟１階保健センター事務室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2019年度 学生支援課 保健センター 令和元年度職員・学生結核健康診断実施報告 保健センター長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟１階保健センター事務室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2019年度 学生支援課 保健センター 令和元年度職員特殊健康診断（電離放射線） 保健センター長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 事務局棟１階保健センター事務室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2019年度 学生支援課 保健センター 令和元年度職員特殊健康診断（有機溶剤・特定化学物質） 保健センター長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 事務局棟１階保健センター事務室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2019年度 人事課 保健センター 令和元年度職員定期健康診断 保健センター長 2020/4/1 15年 2035/3/31 紙 事務局棟１階保健センター資料室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2018年度 人事課 保健センター 平成３０年度職員定期健康診断 保健センター所長 2019/4/1 15年 2034/3/31 紙 事務局棟１階保健センター資料室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2018年度 学生支援課 保健センター
平成３０年度職員特殊健康診断（有機溶剤・特定化学物質・歯
科）

保健センター所長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 事務局棟１階保健センター事務室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2018年度 学生支援課 保健センター 平成３０年度学生特殊健康診断（電離放射線） 保健センター所長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 事務局棟１階保健センター資料室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2018年度 学生支援課 保健センター 平成３０年度職員特殊健康診断（電離放射線） 保健センター所長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 事務局棟１階保健センター事務室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2017年度 学生支援課 保健センター 平成２９年度学生定期健康診断 保健センター所長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟１階保健センター資料室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2017年度 学生支援課 保健センター 平成２９年度学生特別健康診断心電図検査 保健センター所長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟１階保健センター資料室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2017年度 学生支援課 保健センター 平成２９年度学生カルテ，診断書，証明書等 保健センター所長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟１階保健センター資料室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2017年度 学生支援課 保健センター
平成２９年度学生特殊健康診断（有機溶剤・特定化学物質・歯
科）

保健センター所長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 事務局棟１階保健センター資料室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2017年度 学生支援課 保健センター 平成２９年度学生麻しんに関する確認書 保健センター所長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟１階保健センター資料室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2017年度 学生支援課 保健センター 平成２９年度職員・学生結核健康診断実施報告 保健センター所長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟１階保健センター事務室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2017年度 学生支援課 保健センター 平成２９年度学生定期健康診断 保健センター所長 2018/4/1 15年 2033/3/31
電子媒体：文書
管理システム

保健管理システムサーバー事務局棟2
階電算室

保健センター所長 保健センター 廃棄

2017年度 学生支援課 保健センター 平成２９年度学生特別健康診断心電図検査 保健センター所長 2018/4/1 15年 2033/3/31
電子媒体：文書
管理システム

保健管理システムサーバー事務局棟2
階電算室

保健センター所長 保健センター 廃棄

2017年度 学生支援課 保健センター 平成２９年度センター利用記録 保健センター所長 2018/4/1 15年 2033/3/31
電子媒体：文書
管理システム

保健管理システムサーバー事務局棟2
階電算室

保健センター所長 保健センター 廃棄

2017年度 人事課 保健センター 平成２９年度職員定期健康診断 保健センター所長 2018/4/1 15年 2033/3/31 紙 事務局棟１階保健センター資料室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2017年度 学生支援課 保健センター
平成２９年度職員特殊健康診断（有機溶剤・特定化学物質・歯
科）

保健センター所長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 事務局棟１階保健センター事務室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2017年度 学生支援課 保健センター 平成２９年度学生特殊健康診断（電離放射線） 保健センター所長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 事務局棟１階保健センター資料室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2017年度 学生支援課 保健センター 平成２９年度職員特殊健康診断（電離放射線） 保健センター所長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 事務局棟１階保健センター事務室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2016年度 学生支援課 保健センター
平成２８年度学生特殊健康診断（有機溶剤・特定化学物質・歯
科）

保健センター所長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務局棟１階保健センター資料室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2016年度 学生支援課 保健センター 平成２８年度学生麻しんに関する確認書 保健センター所長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟１階保健センター資料室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2016年度 学生支援課 保健センター 平成２８年度職員・学生結核健康診断実施報告 保健センター所長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟１階保健センター事務室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2016年度 学生支援課 保健センター 平成２８年度学生定期健康診断 保健センター所長 2017/4/1 15年 2032/3/31
電子媒体：文書
管理システム

保健管理システムサーバー事務局棟2
階電算室

保健センター所長 保健センター 廃棄

2016年度 学生支援課 保健センター 平成２８年度学生特別健康診断心電図検査 保健センター所長 2017/4/1 15年 2032/3/31
電子媒体：文書
管理システム

保健管理システムサーバー事務局棟2
階電算室

保健センター所長 保健センター 廃棄
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2016年度 学生支援課 保健センター 平成２８年度センター利用記録 保健センター所長 2017/4/1 15年 2032/3/31
電子媒体：文書
管理システム

保健管理システムサーバー事務局棟2
階電算室

保健センター所長 保健センター 廃棄

2016年度 人事課 保健センター 平成２８年度職員定期健康診断 保健センター所長 2017/4/1 15年 2032/3/31 紙 事務局棟１階保健センター資料室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2016年度 学生支援課 保健センター
平成２８年度職員特殊健康診断（有機溶剤・特定化学物質・歯
科）

保健センター所長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務局棟１階保健センター事務室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2016年度 学生支援課 保健センター 平成２８年度学生特殊健康診断（電離放射線） 保健センター所長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務局棟１階保健センター資料室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2016年度 学生支援課 保健センター 平成２８年度職員特殊健康診断（電離放射線） 保健センター所長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務局棟１階保健センター事務室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2015年度 学生支援課 保健センター
平成２７年度学生特殊健康診断（有機溶剤・特定化学物質・歯
科）

保健センター所長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務局棟１階保健センター資料室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2015年度 学生支援課 保健センター 平成２７年度学生麻しんに関する確認書 保健センター所長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟１階保健センター資料室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2015年度 学生支援課 保健センター 平成２７年度職員・学生結核健康診断実施報告 保健センター所長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟１階保健センター事務室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2015年度 学生支援課 保健センター 平成２７年度学生定期健康診断 保健センター所長 2016/4/1 15年 2031/3/31
電子媒体：文書
管理システム

保健管理システムサーバー事務局棟2
階電算室

保健センター所長 保健センター 廃棄

2015年度 学生支援課 保健センター 平成２７年度学生特別健康診断心電図検査 保健センター所長 2016/4/1 15年 2031/3/31
電子媒体：文書
管理システム

保健管理システムサーバー事務局棟2
階電算室

保健センター所長 保健センター 廃棄

2015年度 学生支援課 保健センター 平成２７年度センター利用記録 保健センター所長 2016/4/1 15年 2031/3/31
電子媒体：文書
管理システム

保健管理システムサーバー事務局棟2
階電算室

保健センター所長 保健センター 廃棄

2015年度 学生支援課 保健センター
平成２７年度職員特殊健康診断（有機溶剤・特定化学物質・歯
科）

保健センター所長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務局棟１階保健センター事務室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2015年度 学生支援課 保健センター 平成２７年度学生特殊健康診断（電離放射線） 保健センター所長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務局棟１階保健センター資料室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2015年度 学生支援課 保健センター 平成２７年度職員特殊健康診断（電離放射線） 保健センター所長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務局棟１階保健センター事務室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2014年度 学生支援課 保健センター
平成２６年度学生特殊健康診断（有機溶剤・特定化学物質・歯
科）

保健センター所長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟１階保健センター資料室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2014年度 学生支援課 保健センター 平成２６年度学生麻しんに関する確認書 保健センター所長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟１階保健センター資料室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2014年度 学生支援課 保健センター
平成２６年度学生結核現状調査報告書（近畿地方部会保健
師・看護師班）

保健センター所長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟１階保健センター事務室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2014年度 学生支援課 保健センター 平成２６年度職員・学生結核健康診断実施報告 保健センター所長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟１階保健センター事務室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2014年度 学生支援課 保健センター 平成２６年度学生定期健康診断 保健センター所長 2015/4/1 15年 2030/3/31
電子媒体：文書
管理システム

保健管理システムサーバー事務局棟2
階電算室

保健センター所長 保健センター 廃棄

2014年度 学生支援課 保健センター 平成２６年度学生特別健康診断心電図検査 保健センター所長 2015/4/1 15年 2030/3/31
電子媒体：文書
管理システム

保健管理システムサーバー事務局棟2
階電算室

保健センター所長 保健センター 廃棄

2014年度 学生支援課 保健センター 平成２６年度センター利用時の記録 保健センター所長 2015/4/1 15年 2030/3/31
電子媒体：文書
管理システム

保健管理システムサーバー事務局棟2
階電算室

保健センター所長 保健センター 廃棄

2014年度 学生支援課 保健センター
平成２６年度職員特殊健康診断（有機溶剤・特定化学物質・歯
科）

保健センター所長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務局棟１階保健センター事務室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2014年度 学生支援課 保健センター 平成２６年度学生特殊健康診断（電離放射線） 保健センター所長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務局棟１階保健センター資料室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2014年度 学生支援課 保健センター 平成２６年度職員特殊健康診断（電離放射線） 保健センター所長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務局棟１階保健センター事務室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2013年度 学生支援課 保健センター 平成２５年度学生特殊健康診断（有機溶剤・特定化学物質） 保健センター所長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務局棟１階保健センター資料室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2013年度 学生支援課 保健センター 平成２５年度学生麻しん抗体・予防接種確認状況 保健センター所長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟１階保健センター資料室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2013年度 学生支援課 保健センター
平成２５年度学生結核現状調査報告書（近畿地方部会保健
師・看護師班）

保健センター所長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟１階保健センター事務室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2013年度 学生支援課 保健センター 平成２５年度職員・学生結核健康診断実施報告 保健センター所長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟１階保健センター事務室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2013年度 学生支援課 保健センター 平成２５年度学生定期健康診断 保健センター所長 2014/4/1 15年 2029/3/31
電子媒体：文書
管理システム

保健管理システムサーバー事務局棟2
階電算室

保健センター所長 保健センター 廃棄

2013年度 学生支援課 保健センター 平成２５年度センター利用時の記録 保健センター所長 2014/4/1 15年 2029/3/31
電子媒体：文書
管理システム

保健管理システムサーバー事務局棟2
階電算室

保健センター所長 保健センター 廃棄
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2013年度 学生支援課 保健センター 平成２５年度職員特殊健康診断（有機溶剤・特定化学物質） 保健センター所長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務局棟１階保健センター事務室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2013年度 学生支援課 保健センター 平成２５年度学生特殊健康診断（電離放射線） 保健センター所長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務局棟１階保健センター資料室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2013年度 学生支援課 保健センター 平成２５年度職員特殊健康診断（電離放射線） 保健センター所長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務局棟１階保健センター事務室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2011年度 学生支援課 学生の健康診断関係
平成２２年度特殊健康診断（１回）（有機溶剤・特定化学物質・
歯科健診）受診状況

保健センター 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務局棟１階保健センター資料室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2011年度 学生支援課 学生の健康診断関係 平成２２年度定期健康診断受診状況（データ） 保健センター 2011/4/1 15年 2026/3/31
電子媒体：個別
業務システム

保健管理システムサーバー事務局棟2
階電算室

保健センター所長 保健センター 廃棄

2011年度 学生支援課 学生の健康診断関係 平成２２年度特別健康診断心電図検査受診状況（データ） 保健センター 2011/4/1 15年 2026/3/31
電子媒体：個別
業務システム

保健管理システムサーバー事務局棟2
階電算室

保健センター所長 保健センター 廃棄

2011年度 学生支援課 センター利用関係 平成２２年度センター利用状況（処置記録等） 保健センター 2011/4/1 15年 2026/3/31
電子媒体：個別
業務システム

保健管理システムサーバー事務局棟2
階電算室

保健センター所長 保健センター 廃棄

2011年度 学生支援課 学生の健康診断関係 平成２２年度特殊健康診断（電離放射線）受診状況 保健センター 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務局棟１階保健センター資料室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2010年度 学生支援課 学生の健康診断関係 平成２１年度定期健康診断受診状況（データ） 保健センター 2010/4/1 15年 2025/3/31
電子媒体：個別
業務システム

保健管理システムサーバー事務局棟2
階電算室

保健センター所長 保健センター 廃棄

2010年度 学生支援課 学生の健康診断関係 平成２１年度特別健康診断心電図検査受診状況（データ） 保健センター 2010/4/1 15年 2025/3/31
電子媒体：個別
業務システム

保健管理システムサーバー事務局棟2
階電算室

保健センター所長 保健センター 廃棄

2010年度 学生支援課 センター利用関係 平成２１年度センター利用状況（処置記録等） 保健センター 2010/4/1 15年 2025/3/31
電子媒体：個別
業務システム

保健管理システムサーバー事務局棟2
階電算室

保健センター所長 保健センター 廃棄

2010年度 学生支援課 学生の健康診断関係 平成２１年度特殊健康診断（電離放射線）受診状況 保健センター 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務局棟１階保健センター資料室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2009年度 学生支援課 学生の健康診断関係 平成２０年度定期健康診断受診状況（データ） 保健センター 2009/4/1 15年 2024/3/31
電子媒体：個別
業務システム

保健管理システムサーバー事務局棟2
階電算室

保健センター所長 保健センター 廃棄

2009年度 学生支援課 学生の健康診断関係 平成２０年度特別健康診断心電図検査受診状況（データ） 保健センター 2009/4/1 15年 2024/3/31
電子媒体：個別
業務システム

保健管理システムサーバー事務局棟2
階電算室

保健センター所長 保健センター 廃棄

2009年度 学生支援課 センター利用関係 平成２０年度センター利用状況（処置記録等） 保健センター 2009/4/1 15年 2024/3/31
電子媒体：個別
業務システム

保健管理システムサーバー事務局棟2
階電算室

保健センター所長 保健センター 廃棄

2009年度 学生支援課 学生の健康診断関係 平成２０年度特殊健康診断（電離放射線）受診状況 保健センター 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 事務局棟１階保健センター資料室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2008年度 学生支援課 学生の健康診断関係 平成１９年度定期健康診断受診状況（データ） 保健センター 2008/4/1 15年 2023/3/31
電子媒体：個別
業務システム

保健管理システムサーバー事務局棟2
階電算室

保健センター所長 保健センター 廃棄

2008年度 学生支援課 学生の健康診断関係 平成１９年度特別健康診断心電図検査受診状況（データ） 保健センター 2008/4/1 15年 2023/3/31
電子媒体：個別
業務システム

保健管理システムサーバー事務局棟2
階電算室

保健センター所長 保健センター 廃棄

2008年度 学生支援課 センター利用関係 平成１９年度センター利用状況（処置記録等） 保健センター 2008/4/1 15年 2023/3/31
電子媒体：個別
業務システム

保健管理システムサーバー事務局棟2
階電算室

保健センター所長 保健センター 廃棄

2008年度 学生支援課 学生の健康診断関係 平成１９年度特殊健康診断（電離放射線）受診状況 保健センター 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務局棟１階保健センター資料室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2007年度 学生支援課 学生の健康診断関係 平成１８年度特殊健康診断（電離放射線）受診状況 保健センター 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務局棟１階保健センター資料室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2006年度 学生支援課 学生の健康診断関係 平成１７年度特殊健康診断（電離放射線）受診状況 保健センター 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務局棟１階保健センター資料室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2005年度 学生支援課 学生の健康診断関係 平成１６年度特殊健康診断（電離放射線）受診状況 保健センター 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務局棟１階保健センター資料室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2004年度 学生支援課 学生の健康診断関係 平成１５年度特殊健康診断（電離放射線）受診状況 保健管理センター 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 事務局棟１階保健センター資料室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2003年度 学生支援課 学生の健康診断関係 平成１４年度特殊健康診断（電離放射線）受診状況 保健管理センター 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 事務局棟１階保健センター資料室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2002年度 学生支援課 学生の健康診断関係 平成１３年度特殊健康診断（電離放射線）受診状況 保健管理センター 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 事務局棟１階保健センター資料室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2001年度 学生支援課 学生の健康診断関係 平成１２年度特殊健康診断（電離放射線）受診状況 保健管理センター 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務局棟１階保健センター資料室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2000年度 学生支援課 学生の健康診断関係 平成１１年度特殊健康診断（電離放射線）受診状況 保健管理センター 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 事務局棟１階保健センター資料室 保健センター所長 保健センター 廃棄

1999年度 学生支援課 学生の健康診断関係 平成１０年度特殊健康診断（電離放射線）受診状況 保健管理センター 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 事務局棟１階保健センター資料室 保健センター所長 保健センター 廃棄

1998年度 学生支援課 学生の健康診断関係 平成９年度特殊健康診断（電離放射線）受診状況 保健管理センター 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 事務局棟１階保健センター資料室 保健センター所長 保健センター 廃棄
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1997年度 学生支援課 学生の健康診断関係 平成８年度特殊健康診断（電離放射線）受診状況 保健管理センター 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 事務局棟１階保健センター資料室 保健センター所長 保健センター 廃棄

1996年度 学生支援課 学生の健康診断関係 平成７年度特殊健康診断（電離放射線）受診状況 保健管理センター 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 事務局棟１階保健センター資料室 保健センター所長 保健センター 廃棄

1995年度 学生支援課 学生の健康診断関係 平成６年度特殊健康診断（電離放射線）受診状況 保健管理センター 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 事務局棟１階保健センター資料室 保健センター所長 保健センター 廃棄

1994年度 学生支援課 学生の健康診断関係 平成５年度特殊健康診断（電離放射線）受診状況 保健管理センター 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 事務局棟１階保健センター資料室 保健センター所長 保健センター 廃棄

2020年度 共通 会議 令和２年度大学院連合教職実践研究科運営委員会 教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室教職大
学院係

廃棄

2020年度 共通 会議 令和２年度連合教職実践研究科連携会議 教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室教職大
学院係

廃棄

2020年度 共通 会計伝票 令和２年度予算 教務課長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室教職大
学院係

廃棄

2020年度 共通 その他 令和２年度認証評価・内部質保証 教務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室教職大
学院係

廃棄

2020年度 共通 その他 令和２年度施設・設備関係 教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室教職大
学院係

廃棄

2020年度 共通 その他 令和２年度勤務時間報告書 教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 C2棟1階倉庫 教務課長
学務部教務課大学院室教職大
学院係

廃棄

2020年度 共通 その他 令和２年度学生支援 教務課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室教職大
学院係

廃棄

2020年度 共通 その他 令和２年度文部科学省関係機関 教務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室教職大
学院係

廃棄

2020年度 共通 その他 令和２年度大阪市との連携 教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室教職大
学院係

廃棄

2020年度 共通 その他 令和２年度入試・広報 教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室教職大
学院係

廃棄

2020年度 共通 調査 令和２年度調査回答 教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室教職大
学院係

廃棄

2020年度 共通 調査 令和２年度自己点検評価 教務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室教職大
学院係

廃棄

2020年度 教務課 科目等履修生 令和２年度科目等履修生・履修証明プログラム・研究生 教務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室教職大
学院係

廃棄

2020年度 教務課 教育実習 令和２年度学校実習関係 教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室教職大
学院係

廃棄

2020年度 教務課 教育職員免許 令和２年度教育職員免許状一括申請 教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室教職大
学院係

廃棄

2020年度 教務課 修了・学位 令和２年度修了判定 教務課長 2021/4/1 永久 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室教職大
学院係

2020年度 教務課 卒論 令和２年度実践課題研究報告書題目届 教務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室教職大
学院係

廃棄

2020年度 教務課 非常勤 令和２年度非常勤講師採用 教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室教職大
学院係

廃棄

2020年度 教務課 履修指導 令和２年度履修確認書 教務課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室教職大
学院係

廃棄

2020年度 教務課 学籍 令和２年度長期履修 教務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室教職大
学院係

廃棄

2020年度 教務課 学籍 令和２年度学生異動 教務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室教職大
学院係

廃棄

2020年度 教務課 授業運営等 令和２年度掲示板（時間割変更・休講等） 教務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室教職大
学院係

廃棄

2019年度 共通 会計伝票 債権発生通知 教務課長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室教職大
学院係

廃棄

2019年度 共通 会計伝票 令和元（平成31）年度予算 教務課長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室教職大
学院係

廃棄

2019年度 共通 その他 令和元（平成31）年度学生支援 教務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室教職大
学院係

廃棄

2019年度 共通 その他 令和元（平成31）年度文部科学省関係機関 教務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室教職大
学院係

廃棄
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2019年度 共通 その他 令和元（平成31）年度大阪市との連携 教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 C2棟1階倉庫 教務課長
学務部教務課大学院室教職大
学院係

廃棄

2019年度 共通 その他 令和元（平成31）年度入試・広報 教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 C2棟1階倉庫 教務課長
学務部教務課大学院室教職大
学院係

廃棄

2019年度 共通 服務 休暇簿　年次休暇・病気休暇・特別休暇・休日振替等 教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 C2棟1階倉庫 教務課長
学務部教務課大学院室教職大
学院係

廃棄

2019年度 共通 調査 令和元（平成31）年度調査回答 教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 C2棟1階倉庫 教務課長
学務部教務課大学院室教職大
学院係

廃棄

2019年度 共通 会議 令和元（平成31）年度連合教職実践研究科連携会議 教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 C2棟1階倉庫 教務課長
学務部教務課大学院室教職大
学院係

廃棄

2019年度 共通 会議
令和元（平成31）年度大学院連合教職実践研究科運営委員
会

教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 C2棟1階倉庫 教務課長
学務部教務課大学院室教職大
学院係

廃棄

2019年度 共通 その他 令和元（平成31）年度勤務時間報告書 教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 C2棟1階倉庫 教務課長
学務部教務課大学院室教職大
学院係

廃棄

2019年度 共通 その他 令和元（平成31）年度認証評価・内部質保証 教務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 C2棟1階倉庫 教務課長
学務部教務課大学院室教職大
学院係

廃棄

2019年度 共通 その他 令和元（平成31）年度施設・設備関係 教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 C2棟1階倉庫 教務課長
学務部教務課大学院室教職大
学院係

廃棄

2019年度 共通 調査 令和元（平成31）年度自己点検評価 教務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室教職大
学院係

廃棄

2019年度 教務課 科目等履修生
令和元（平成31）年度科目等履修生・履修証明プログラム・研
究生

教務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 C2棟1階倉庫 教務課長
学務部教務課大学院室教職大
学院係

廃棄

2019年度 教務課 規程等 規程 教務課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室教職大
学院係

廃棄

2019年度 教務課 教育課程編成 令和元（平成31）年度課程認定変更届 教務課長 2020/4/1 永久 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室教職大
学院係

2019年度 教務課 教育実習 令和元（平成31）年度学校実習関係 教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 C2棟1階倉庫 教務課長
学務部教務課大学院室教職大
学院係

廃棄

2019年度 教務課 非常勤 令和元（平成31）年度非常勤講師採用 教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 C2棟1階倉庫 教務課長
学務部教務課大学院室教職大
学院係

廃棄

2019年度 教務課 履修指導 令和元（平成31）年度履修確認書 教務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 C2棟1階倉庫 教務課長
学務部教務課大学院室教職大
学院係

廃棄

2019年度 教務課 学籍 令和元（平成31）年度長期履修 教務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 C2棟1階倉庫 教務課長
学務部教務課大学院室教職大
学院係

廃棄

2019年度 教務課 学籍 令和元（平成31）年度学生異動 教務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室教職大
学院係

廃棄

2019年度 教務課 教育職員免許 住民票記載事項証明書（願）　R2年度（R3.3.31）修了者分 教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室教職大
学院係

廃棄

2019年度 教務課 授業運営等 令和元（平成31）年度掲示板（時間割変更・休講等） 教務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 C2棟1階倉庫 教務課長
学務部教務課大学院室教職大
学院係

廃棄

2017年度 教務課 科目等履修生 平成２９年度科目等履修生願書 教務課長 2019/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室修士課
程係

廃棄

2015年度 教務課 非正規生 平成２７年度内地留学生願書 教務課長 2016/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室修士課
程係

廃棄

2011年度 教務課 資格等取得 平成２３年度幼稚園教員資格認定試験関係 教務課長 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課 未定

2011年度 教務課 会議 平成２３年度教育実践実施委員会 教務課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課免許・実習係 廃棄

2011年度 教務課 卒論 平成２３年度卒業論文等評価表 教務課長 2012/4/1 永久 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係

2011年度 教務課 教育課程編成 カリキュラム改正（平成２３年度改正・２４年度実施） 教務課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2011年度 教務課 会議 平成２３年度教務委員会 教務課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2010年度 学務部教務課 資格等取得 平成２２年度幼稚園教員資格認定試験関係 教務課長 2010/4/1 5年 2016/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 未定

2010年度 学務部教務課 諸会議等 平成２２年度教務委員会 教務課長 2010/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2010年度 学務部教務課 卒論 平成２２年度卒業論文等評価表 教務課長 2010/4/1 永久 紙 文書庫C 教務課長 学務部教務課教務係
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2009年度 学務部教務課 資格等取得 平成２１年度幼稚園教員資格認定試験関係 教務課長 2009/4/1 5年 2015/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 未定

2009年度 学務部教務課 諸会議等 平成２１年度教務委員会 教務課長 2009/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2009年度 学務部教務課 卒論 平成２１年度卒業論文等評価表 教務課長 2009/4/1 永久 紙 文書庫C 教務課長 学務部教務課教務係

2008年度 学務部教務課 教育課程編成 カリキュラム改正（平成２０年度改正・２１年度実施） 教務課長 2008/4/1 30年 2039/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2008年度 学務部教務課 資格等取得
平成０７年度～１９年度学校図書館司書教諭講習単位認定台
帳

教務課長 2008/4/1 30年 2039/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2008年度 学務部教務課 資格等取得 平成２０年度幼稚園教員資格認定試験関係 教務課長 2008/4/1 5年 2014/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 未定

2008年度 学務部教務課 諸会議等 平成２０年度教務委員会 教務課長 2008/4/1 30年 2039/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2008年度 学務部教務課 履修の手引き 平成２０年度シラバス 教務課長 2008/4/1 30年 2039/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2007年度 学務部教務課 教育課程編成 カリキュラム改正（平成１９年度改正・２０年度実施） 教務課長 2007/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2007年度 学務部教務課 資格等取得 平成１９年度幼稚園教員資格認定試験関係 教務課長 2007/4/1 5年 2013/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 未定

2007年度 学務部教務課 庶務関係 平成１６年度～規程改正・要項制定等 教務課長 2007/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2007年度 学務部教務課 履修の手引き 平成１９年度シラバス 教務課長 2007/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2006年度 学務部教務課 単位互換 放送大学単位互換協定書 教務課長 2006/12/25 永久 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係

2006年度 学務部教務課 教育課程編成 カリキュラム改正（平成１８年度改正・１９年度実施） 教務課長 2006/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2006年度 学務部教務課 資格等取得 平成１８年度幼稚園教員資格認定試験関係 教務課長 2006/4/1 5年 2012/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 未定

2006年度 学務部教務課 履修の手引き 平成１８年度シラバス 教務課長 2006/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2005年度 学務部教務課 教育課程編成 カリキュラム改正（平成１７年度改正・１８年度実施） 教務課長 2005/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2005年度 学務部教務課 公印 平成１７年度公印作成関係・公印簿 教務課長 2005/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2005年度 学務部教務課 資格等取得 平成１７年度幼稚園教員資格認定試験関係 教務課長 2005/4/1 5年 2011/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 未定

2005年度 学務部教務課 履修の手引き 平成１７年度シラバス 教務課長 2005/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2004年度 学務部教務課 教育課程編成 カリキュラム改正（平成１６年度改正・１７年度実施） 教務課長 2004/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2004年度 学務部教務課 教育実習 教育実践実施委員会 教務課長 2004/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課免許・実習係 廃棄

2004年度 学務部教務課 公印 平成１６年度公印作成関係・公印簿 教務課長 2004/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2004年度 学務部教務課 履修の手引き 平成１６年度開講科目概要 教務課長 2004/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2003年度 学務部教務課 教育課程編成 カリキュラム改正（平成１５年度改正・１６年度実施） 教務課長 2003/4/1 30年 2034/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2003年度 学務部教務課 諸会議等 平成１５年度教務委員会 教務課長 2003/4/1 30年 2034/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2003年度 学務部教務課 諸会議等 平成１５年度人権教育審議会 教務課長 2003/4/1 30年 2034/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2003年度 学務部教務課 履修の手引き 平成１５年度開講科目概要 教務課長 2003/4/1 30年 2034/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2002年度 学務部教務課 教育課程編成 カリキュラム改正（平成１４年度改正・１５年度実施） 教務課長 2002/4/1 30年 2033/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2002年度 学務部教務課 公印 平成１４年度公印作成関係・公印簿 教務課長 2002/4/1 30年 2033/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄
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2002年度 学務部教務課 諸会議等 平成１４年度教務委員会 教務課長 2002/4/1 30年 2033/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2002年度 学務部教務課 諸会議等 平成１４年度人権教育審議会 教務課長 2002/4/1 30年 2033/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2002年度 学務部教務課 履修の手引き 平成１４年度開講科目概要 教務課長 2002/4/1 30年 2033/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2001年度 学務部教務課 教育課程編成 カリキュラム改正（平成１３年度改正・１４年度実施） 教務課長 2001/4/1 30年 2032/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2001年度 学務部教務課 諸会議等 平成１３年度教務委員会 教務課長 2001/4/1 30年 2032/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2001年度 学務部教務課 諸会議等 平成１３年度同和教育審議会 教務課長 2001/4/1 30年 2032/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2001年度 学務部教務課 履修の手引き 平成１３年度履修の手引き 教務課長 2001/4/1 30年 2032/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2000年度 学務部教務課 諸会議等 平成１２年度教務委員会 教務課長 2000/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2000年度 学務部教務課 諸会議等 平成１２年度同和教育審議会 教務課長 2000/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2000年度 学務部教務課 履修の手引き 平成１２年度履修の手引き 教務課長 2000/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

1999年度 学務部教務課 公印 平成１１年度公印作成関係・公印簿 教務課長 1999/4/1 30年 2030/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

1999年度 学務部教務課 資格等取得
平成１１年度～学校図書館司書教諭講習受講原簿（修了証書
発行者分）

教務課長 1999/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

1999年度 学務部教務課 資格等取得
平成１１年度～学校図書館司書教諭講習受講原簿（本学受講
者分）

教務課長 1999/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

1999年度 学務部教務課 諸会議等 平成１１年度教務委員会 教務課長 1999/4/1 30年 2030/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

1999年度 学務部教務課 諸会議等 平成１１年度同和教育審議会 教務課長 1999/4/1 30年 2030/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

1999年度 学務部教務課 履修の手引き 平成１１年度履修の手引き 教務課長 1999/4/1 30年 2030/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

1998年度 学務部教務課 公印 平成１０年度公印作成関係・公印簿 教務課長 1998/4/1 30年 2029/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

1998年度 学務部教務課 資格等取得 平成１０年度学校図書館司書教諭講習受講原簿 教務課長 1998/4/1 30年 2029/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

1998年度 学務部教務課 諸会議等 平成１０年度教務委員会 教務課長 1998/4/1 30年 2029/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

1998年度 学務部教務課 諸会議等 平成１０年度同和教育審議会 教務課長 1998/4/1 30年 2029/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

1998年度 学務部教務課 履修の手引き 平成１０年度履修の手引き 教務課長 1998/4/1 30年 2029/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

1997年度 学務部教務課 公印 平成０９年度公印作成関係・公印簿 教務課長 1997/4/1 30年 2028/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

1997年度 学務部教務課 資格等取得 平成０９年度学校図書館司書教諭講習受講原簿 教務課長 1997/4/1 30年 2028/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

1997年度 学務部教務課 諸会議等 平成０９年度教務委員会 教務課長 1997/4/1 30年 2028/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

1997年度 学務部教務課 諸会議等 平成０９年度同和教育審議会 教務課長 1997/4/1 30年 2028/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

1997年度 学務部教務課 履修の手引き 平成０９年度履修の手引き 教務課長 1997/4/1 30年 2028/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

1996年度 学務部教務課 資格等取得 平成０８年度学校図書館司書教諭講習受講原簿 教務課長 1996/4/1 30年 2027/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

1996年度 学務部教務課 諸会議等 平成０８年度教務委員会 教務課長 1996/4/1 30年 2027/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

1996年度 学務部教務課 諸会議等 平成０８年度同和教育審議会 教務課長 1996/4/1 30年 2027/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

1996年度 学務部教務課 履修の手引き 平成０８年度履修の手引き 教務課長 1996/4/1 30年 2027/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄
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1995年度 学務部教務課 資格等取得 平成０７年度学校図書館司書教諭講習受講原簿 教務課長 1995/4/1 30年 2026/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

1995年度 学務部教務課 諸会議等 平成０７年度教務委員会 教務課長 1995/4/1 30年 2026/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

1995年度 学務部教務課 諸会議等 平成０７年度同和教育審議会 教務課長 1995/4/1 30年 2026/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

1995年度 学務部教務課 単位互換 単位互換に関する協定書（５大学大学院） 教務課長 1996/1/30 永久 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室修士課
程係

1995年度 学務部教務課 履修の手引き 平成０７年度履修の手引き 教務課長 1995/4/1 30年 2026/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

1994年度 学務部教務課 諸会議等 平成０６年度教務委員会 教務課長 1994/4/1 30年 2025/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

1994年度 学務部教務課 諸会議等 平成０６年度同和教育審議会 教務課長 1994/4/1 30年 2025/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

1994年度 学務部教務課 履修の手引き 平成０６年度履修の手引き 教務課長 1994/4/1 30年 2025/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

1993年度 学務部教務課 諸会議等 平成０５年度教務委員会 教務課長 1993/4/1 30年 2024/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

1993年度 学務部教務課 諸会議等 平成０５年度同和教育審議会 教務課長 1993/4/1 30年 2024/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

1993年度 学務部教務課 履修の手引き 平成０５年度履修の手引き 教務課長 1993/4/1 30年 2024/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

1992年度 学務部教務課 公印 平成０４年度公印作成関係・公印簿 教務課長 1992/4/1 30年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

1992年度 学務部教務課 諸会議等 平成０４年度教務委員会 教務課長 1992/4/1 30年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

1992年度 学務部教務課 諸会議等 平成０４年度同和教育審議会 教務課長 1992/4/1 30年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

1992年度 学務部教務課 履修の手引き 平成０４年度履修の手引き 教務課長 1992/4/1 30年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

1989年度 学務部教務課 課程認定 課程認定申請書（大学院） 教務課長 1989/4/1 永久 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室修士課
程係

1982年度 学務部教務課 単位互換 単位互換に関する協定書（阪大文学研究科） 教務課長 1983/3/18 永久 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室修士課
程係

1971年度 学務部教務課 諸会議等 教育実習委員会 教務課長 1971/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課免許・実習係 廃棄

1970年度 学務部教務課 修了・学位 学位論文審査 終試験結果報告書 教務課長 1970/4/1 永久 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室修士課
程係

1970年度 学務部教務課 修了・学位 大学院教育学研究科（修士課程）修了者名簿 教務課長 1970/4/1 永久 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室修士課
程係

1968年度 学務部教務課 学籍 学籍簿 教務課長 1968/4/1 永久 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室修士課
程係

1968年度 学務部教務課 教育課程編成 大学院研究科履修提要 教務課長 1968/4/1 永久 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室修士課
程係

1968年度 学務部教務課 非正規生 科目等履修生単位修得証明関係 教務課長 1968/4/1 永久 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室修士課
程係

1968年度 学務部教務課 非正規生 研究修了証明関係 教務課長 1968/4/1 永久 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室修士課
程係

1961年度 学務部教務課 教育課程編成 カリキュラム改正 教務課長 1961/4/21 30年 2031/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

1953年度 学務部教務課 課程認定等 課程認定申請書（学部専攻科） 教務課長 1953/9/30 永久 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係

1950年度 学務部教務課 課程認定等 課程認定申請関係 教務課長 1950/4/6 永久 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係

2020年度 教務課 単位互換 三教育系大学単位互換関係（令和２年度） 教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2020年度 教務課 単位互換 大学コンソーシアム大阪単位互換関係（令和２年度） 教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2020年度 教務課 非正規生 令和２年度外国人留学生単位修得証明書 教務課長 2021/4/1 永久 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係
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2020年度 教務課 学籍 令和２年度学生異動 教務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2020年度 教務課 学籍 令和２年度学位記授与伺 教務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2020年度 教務課 単位認定 令和２年度既修得単位認定 教務課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2020年度 教務課 授業運営等 令和２年度教職実践演習関係 教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2020年度 教務課 諸試験・学業成績 令和２年度教職実践演習評価表 教務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2020年度 教務課 諸試験・学業成績 令和２年度試験・補講 教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2020年度 教務課 授業運営等 令和２年度時間割担当者調べ 教務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2020年度 教務課 授業運営等 令和２年度授業時間割編成 教務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2020年度 教務課 諸試験・学業成績 令和２年度成績報告書 教務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2020年度 教務課 卒論 令和２年度卒業論文等指導教員届出 教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2020年度 教務課 学籍 令和２年度転籍 教務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2020年度 教務課 入退学等 令和２年度入学者住民票記載事項証明書 教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2020年度 教務課 授業運営等 令和２年度補習教育（謝金） 教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2020年度 教務課 履修指導 令和２年度履修確認書 教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2020年度 教務課 履修指導 令和２年度履修上の注意事項等 教務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2020年度 教務課 単位互換 放送大学単位互換関係（令和２年度） 教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2020年度 教務課 その他 令和２年度会議費支出伺 教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2020年度 教務課 その他 令和２年度印刷物発行伺 教務課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2020年度 教務課 履修指導 令和２年度研究倫理教育修了証書 教務課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室修士課
程係

廃棄

2020年度 教務課 履修指導 令和２年度研究指導計画書 教務課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室修士課
程係

廃棄

2020年度 教務課 履修指導 令和２年度昼間大学院履修確認書　学部履修許可願 教務課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室修士課
程係

廃棄

2020年度 教務課 履修指導 令和２年度長期履修（大学院） 教務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室修士課
程係

廃棄

2020年度 教務課 非正規生 令和２年度研究生・科目等履修生　出願要項綴り 教務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室修士課
程係

廃棄

2020年度 教務課 非正規生
令和２年度研究生修了届・科目等履修生特別聴講生単位認
定

教務課長 2021/4/1 永久 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室修士課
程係

2020年度 教務課 入退学等 令和２年度住民票記載事項証明書 教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室修士課
程係

廃棄

2020年度 教務課 修了・学位 令和２年度学位論文審査及び 終試験結果報告書 教務課長 2021/4/1 永久 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室修士課
程係

2020年度 教務課 修了・学位 令和２年度学位論文指導教員及び研究題目届 教務課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室修士課
程係

廃棄

2020年度 教務課 修了・学位 令和２年度学位論文審査委員会構成案届 教務課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室修士課
程係

廃棄

2020年度 教務課 修了・学位 令和２年度学位論文題目届　学位論文審査願 教務課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室修士課
程係

廃棄

2020年度 教務課 修了・学位 令和２年度修士論文要旨集 教務課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室修士課
程係

廃棄
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2020年度 教務課 修了・学位 令和２年度修了関係 教務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室修士課
程係

廃棄

2020年度 教務課 教育課程編成 令和２年度授業時間割・講義概要作成資料 教務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室修士課
程係

廃棄

2020年度 教務課 会議 令和２年度研究科運営委員会 教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室修士課
程係

廃棄

2020年度 教務課 非正規生 令和２年度内地留学生受入 教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室修士課
程係

廃棄

2020年度 教務課 非正規生 令和２年度研究生受入 教務課長 2021/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室修士課
程係

廃棄

2020年度 教務課 学籍 令和２年度学生異動・債権発生 教務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室修士課
程係

廃棄

2020年度 教務課 科目等履修生 令和２年度科目等履修生受入 教務課長 2021/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室修士課
程係

廃棄

2020年度 教務課 その他 令和２年度高度理系教員養成プログラム 教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室修士課
程係

廃棄

2020年度 教務課 授業運営等 令和２年度ティーチング・アシスタント実施日等内訳書 教務課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室修士課
程係

廃棄

2020年度 教務課 授業運営等 令和２年度ティーチング・アシスタント報告書 教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室修士課
程係

廃棄

2020年度 教務課 授業運営等 令和２年度ティーチング・アシスタント採用・勤務時間 教務課長 2021/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室修士課
程係

廃棄

2020年度 教務課 教育職員免許 令和２年度教育職員免許状一括申請 教務課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室修士課
程係

廃棄

2020年度 教務課 令和２年度公認心理師実習 教務課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室修士課
程係

廃棄

2020年度 共通 その他 令和２年度教員養成共同研究コミュニティ（控え） 教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室教職大
学院係

廃棄

2020年度 教務課 教育課程編成
令和２年度　■時間割編成　■履修提要・履修提要別冊　■
実習の手引き　■要旨集

教務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室教職大
学院係

廃棄

2020年度 教務課 履修指導 令和２年度履修便覧作成 教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2020年度 教務課 予算 令和２年度予算関係綴 教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2020年度 教務課 服務 令和２年休暇簿 教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2020年度 教務課 服務 令和２年度出勤簿（非常勤講師） 教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2020年度 教務課 服務 令和２年度人事関係綴（研修・職専免・昇給勤勉手当等） 教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2020年度 教務課 服務 令和２年度人事関係綴（超勤等） 教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2020年度 教務課 服務 令和２年度旅行命令関係 教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2020年度 教務課 評価 令和２年度授業評価アンケート関係 教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2020年度 教務課 非常勤 令和２年度教員養成実地指導講師採用計画 教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2020年度 教務課 非常勤 令和２年度教員養成実地指導講師日程 教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2020年度 教務課 非常勤 令和２年度実地指導旅費関係 教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2020年度 教務課 非常勤 令和２年度非常勤講師勤務時間関係綴 教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2020年度 教務課 非常勤 令和２年度非常勤講師採用計画 教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2020年度 教務課 非常勤 令和２年度非常勤講師集中講義日程 教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2020年度 教務課 非常勤 令和２年度非常勤講師調査票 教務課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄
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2020年度 教務課 調査 令和２年度調査関係① 教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2020年度 教務課 調査 令和２年度調査関係② 教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2020年度 教務課 諸行事及び休業 第４３回人権教育全学シンポジウム（令和２年度） 教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2020年度 教務課 諸行事及び休業 第４３回人権教育全学シンポジウム感想・要望等記入用紙 教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2020年度 教務課 諸行事及び休業 令和２年度学位記・修了証書授与式 教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2020年度 教務課 諸行事及び休業 令和２年度人権教育全学シンポジウム関係 教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2020年度 教務課 諸行事及び休業 令和２年度入学式・オリエンテーション・卒業式 教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2020年度 教務課 諸行事及び休業 令和２年度休講通知 教務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2020年度 教務課 授業運営等 令和２年度学年暦 教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2020年度 教務課 資格等取得 令和２年度学校図書館司書教諭講習申込書 教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2020年度 教務課 資格等取得 令和２年度学校図書館司書教諭関係 教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2020年度 教務課 教育課程編成 令和３年度カリキュラム改正 教務課長 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2020年度 教務課 会議 令和２年度教務委員会 教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2020年度 教務課 会議 令和２年度京阪奈三教育大学双方向遠隔授業実施委員会 教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2020年度 教務課 会議 令和２年度国立大学学性関係部長課長会議 教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2020年度 教務課 会議 令和２年度会議関係 教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2020年度 教務課 会議 令和２年度資格取得科目運営委員会 教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2020年度 教務課 会議 令和２年度ＩＣＴ科目検討ＷＧ 教務課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2020年度 教務課 会議 令和２年度ＦＤ事業推進委員会 教務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2020年度 教務課 会議 令和２年度学位プログラム開発事業実施推進委員会 教務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2020年度 教務課 会議 令和２年度教職課程専門委員会 教務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2020年度 教務課 会議 令和２年度人権教育推進委員会 教務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2020年度 教務課 プロジェクト 令和２年度大学改革推進ＨＡＴＯ（国際と実習） 教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2020年度 教務課 コロナ関連 緊急対応　令和２年度新型コロナウイルス感染症 教務課長 2021/4/1 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 移管

2020年度 教務課 入学試験等 令和３年度学部入学試験 教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課 廃棄

2020年度 教務課 入学試験等 令和３年度大学入試センター試験 教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課 廃棄

2020年度 教務課 教育実習 令和２年度学校インターンシップ 教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階教育実践支援ルーム内 教務課長 学務部教務課 廃棄

2020年度 教務課 教育実習 令和２年度学校サポート活動 教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階教育実践支援ルーム内 教務課長 学務部教務課 廃棄

2020年度 教務課 会議 令和２年度教職課程・教育実践実施委員会 教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課 廃棄

2020年度 教務課 会議 令和２年度教育推進室会議 教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課 廃棄
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2020年度 教務課 教育実習 令和２年度教育コラボレーション演習 教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階教育実践支援ルーム内 教務課長 学務部教務課 廃棄

2020年度 教務課 教育実習 平成３１年度神戸市学生スクールサポート活動 教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階教育実践支援ルーム内 教務課長 学務部教務課 廃棄

2020年度 教務課 資格取得等 令和２年度臨床実習 教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課免許・実習係 廃棄

2020年度 教務課 資格取得等 令和２年度資格取得関係 教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課免許・実習係 廃棄

2020年度 教務課 教育職員免許 令和２年度教員免許状一括申請 教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課免許・実習係 廃棄

2020年度 教務課 教育職員免許 令和２年度教員免許法認定講習 教務課長 2021/4/1 3年 2026/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課免許・実習係 廃棄

2020年度 教務課 教育実習 令和２年度教職入門実習 教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課免許・実習係 廃棄

2020年度 教務課 教育実習 令和２年度教育実習オリエンテーション 教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課免許・実習係 廃棄

2020年度 教務課 教育実習 令和２年度教育実習関係 教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課免許・実習係 廃棄

2020年度 教務課 教育実習 令和２年度謝金 教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課免許・実習係 廃棄

2020年度 教務課 教育実習 令和２年度心理臨床実践実習関係 教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課免許・実習係 廃棄

2020年度 教務課 会議 令和２年度介護等体験専門委員会 教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課免許・実習係 廃棄

2020年度 教務課 会議 令和２年度教育実習専門委員会 教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課免許・実習係 廃棄

2020年度 教務課 介護等体験 令和２年度介護等体験 教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課免許・実習係 廃棄

2020年度 教務課 諸試験・学業成績 令和２年度教育実習成績評価表 教務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課免許・実習係 廃棄

2019年度 教務課 履修指導 平成３１年度履修便覧作成 教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2019年度 教務課 予算 平成３１年度予算関係綴 教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2019年度 教務課 服務 平成３１年休暇簿 教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2019年度 教務課 服務 平成３１年度出勤簿（非常勤講師） 教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2019年度 教務課 服務 平成３１年度人事関係綴（研修・職専免・昇給勤勉手当等） 教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2019年度 教務課 服務 平成３１年度人事関係綴（超勤等） 教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2019年度 教務課 服務 平成３１年度旅行命令関係 教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2019年度 教務課 評価 平成３１年度授業評価アンケート関係 教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2019年度 教務課 非常勤 平成３１年度教員養成実地指導講師採用計画 教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2019年度 教務課 非常勤 平成３１年度教員養成実地指導講師日程 教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2019年度 教務課 非常勤 平成３１年度実地指導旅費関係 教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2019年度 教務課 非常勤 平成３１年度非常勤講師勤務時間関係綴 教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2019年度 教務課 非常勤 平成３１年度非常勤講師採用計画 教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2019年度 教務課 非常勤 平成３１年度非常勤講師集中講義日程 教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2019年度 教務課 非常勤 平成３１年度非常勤講師調査票 教務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄
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2019年度 教務課 調査 平成３１年度調査関係① 教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2019年度 教務課 調査 平成３１年度調査関係② 教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2019年度 教務課 諸行事及び休業 第４２回人権教育全学シンポジウム（平成３１年度） 教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2019年度 教務課 諸行事及び休業 第４２回人権教育全学シンポジウム感想・要望等記入用紙 教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2019年度 教務課 諸行事及び休業 平成３１年度学位記・修了証書授与式 教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2019年度 教務課 諸行事及び休業 平成３１年度人権教育全学シンポジウム関係 教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2019年度 教務課 諸行事及び休業 平成３１年度入学式・オリエンテーション・卒業式 教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2019年度 教務課 諸行事及び休業 平成３１年度休講通知 教務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2019年度 教務課 授業運営等 平成３１年度学年暦 教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2019年度 教務課 資格等取得 平成３１年度学校図書館司書教諭講習申込書 教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2019年度 教務課 資格等取得 平成３１年度学校図書館司書教諭関係 教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2019年度 教務課 教育課程編成 平成３１年度カリキュラム改正 教務課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2019年度 教務課 教育課程編成 令和２年度カリキュラム改正 教務課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2019年度 教務課 会議 平成３１年度教務委員会 教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2019年度 教務課 会議 平成３１年度京阪奈三教育大学双方向遠隔授業実施委員会 教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2019年度 教務課 会議 平成３１年度国立大学学性関係部長課長会議 教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2019年度 教務課 会議 平成３１年度会議関係 教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2019年度 教務課 会議 平成３１年度資格取得科目運営委員会 教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2019年度 教務課 会議 平成３１年度ＩＣＴ科目検討ＷＧ 教務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2019年度 教務課 会議 平成３１年度成績評価・学士力ＷＧ 教務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2019年度 教務課 会議 平成３１年度ＦＤ事業推進委員会 教務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2019年度 教務課 会議 平成３１年度学位プログラム開発事業実施推進委員会 教務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2019年度 教務課 会議 平成３１年度教職課程専門委員会 教務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2019年度 教務課 会議 平成３１年度人権教育推進委員会 教務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2019年度 教務課 プロジェクト 平成３１年度大学改革推進ＨＡＴＯ（国際と実習） 教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2019年度 教務課 その他 平成３１年度入学生用カリキュラムマップの作成 教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2019年度 教務課 その他 平成３１年度ＩＲ 教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2019年度 教務課 FD事業 平成３１年度関西地区ＦＤ連絡協議会 教務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2019年度 教務課 単位互換 四教育系大学単位互換関係（令和元年度） 教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2019年度 教務課 単位互換 大学コンソーシアム大阪単位互換関係（令和元年度） 教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄
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2019年度 教務課 非正規生 令和元年度外国人留学生単位修得証明書 教務課長 2020/4/1 永久 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係

2019年度 教務課 学籍 令和元年度学生異動 教務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2019年度 教務課 学籍 令和元年度学位記印刷要領 教務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2019年度 教務課 学籍 令和元年度学位記授与伺 教務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2019年度 教務課 単位認定 令和元年度既修得単位認定 教務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2019年度 教務課 授業運営等 令和元年度教職実践演習関係 教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2019年度 教務課 諸試験・学業成績 令和元年度教職実践演習評価表 教務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2019年度 教務課 諸試験・学業成績 令和元年度試験・補講 教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2019年度 教務課 授業運営等 令和元年度時間割担当者調べ 教務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2019年度 教務課 授業運営等 令和元年度授業時間割編成 教務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2019年度 教務課 諸試験・学業成績 令和元年度成績報告書 教務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2019年度 教務課 卒論 令和元年度卒業論文等指導教員届出 教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2019年度 教務課 学籍 令和元年度転籍 教務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2019年度 教務課 入退学等 令和元年度入学者住民票記載事項証明書 教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2019年度 教務課 授業運営等 令和元年度補習教育 教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2019年度 教務課 履修指導 令和元年度履修確認書 教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2019年度 教務課 履修指導 令和元年度履修上の注意事項等 教務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2019年度 教務課 単位互換 放送大学単位互換関係（令和元年度） 教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2019年度 教務課 その他 令和元年度会議費支出伺 教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2019年度 教務課 その他 令和元年度印刷物発行伺 教務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2019年度 教務課 履修指導 研究倫理教育修了証書（平成３１年度入学） 教務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室修士課
程係

廃棄

2019年度 教務課 履修指導 平成３１年度研究指導計画書 教務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室修士課
程係

廃棄

2019年度 教務課 履修指導 平成３１年度昼間大学院履修確認書　学部履修許可願 教務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室修士課
程係

廃棄

2019年度 教務課 履修指導 平成３１年度長期履修（大学院） 教務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室修士課
程係

廃棄

2019年度 教務課 非正規生 平成３１年度研究生・科目等履修生　出願要項綴り 教務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室修士課
程係

廃棄

2019年度 教務課 非正規生 平成３１年度内地留学 教務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室修士課
程係

廃棄

2019年度 教務課 非正規生 平成３１年度研究生入学願書 教務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室修士課
程係

廃棄

2019年度 教務課 入退学等 平成３１年度住民票記載事項証明書 教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室修士課
程係

廃棄

2019年度 教務課 修了・学位 平成３１年度学位論文審査及び 終試験結果報告書 教務課長 2020/4/1 永久 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室修士課
程係

2019年度 教務課 修了・学位 平成３１年度学位論文指導教員及び研究題目届 教務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室修士課
程係

廃棄
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2019年度 教務課 修了・学位 平成３１年度学位論文審査委員会構成案届 教務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室修士課
程係

廃棄

2019年度 教務課 修了・学位 平成３１年度学位論文題目届　学位論文審査願 教務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室修士課
程係

廃棄

2019年度 教務課 修了・学位 平成３１年度修士論文要旨集 教務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室修士課
程係

廃棄

2019年度 教務課 修了・学位 平成３１年度修了関係 教務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室修士課
程係

廃棄

2019年度 教務課 教育課程編成 平成３１年度授業時間割・講義概要作成資料 教務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室修士課
程係

廃棄

2019年度 教務課 会議 平成３１年度研究科運営委員会 教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室修士課
程係

廃棄

2019年度 教務課 非正規生 平成３１年度内地留学生願書 教務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室修士課
程係

廃棄

2019年度 教務課 非正規生 平成３１年度研究生願書 教務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室修士課
程係

廃棄

2019年度 教務課 授業運営等 平成３１年度ティーチングアシスタント出勤簿 教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室修士課
程係

廃棄

2019年度 教務課 学籍 平成３１年度学生異動・債権発生 教務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室修士課
程係

廃棄

2019年度 教務課 科目等履修生 平成３１年度科目等履修生願書 教務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室修士課
程係

廃棄

2019年度 教務課 その他 高度理系教員養成プログラム（平成３１年度） 教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室修士課
程係

廃棄

2019年度 教務課 授業運営等 平成３１年度ティーチング・アシスタント実施日等内訳書 教務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室修士課
程係

廃棄

2019年度 教務課 授業運営等 平成３１年度ティーチング・アシスタント報告書 教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室修士課
程係

廃棄

2019年度 教務課 授業運営等 平成３１年度ティーチング・アシスタントその他 教務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室修士課
程係

廃棄

2019年度 教務課 教育職員免許 平成３１年度教育職員免許状一括申請 教務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室修士課
程係

廃棄

2019年度 教務課 諸試験・学業成績 令和元（平成３１）年度教育実習成績評価表 教務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課免許・実習係 廃棄

2019年度 教務課 入学試験等 令和２年度学部入学試験 教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課 廃棄

2019年度 教務課 入学試験等 令和２年度大学入試センター試験 教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課 廃棄

2019年度 教務課 資格等取得 平成３１年度幼稚園教員資格認定試験 教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課 未定

2019年度 教務課 教育実習 平成３１年度学校インターンシップ 教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階教育実践支援ルーム内 教務課長 学務部教務課 廃棄

2019年度 教務課 教育実習 平成３１年度学校教育サポート体験 教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課 廃棄

2019年度 教務課 教育実習 平成３１年度学校サポート活動 教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階教育実践支援ルーム内 教務課長 学務部教務課 廃棄

2019年度 教務課 会議 令和元年度教職課程・教育実践実施委員会 教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課 廃棄

2019年度 教務課 会議 令和元年度教育推進室会議 教務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課 廃棄

2019年度 教務課 教育実習 平成３１年度教育コラボレーション演習 教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階教育実践支援ルーム内 教務課長 学務部教務課 廃棄

2019年度 教務課 教育実習 平成３１年度神戸市学生スクールサポート活動 教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階教育実践支援ルーム内 教務課長 学務部教務課 廃棄

2019年度 教務課 資格取得等 令和元（平成３１）年度臨床実習 教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課免許・実習係 廃棄

2019年度 教務課 資格取得等 令和元（平成３１）年度資格取得関係 教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課免許・実習係 廃棄

2019年度 教務課 資格取得等 令和元（平成３１）年度博物館実習 教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課免許・実習係 廃棄
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2019年度 教務課 教育職員免許 令和元（平成３１）年度教員免許状一括申請 教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課免許・実習係 廃棄

2019年度 教務課 教育職員免許 令和元（平成３１）年度教員免許法認定講習 教務課長 2020/4/1 3年 2025/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課免許・実習係 廃棄

2019年度 教務課 教育実習 令和元（平成３１）年度教職入門実習 教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課免許・実習係 廃棄

2019年度 教務課 教育実習 令和元（平成３１）年度教育実習オリエンテーション 教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課免許・実習係 廃棄

2019年度 教務課 教育実習 令和元（平成３１）年度教育実習関係 教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課免許・実習係 廃棄

2019年度 教務課 教育実習 令和元（平成３１）年度謝金 教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課免許・実習係 廃棄

2019年度 教務課 教育実習 令和元（平成３１）年度心理臨床実践実習関係 教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課免許・実習係 廃棄

2019年度 教務課 会議 令和元（平成３１）年度介護等体験専門委員会 教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課免許・実習係 廃棄

2019年度 教務課 会議 令和元（平成３１）年度教育実習専門委員会 教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課免許・実習係 廃棄

2019年度 教務課 介護等体験 令和元（平成３１）年度介護等体験 教務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課免許・実習係 廃棄

2018年度 教務課 資格取得等 平成３０年度資格取得関係 教務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課免許・実習係 廃棄

2018年度 教務課 資格取得等 平成３０年度博物館実習 教務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課免許・実習係 廃棄

2018年度 教務課 教育職員免許 平成３０年度教員免許状一括申請 教務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課免許・実習係 廃棄

2018年度 教務課 教育実習 平成３０年度教職入門実習 教務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課免許・実習係 廃棄

2018年度 教務課 教育実習 平成３０年度発展実習 教務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課免許・実習係 廃棄

2018年度 教務課 教育実習 平成３０年度教育実習オリエンテーション 教務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課免許・実習係 廃棄

2018年度 教務課 教育実習 平成３０年度教育実習関係 教務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課免許・実習係 廃棄

2018年度 教務課 教育実習 平成３０年度謝金 教務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課免許・実習係 廃棄

2018年度 教務課 会議 平成３０年度介護等体験専門委員会 教務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課免許・実習係 廃棄

2018年度 教務課 会議 平成３０年度教育実習専門委員会 教務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課免許・実習係 廃棄

2018年度 教務課 介護等体験 平成３０年度介護等体験 教務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課免許・実習係 廃棄

2018年度 教務課 履修指導 平成３０年度履修確認書 教務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2018年度 教務課 履修指導 平成３０年度履修上の注意事項等 教務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2018年度 教務課 非正規生 平成３０年度外国人留学生単位修得証明書 教務課長 2019/4/1 永久 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係

2018年度 教務課 入退学等 平成３０年度入学者住民票記載事項証明書 教務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2018年度 教務課 単位互換 四教育系大学単位互換関係（平成３０年度） 教務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2018年度 教務課 単位互換 大学コンソーシアム大阪単位互換関係（平成３０年度） 教務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2018年度 教務課 単位互換 放送大学単位互換関係（平成３０年度） 教務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2018年度 教務課 卒論 平成３０年度卒業論文等指導教員届出 教務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2018年度 教務課 諸試験・学業成績 平成３０年度試験・補講 教務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄
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2018年度 教務課 諸試験・学業成績 平成３０年度教職実践演習評価表 教務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2018年度 教務課 諸試験・学業成績 平成３０年度成績報告書 教務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2018年度 教務課 授業運営等 平成３０年度教職実践演習関係 教務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2018年度 教務課 授業運営等 平成３０年度補習教育 教務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2018年度 教務課 授業運営等 平成３０年度時間割担当者調べ 教務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2018年度 教務課 授業運営等 平成３０年度授業時間割編成 教務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2018年度 教務課 学籍 平成３０年度学生異動 教務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2018年度 教務課 学籍 平成３０年度学位記印刷要領 教務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2018年度 教務課 学籍 平成３０年度学位記授与伺 教務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2018年度 教務課 学籍 平成３０年度転籍 教務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2018年度 教務課 その他 平成３０年度会議費支出伺 教務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2018年度 教務課 履修指導 平成３０年度長期履修（大学院） 教務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室修士課
程係

廃棄

2018年度 教務課 非正規生 平成３０年度研究生・科目等履修生　出願要項綴り 教務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室修士課
程係

廃棄

2018年度 教務課 非正規生 平成３０年度内地留学 教務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室修士課
程係

廃棄

2018年度 教務課 非正規生 平成３０年度研究生入学願書 教務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室修士課
程係

廃棄

2018年度 教務課 入退学等 平成３０年度住民票記載事項証明書 教務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室修士課
程係

廃棄

2018年度 教務課 修了・学位 平成３０年度学位論文審査及び 終試験結果報告書 教務課長 2019/4/1 永久 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室修士課
程係

2018年度 教務課 修了・学位 平成３０年度修了関係 教務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室修士課
程係

廃棄

2018年度 教務課 教育課程編成 平成３０年度授業時間割・講義概要作成資料 教務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室修士課
程係

廃棄

2018年度 教務課 会議 平成３０年度研究科運営委員会 教務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室修士課
程係

廃棄

2018年度 教務課 履修指導 平成３０年度履修便覧作成 教務課長 2019/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2018年度 教務課 予算 平成３０年度予算関係綴 教務課長 2019/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2018年度 教務課 服務 平成３０年休暇簿 教務課長 2019/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2018年度 教務課 服務 平成３０年度出勤簿（非常勤講師） 教務課長 2019/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2018年度 教務課 服務 平成３０年度人事関係綴（研修・職専免・昇給勤勉手当等） 教務課長 2019/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2018年度 教務課 服務 平成３０年度人事関係綴（超勤等） 教務課長 2019/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2018年度 教務課 服務 平成３０年度旅行命令関係 教務課長 2019/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2018年度 教務課 評価 平成３０年度授業評価アンケート関係 教務課長 2019/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2018年度 教務課 非常勤 平成３０年度教員養成実地指導講師採用計画 教務課長 2019/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2018年度 教務課 非常勤 平成３０年度教員養成実地指導講師日程 教務課長 2019/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄
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2018年度 教務課 非常勤 平成３０年度実地指導旅費関係 教務課長 2019/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2018年度 教務課 非常勤 平成３０年度非常勤講師勤務時間関係綴 教務課長 2019/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2018年度 教務課 非常勤 平成３０年度非常勤講師採用計画 教務課長 2019/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2018年度 教務課 非常勤 平成３０年度非常勤講師集中講義日程 教務課長 2019/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2018年度 教務課 調査 平成３０年度調査関係 教務課長 2019/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2018年度 教務課 諸行事及び休業 第４１回人権教育全学シンポジウム（平成３０年度） 教務課長 2019/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2018年度 教務課 諸行事及び休業 第４１回人権教育全学シンポジウム感想・要望等記入用紙 教務課長 2019/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2018年度 教務課 諸行事及び休業 平成３０年度学位記・修了証書授与式 教務課長 2019/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2018年度 教務課 諸行事及び休業 平成３０年度人権教育全学シンポジウム関係 教務課長 2019/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2018年度 教務課 諸行事及び休業 平成３０年度入学式・オリエンテーション・卒業式 教務課長 2019/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2018年度 教務課 諸行事及び休業 平成３０年度休講通知 教務課長 2019/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2018年度 教務課 授業運営等 平成３０年度学年暦 教務課長 2019/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2018年度 教務課 資格等取得 平成３０年度学校図書館司書教諭講習申込書 教務課長 2019/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2018年度 教務課 資格等取得 平成３０年度学校図書館司書教諭関係 教務課長 2019/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2018年度 教務課 教育課程編成 平成３０年度カリキュラム改正 教務課長 2019/4/1 30年 2048/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2018年度 教務課 教育課程編成 平成３２年度カリキュラム改正 教務課長 2019/4/1 30年 2048/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2018年度 教務課 会議 平成３０年度教務委員会 教務課長 2019/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2018年度 教務課 会議 平成３０年度京阪奈三教育大学双方向遠隔授業実施委員会 教務課長 2019/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2018年度 教務課 会議 平成３０年度国立大学学性関係部長課長会議 教務課長 2019/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2018年度 教務課 会議 平成３０年度会議関係 教務課長 2019/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2018年度 教務課 会議 平成３０年度資格取得科目運営委員会 教務課長 2019/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2018年度 教務課 会議 平成３０年度ＦＤ事業推進委員会 教務課長 2019/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2018年度 教務課 会議 平成３０年度学位プログラム開発事業実施推進委員会 教務課長 2019/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2018年度 教務課 会議 平成３０年度教職課程専門委員会 教務課長 2019/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2018年度 教務課 会議 平成３０年度人権教育推進委員会 教務課長 2019/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2018年度 教務課 プロジェクト 平成３０年度大学改革推進ＨＡＴＯ（国際と実習） 教務課長 2019/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2018年度 教務課 その他 平成３０年度入学生用カリキュラムマップの作成 教務課長 2019/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2018年度 教務課 その他 平成３０年度ＩＲ 教務課長 2019/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2018年度 教務課 諸試験・学業成績 平成３０年度教育実習成績評価表 教務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課免許・実習係 廃棄

2018年度 共通 会計伝票 平成30年度予算 教務課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室教職大
学院係

廃棄
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2018年度 共通 その他 令和元（平成31）年度教員養成共同研究コミュニティ（控え） 教務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室教職大
学院係

廃棄

2018年度 共通 会議 平成30年度大学院連合教職実践研究科運営準備委員会 教務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 C2棟1階倉庫 教務課長
学務部教務課大学院室教職大
学院係

廃棄

2018年度 共通 会議 平成30年度連合教職実践研究科連携会議 教務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 C2棟1階倉庫 教務課長
学務部教務課大学院室教職大
学院係

廃棄

2018年度 共通 その他 平成30年度教職大学院運営準備　施設・設備関係 教務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 C2棟1階倉庫 教務課長
学務部教務課大学院室教職大
学院係

廃棄

2018年度 教務課 学籍 平成30年度教職大学院長期履修関係 教務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 C2棟1階倉庫 教務課長
学務部教務課大学院室教職大
学院係

廃棄

2018年度 教務課 課程認定等 天王寺キャンパス（控え） 教務課長 2019/4/1 永久 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室教職大
学院係

2018年度 教務課 課程認定等 平成30年度教職大学院準備 教務課長 2019/4/1 永久 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室教職大
学院係

2018年度 教務課 教育課程編成 平成30年度教職大学院時間割編成 教務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室教職大
学院係

廃棄

2018年度 教務課 教育実習 教育委員会（実習）（控え） 教務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 C2棟1階倉庫 教務課長
学務部教務課大学院室教職大
学院係

廃棄

2018年度 教務課 教育実習 平成30年度教職大学院　学校実習関係 教務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 C2棟1階倉庫 教務課長
学務部教務課大学院室教職大
学院係

廃棄

2018年度 教務課 教育課程編成
平成31年度　■時間割編成　■履修提要別冊　■実習の手
引き

教務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 C2棟1階倉庫 教務課長
学務部教務課大学院室教職大
学院係

廃棄

2018年度 教務課 教育実習 平成３０年度神戸市学生スクールサポート活動 教務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟３階教育実践支援ルーム内 教務課長 学務部教務課 廃棄

2018年度 教務課 非正規生 平成３０年度内地留学生願書 教務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室修士課
程係

廃棄

2018年度 教務課 非正規生 平成３０年度研究生願書 教務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室修士課
程係

廃棄

2018年度 教務課 授業運営等 平成３０年度ティーチングアシスタント出勤簿 教務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室修士課
程係

廃棄

2018年度 教務課 学籍 平成３０年度学生異動・債権発生 教務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室修士課
程係

廃棄

2018年度 教務課 科目等履修生 平成３０年度科目等履修生願書 教務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室修士課
程係

廃棄

2018年度 教務課 その他 高度理系教員養成プログラム（平成３０年度） 教務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室修士課
程係

廃棄

2018年度 教務課 入学試験等 平成３０年度学部入学試験 教務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課 廃棄

2018年度 教務課 入学試験等 平成３０年度大学入試センター試験 教務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課 廃棄

2018年度 教務課 資格等取得 平成３０年度幼稚園教員資格認定試験 教務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課 未定

2018年度 教務課 教育実習 平成３０年度学校インターンシップ 教務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟３階教育実践支援ルーム内 教務課長 学務部教務課 廃棄

2018年度 教務課 教育実習 平成３０年度学校教育サポート体験 教務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課 廃棄

2018年度 教務課 教育実習 平成３０年度学校サポート活動 教務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟３階教育実践支援ルーム内 教務課長 学務部教務課 廃棄

2018年度 教務課 会議 平成３０年度教職課程・教育実践実施委員会 教務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課 廃棄

2018年度 教務課 会議 平成３０年度教育推進室会議 教務課長 2019/4/1 10年 2024/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課 廃棄

2017年度 教務課 その他 平成２９年度入学生用カリキュラムマップの作成 教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2017年度 教務課 その他 平成２９年度ＩＲ 教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2017年度 教務課 プロジェクト 平成２９年度大学改革推進ＨＡＴＯ（国際と実習） 教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2017年度 教務課 介護等体験 平成２９年度介護等体験 教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課免許・実習係 廃棄
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2017年度 教務課 会議 平成２９年度教務委員会 教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2017年度 教務課 会議 平成２９年度京阪奈三教育大学双方向遠隔授業実施委員会 教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2017年度 教務課 会議 平成２９年度国立大学学性関係部長課長会議 教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2017年度 教務課 会議 平成２９年度ＦＤ事業推進委員会 教務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2017年度 教務課 会議 平成２９年度学位プログラム開発事業実施推進委員会 教務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2017年度 教務課 会議 平成２９年度教職課程専門委員会 教務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2017年度 教務課 会議 平成２９年度介護等体験専門委員会 教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課免許・実習係 廃棄

2017年度 教務課 会議 平成２９年度会議関係 教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2017年度 教務課 会議 平成２９年度教育実習専門委員会 教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課免許・実習係 廃棄

2017年度 教務課 会議 平成２９年度資格取得科目運営委員会 教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2017年度 教務課 会議 平成２９年度人権教育推進委員会 教務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2017年度 教務課 教育課程編成 平成３０年度カリキュラム改正 教務課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2017年度 教務課 教育課程編成 平成３１年度カリキュラム改正 教務課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2017年度 教務課 教育実習 平成２９年度教職入門実習 教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課免許・実習係 廃棄

2017年度 教務課 教育実習 平成２９年度体験実習 教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課免許・実習係 廃棄

2017年度 教務課 教育実習 平成２９年度発展実習 教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課免許・実習係 廃棄

2017年度 教務課 教育実習 平成２９年度教育実習オリエンテーション 教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課免許・実習係 廃棄

2017年度 教務課 教育実習 平成２９年度教育実習関係 教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課免許・実習係 廃棄

2017年度 教務課 教育実習 平成２９年度謝金 教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課免許・実習係 廃棄

2017年度 教務課 教育職員免許 平成２９年度教員免許状一括申請 教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課免許・実習係 廃棄

2017年度 教務課 資格取得等 平成２９年度臨床実習 教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課免許・実習係 廃棄

2017年度 教務課 資格取得等 平成２９年度資格取得関係 教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課免許・実習係 廃棄

2017年度 教務課 資格取得等 平成２９年度博物館実習 教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課免許・実習係 廃棄

2017年度 教務課 資格等取得 平成２９年度学校図書館司書教諭講習申込書 教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2017年度 教務課 資格等取得 平成２９年度学校図書館司書教諭関係 教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2017年度 教務課 授業運営等 平成２９年度学年暦 教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2017年度 教務課 諸行事及び休業 第４０回人権教育全学シンポジウム（平成２９年度） 教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2017年度 教務課 諸行事及び休業 第４０回人権教育全学シンポジウム感想・要望等記入用紙 教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2017年度 教務課 諸行事及び休業 平成２９年度学位記・修了証書授与式 教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2017年度 教務課 諸行事及び休業 平成２９年度休講通知 教務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄
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2017年度 教務課 諸行事及び休業 平成２９年度人権教育全学シンポジウム関係 教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2017年度 教務課 諸行事及び休業 平成２９年度入学式・オリエンテーション・卒業式 教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2017年度 教務課 調査 平成２９年度調査関係 教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2017年度 教務課 非常勤 平成２９年度教員養成実地指導講師採用計画 教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2017年度 教務課 非常勤 平成２９年度教員養成実地指導講師日程 教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2017年度 教務課 非常勤 平成２９年度実地指導旅費関係 教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2017年度 教務課 非常勤 平成２９年度非常勤講師勤務時間関係綴 教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2017年度 教務課 非常勤 平成２９年度非常勤講師採用計画 教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2017年度 教務課 非常勤 平成２９年度非常勤講師集中講義日程 教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2017年度 教務課 評価 平成２９年度授業評価アンケート関係 教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2017年度 教務課 服務 平成２９年休暇簿 教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2017年度 教務課 服務 平成２９年度出勤簿（非常勤講師） 教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2017年度 教務課 服務 平成２９年度人事関係綴（研修・職専免・昇給勤勉手当等） 教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2017年度 教務課 服務 平成２９年度人事関係綴（超勤等） 教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2017年度 教務課 服務 平成２９年度旅行命令関係 教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2017年度 教務課 予算 平成２９年度予算関係綴 教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2017年度 教務課 履修指導 平成２９年度履修便覧作成 教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2017年度 教務課 諸試験・学業成績 平成２９年度教育実習成績評価表 教務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課免許・実習係 廃棄

2017年度 共通 会議 平成29年度連合教職実践研究科連携会議 教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室教職大
学院係

廃棄

2017年度 教務課 会議 平成２９年度教職課程・教育実践実施委員会 教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課 廃棄

2017年度 教務課 会議 平成２９年度教育推進室会議 教務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課 廃棄

2017年度 教務課 教育実習 平成２９年度学校インターンシップ 教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教育実践支援ルーム内 教務課長 学務部教務課 廃棄

2017年度 教務課 教育実習 平成２９年度学校教育サポート体験 教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課 廃棄

2017年度 教務課 教育実習 平成２９年度学校サポート活動 教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教育実践支援ルーム内 教務課長 学務部教務課 廃棄

2017年度 教務課 資格等取得 平成２９年度幼稚園教員資格認定試験 教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課 未定

2017年度 教務課 入学試験等 平成２９年度学部入学試験 教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課 廃棄

2017年度 教務課 入学試験等 平成２９年度大学入試センター試験 教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課 廃棄

2017年度 教務課 その他 高度理系教員養成プログラム（平成２９年度） 教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室修士課
程係

廃棄

2017年度 教務課 学籍 平成２９年度学生異動 教務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室修士課
程係

廃棄

2017年度 教務課 学籍 平成２９年度卒業・修了 教務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄
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2017年度 教務課 学籍 平成２９年度転籍 教務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2017年度 教務課 授業運営等 平成２９年度ティーチングアシスタント出勤簿 教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室修士課
程係

廃棄

2017年度 教務課 授業運営等 平成２９年度教職実践演習 教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2017年度 教務課 授業運営等 平成２９年度時間割担当者調べ 教務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2017年度 教務課 授業運営等 平成２９年度授業時間割編成 教務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2017年度 教務課 授業運営等 平成２９年度補習教育 教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2017年度 教務課 諸試験・学業成績 平成２９年度試験・補講 教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2017年度 教務課 諸試験・学業成績 平成２９年度成績報告書 教務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2017年度 教務課 卒論 平成２９年度卒業論文等指導教員届出 教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2017年度 教務課 卒論 平成２９年度卒業論文等評価表 教務課長 2018/4/1 永久 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係

2017年度 教務課 単位互換 四教育系大学単位互換関係（平成２９年度） 教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2017年度 教務課 単位互換 大学コンソーシアム大阪単位互換関係（平成２９年度） 教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2017年度 教務課 単位互換 放送大学単位互換関係（平成２９年度） 教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2017年度 教務課 入退学等 平成２９年度入学者住民票記載事項証明書 教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2017年度 教務課 非正規生 平成２９年度外国人留学生単位修得証明書 教務課長 2018/4/1 永久 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係

2017年度 教務課 非正規生 平成２９年度研究生願書 教務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室修士課
程係

廃棄

2017年度 教務課 非正規生 平成２９年度内地留学生願書 教務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室修士課
程係

廃棄

2017年度 教務課 履修指導 平成２９年度履修確認書 教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2017年度 教務課 履修指導 平成２９年度履修上の注意事項等 教務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2016年度 教務課 課程認定等 課程認定申請書 教務課長 2017/4/1 永久 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係

2016年度 教務課 会議 平成２８年度ＦＤ事業推進委員会 教務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2016年度 教務課 会議 平成２８年度学位プログラム開発事業実施推進委員会 教務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2016年度 教務課 会議 平成２８年度教職課程・教育実践実施委員会 教務課長 2017/4/1 30年 2047/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課 廃棄

2016年度 教務課 会議 平成２８年度教職課程専門委員会 教務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2016年度 教務課 会議 平成２８年度学校安全教育推進委員会 教務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2016年度 教務課 会議 平成２８年度人権教育推進委員会 教務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2016年度 教務課 諸行事及び休業 平成２８年度休講通知 教務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2016年度 教務課 非正規生 平成２８年度内地留学生願書 教務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室修士課
程係

廃棄

2016年度 教務課 諸試験・学業成績 平成２８年度教育実習成績評価表 教務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課免許・実習係 廃棄

2016年度 教務課 学籍 平成28年度長期履修 教務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 C2棟1階倉庫 教務課長
学務部教務課大学院室教職大
学院係

廃棄
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2016年度 教務課 会議 平成２８年度教育推進室会議 教務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課 廃棄

2016年度 教務課 資格等取得 平成２８年度幼稚園教員資格認定試験関係 教務課長 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課 未定

2016年度 教務課 学籍 平成２８年度学生異動 教務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室修士課
程係

廃棄

2016年度 教務課 学籍 平成２８年度卒業・修了 教務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2016年度 教務課 学籍 平成２８年度転籍 教務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2016年度 教務課 授業運営等 平成２８年度時間割担当者調べ 教務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2016年度 教務課 授業運営等 平成２８年度授業時間割編成 教務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2016年度 教務課 諸試験・学業成績 平成２８年度成績報告書 教務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2016年度 教務課 卒論 平成２８年度卒業論文等評価表 教務課長 2017/4/1 永久 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係

2016年度 教務課 履修指導 平成２８年度履修上の注意事項等 教務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2015年度 教務課 課程認定等
平成２７年度栄養教諭課程概況報告書大手前栄養学院専門
学校

教務課長 2016/4/1 永久 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係

2015年度 教務課 課程認定等 平成２９年度学部改組に伴う課程認定 教務課長 2016/4/1 永久 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係

2015年度 教務課 会議 平成２７年度ＦＤ事業推進委員会 教務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2015年度 教務課 会議 平成２７年度学校安全教育推進委員会 教務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2015年度 教務課 会議 平成２７年度教育実践実施委員会 教務課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課免許・実習係 廃棄

2015年度 教務課 会議 平成２７年度教務委員会 教務課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2015年度 教務課 会議 平成２７年度人権教育推進委員会 教務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2015年度 教務課 教育課程編成 平成２９年度カリキュラム改正 教務課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2015年度 教務課 諸行事及び休業 平成２７年度休講通知 教務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2015年度 教務課 諸試験・学業成績 平成２７年度教育実習成績評価表 教務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課免許・実習係 廃棄

2015年度 教務課 学籍 平成27年度長期履修 教務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 C2棟1階倉庫 教務課長
学務部教務課大学院室教職大
学院係

廃棄

2015年度 教務課 会議 平成２７年度教育推進室会議 教務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課 廃棄

2015年度 教務課 資格等取得 平成２７年度幼稚園教員資格認定試験関係 教務課長 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課 未定

2015年度 教務課 学籍 平成２７年度学生異動 教務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室修士課
程係

廃棄

2015年度 教務課 学籍 平成２７年度卒業・修了 教務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2015年度 教務課 学籍 平成２７年度転籍 教務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2015年度 教務課 授業運営等 平成２７年度時間割担当者調べ 教務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2015年度 教務課 授業運営等 平成２７年度授業時間割編成 教務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2015年度 教務課 諸試験・学業成績 平成２７年度成績報告書 教務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2015年度 教務課 卒論 平成２７年度卒業論文等評価表 教務課長 2016/4/1 永久 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係
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2015年度 教務課 履修指導 平成２７年度履修上の注意事項等 教務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2014年度 教務課 会議 平成２６年度ＦＤ事業推進委員会 教務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2014年度 教務課 会議 平成２６年度学校安全教育推進委員会 教務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2014年度 教務課 会議 平成２６年度教育実践実施委員会 教務課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課免許・実習係 廃棄

2014年度 教務課 会議 平成２６年度教務委員会 教務課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2014年度 教務課 会議 平成２６年度人権教育推進委員会 教務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2014年度 教務課 諸行事及び休業 平成２６年度休講通知 教務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2014年度 教務課 諸試験・学業成績 平成２６年度教育実習成績評価表 教務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課免許・実習係 廃棄

2014年度 教務課 会議 平成２６年度教育推進室会議 教務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課 廃棄

2014年度 教務課 資格等取得 平成２６年度幼稚園教員資格認定試験関係 教務課長 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課 未定

2014年度 教務課 学籍 平成２６年度学生異動 教務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室修士課
程係

廃棄

2014年度 教務課 学籍 平成２６年度卒業・修了 教務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2014年度 教務課 学籍 平成２６年度転籍 教務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2014年度 教務課 授業運営等 平成２６年度時間割担当者調べ 教務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2014年度 教務課 授業運営等 平成２６年度授業時間割編成 教務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2014年度 教務課 諸試験・学業成績 平成２６年度成績報告書 教務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2014年度 教務課 卒論 平成２６年度卒業論文等評価表 教務課長 2015/4/1 永久 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係

2014年度 教務課 履修指導 平成２６年度履修上の注意事項等 教務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2013年度 教務課 会議 平成２５年度ＦＤ事業推進委員会 教務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2013年度 教務課 会議 平成２５年度学校安全教育推進委員会 教務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2013年度 教務課 会議 平成２５年度教育研究推進室会議 教務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課 廃棄

2013年度 教務課 会議 平成２５年度教育実践実施委員会 教務課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課免許・実習係 廃棄

2013年度 教務課 会議 平成２５年度教務委員会 教務課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2013年度 教務課 会議 平成２５年度人権教育推進委員会 教務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2013年度 教務課 学籍 平成２５年度学生異動 教務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2013年度 教務課 学籍 平成２５年度卒業・修了 教務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2013年度 教務課 学籍 平成２５年度転籍 教務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2013年度 教務課 資格等取得 平成２５年度幼稚園教員資格認定試験関係 教務課長 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課 未定

2013年度 教務課 授業運営等 平成２５年度時間割担当者調べ 教務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2013年度 教務課 授業運営等 平成２５年度授業時間割編成 教務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄
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2013年度 教務課 諸行事及び休業 平成２５年度休講通知 教務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2013年度 教務課 諸試験・学業成績 平成２５年度成績報告書 教務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2013年度 教務課 卒論 平成２５年度卒業論文等評価表 教務課長 2014/4/1 永久 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係

2013年度 教務課 履修指導 平成２５年度履修上の注意事項等 教務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2013年度 教務課 諸試験・学業成績 平成２５年度教育実習成績評価表 教務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課免許・実習係 廃棄

2013年度 教務課 学籍 平成２５年度学生異動 教務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室修士課
程係

廃棄

2012年度 教務課 会議 平成２４年度ＦＤ事業推進委員会 教務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2012年度 教務課 会議 平成２４年度学校安全教育推進委員会 教務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2012年度 教務課 会議 平成２４年度教育研究推進室会議 教務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課 廃棄

2012年度 教務課 会議 平成２４年度教育実践実施委員会 教務課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課免許・実習係 廃棄

2012年度 教務課 会議 平成２４年度教務委員会 教務課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2012年度 教務課 会議 平成２４年度人権教育推進委員会 教務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2012年度 教務課 学籍 平成２４年度学生異動 教務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2012年度 教務課 学籍 平成２４年度卒業・修了 教務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2012年度 教務課 学籍 平成２４年度転籍関係 教務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2012年度 教務課 資格等取得 平成２４年度幼稚園教員資格認定試験関係 教務課長 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課 未定

2012年度 教務課 授業運営等 平成２４年度時間割編成 教務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2012年度 教務課 授業運営等 平成２４年度授業時間割 教務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2012年度 教務課 諸行事及び休業 平成２４年度休講通知 教務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務企画係 廃棄

2012年度 教務課 諸試験・学業成績 平成２４年度成績通知書 教務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2012年度 教務課 諸試験・学業成績 平成２４年度成績報告書 教務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2012年度 教務課 卒論 平成２４年度卒業論文等評価表 教務課長 2013/4/1 永久 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係

2012年度 教務課 履修指導 平成２４年度履修上の注意事項等 教務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課教務係 廃棄

2012年度 教務課 諸試験・学業成績 平成２４年度教育実習成績評価表 教務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長 学務部教務課免許・実習係 廃棄

2012年度 教務課 学籍 平成２４年度学生異動 教務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局棟３階教務課室内 教務課長
学務部教務課大学院室修士課
程係

廃棄

2021年度 入試課 （その他） 令和４年度入学手続関係（卒業証明書等） 学務部入試課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟３階入試課金庫 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2021年度 入試課 入学試験問題 令和４年度入試問題関係 学務部入試課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 事務局棟３階入試課金庫 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2021年度 入試課 （その他） 令和４年度入学試験データファイル 学務部入試課長 2022/4/1 10年 2032/3/31
電子媒体：
FD,CD,USBメ
モリ,SDカード

Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2021年度 入試課 入学者選抜 令和４年度学部関係綴 学務部入試課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 移管

2021年度 入試課 入学者選抜 令和４年度大学院関係 学務部入試課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 移管
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2021年度 入試課 入学者選抜 令和４年度教職大学院関係 学務部入試課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 移管

2021年度 入試課 入学者選抜 令和４年度特別専攻科 学務部入試課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 移管

2021年度 入試課 入学者選抜 令和４年度私費外国人留学生 学務部入試課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 移管

2021年度 入試課 入学者選抜 令和４年度私費外国人留学生資格確認等 学務部入試課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2021年度 入試課 入学者選抜 令和４年度第３年次編入学関係 学務部入試課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 移管

2021年度 入試課 入学者選抜 令和４年度学校推薦型選抜関係 学務部入試課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 移管

2021年度 入試課 入学者選抜 令和４年度学部出願確認票 学務部入試課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟３階入試課金庫 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2021年度 入試課 入学者選抜 令和４年度共通テストを課す学校推薦型選抜願書 学務部入試課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2021年度 入試課 入学者選抜 令和４年度共通テストを課さない学校推薦型選抜願書 学務部入試課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2021年度 入試課 入学者選抜 令和４年度大学院願書 学務部入試課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2021年度 入試課 入学者選抜 令和４年度教職大学院願書 学務部入試課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2021年度 入試課 入学者選抜 令和４年度大学院資格審査 学務部入試課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2021年度 入試課 入学者選抜 令和４年度私費外国人留学生願書 学務部入試課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2021年度 入試課 入学者選抜 令和４年度特別専攻科願書 学務部入試課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2021年度 入試課 入学者選抜 令和４年度３年次編入学願書 学務部入試課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2021年度 入試課 入学者判定 令和４年度入試答案・作品 学務部入試課長 2022/4/1 5年 2027/3/31
その他媒体：上
記以外のその
他

事務局棟３階入試課金庫 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2021年度 入試課 （その他） 令和４年度大学入学共通テスト関係 学務部入試課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 移管

2021年度 入試課 入学者判定 令和４年度成績データ請求関係 学務部入試課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2021年度 入試課 入学者判定 令和４年度ＪＩＰ関係 学務部入試課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2021年度 入試課 調査 令和３年度入試関係回答分（業者） 学務部入試課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2021年度 入試課 会議 令和３年度入学試験等実施委員会 学務部入試課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 移管

2021年度 入試課 入学者判定 令和３年度入学試験情報処理委員会 学務部入試課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2021年度 入試課 入学者選抜 令和４年度入学試験健康診断委員会 学務部入試課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2021年度 入試課 入学者選抜 令和４年度学部個別入学資格審査関係 学務部入試課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2021年度 入試課 会議 令和３年度入学試験等企画委員会 学務部入試課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 移管

2021年度 入試課 服務 令和３年度人事・勤務時間等関係綴 学務部入試課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2021年度 入試課 服務 令和３年度・旅行命令・出張報告書・交通費立替払関係綴 学務部入試課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2021年度 入試課 （その他） 令和３年度入試広報関係 学務部入試課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2021年度 入試課 （その他） 令和３年度オープンキャンパス 学務部入試課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 移管

2021年度 入試課 （その他） 令和３年度学外進学ガイダンス関係 学務部入試課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄
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2021年度 入試課 （その他） 令和３年度大学見学 学務部入試課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2021年度 入試課 （その他） 令和３年度ホームページ関係 学務部入試課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 移管

2021年度 入試課 （その他） 令和３年度各種説明会 学務部入試課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2021年度 入試課 （その他） 令和３年度雑綴 学務部入試課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2021年度 入試課 予算 令和３年度物品購入・役務関係綴 学務部入試課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2021年度 入試課 予算 令和３年度謝金 学務部入試課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2021年度 入試課 通達等 令和３年度文部科学省関係 学務部入試課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2021年度 入試課 予算 令和３年度予算関係 学務部入試課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2021年度 入試課 （その他） 令和３年度年度計画 学務部入試課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2021年度 入試課 （その他） 令和３年度国立大学協会関係綴 学務部入試課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2021年度 入試課 （その他） ガイダンス・高校訪問参加後メモ 学務部入試課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2021年度 入試課 （その他）
令和３年度入試問題請求綴，資料請求綴，大学見学（個人），
過去問閲覧者

学務部入試課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2021年度 入試課 （その他） 令和３年度日本留学試験 学務部入試課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2021年度 入試課 （その他） 令和３年度学校推薦型（特別枠）に関する教育プログラム 学務部入試課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2021年度 入試課 規程 学内規程改正関係 学務部入試課長 2022/4/1 30年 2052/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2020年度 入試課 （その他） 令和３年度入学手続関係（卒業証明書等） 学務部入試課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階入試課金庫 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2020年度 入試課 入学試験問題 令和３年度入試問題関係 学務部入試課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟３階入試課金庫 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2020年度 入試課 （その他） 令和３年度入学試験データファイル 学務部入試課長 2021/4/1 10年 2031/3/31
電子媒体：
FD,CD,USBメ
モリ,SDカード

Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2020年度 入試課 入学者選抜 令和３年度学部関係綴 学務部入試課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 移管

2020年度 入試課 入学者選抜 令和３年度大学院関係 学務部入試課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 移管

2020年度 入試課 入学者選抜 令和３年度教職大学院関係 学務部入試課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 移管

2020年度 入試課 入学者選抜 令和３年度特別支援教育特別専攻科関係 学務部入試課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 移管

2020年度 入試課 入学者選抜 令和３年度私費外国人留学生関係 学務部入試課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 移管

2020年度 入試課 入学者選抜 令和３年度私費外国人留学生資格確認等 学務部入試課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2020年度 入試課 入学者選抜 令和３年度第３年次編入学関係 学務部入試課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 移管

2020年度 入試課 入学者選抜 令和３年度学校推薦型選抜関係 学務部入試課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 移管

2020年度 入試課 入学者選抜 令和３年度学部出願確認票 学務部入試課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟３階入試課金庫 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2020年度 入試課 入学者選抜 令和３年度共通テストを課す学校推薦型選抜願書 学務部入試課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2020年度 入試課 入学者選抜 令和３年度共通テストを課さない学校推薦型選抜願書 学務部入試課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2020年度 入試課 入学者選抜 令和３年度大学院願書 学務部入試課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄
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2020年度 入試課 入学者選抜 令和３年度教職大学院願書 学務部入試課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2020年度 入試課 入学者選抜 令和３年度大学院資格審査 学務部入試課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2020年度 入試課 入学者選抜 令和３年度私費外国人留学生願書 学務部入試課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2020年度 入試課 入学者選抜 令和３年度特専願書 学務部入試課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2020年度 入試課 入学者選抜 令和３年度３年次編入学願書 学務部入試課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2020年度 入試課 入学者判定 令和３年度入試答案・作品 学務部入試課長 2021/4/1 5年 2026/3/31
その他媒体：上
記以外のその
他

事務局棟３階入試課金庫 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2020年度 入試課 （その他） 令和３年度大学入学共通テスト関係 学務部入試課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 移管

2020年度 入試課 入学者判定 令和３年度成績データ請求関係 学務部入試課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2020年度 入試課 入学者判定 令和３年度ＪＩＰ関係 学務部入試課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2020年度 入試課 調査 令和２年度入試関係回答分（業者） 学務部入試課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2020年度 入試課 会議 令和２年度入学試験等実施委員会 学務部入試課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 移管

2020年度 入試課 入学者判定 令和２年度入学試験情報処理委員会 学務部入試課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2020年度 入試課 入学者選抜 令和３年度入学試験健康診断委員会 学務部入試課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2020年度 入試課 会議 令和２年度入学試験等企画委員会 学務部入試課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 移管

2020年度 入試課 服務 令和２年度人事・勤務時間等関係綴 学務部入試課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2020年度 入試課 服務 令和２年度旅行命令簿・出張報告書・立替払関係綴 学務部入試課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2020年度 入試課 （その他） 令和２年度入試広報関係 学務部入試課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2020年度 入試課 （その他） 令和２年度オープンキャンパス 学務部入試課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 移管

2020年度 入試課 （その他） 令和２年度学外進学ガイダンス 学務部入試課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2020年度 入試課 （その他） 令和２年度大学見学 学務部入試課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2020年度 入試課 （その他） 令和２年度ホームページ関係 学務部入試課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 移管

2020年度 入試課 （その他） 令和２年度各種説明会 学務部入試課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2020年度 入試課 （その他） 令和２年度学外会議関係綴 学務部入試課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2020年度 入試課 （その他） 令和２年度雑綴 学務部入試課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2020年度 入試課 予算 令和２年度物品購入・役務関係綴 学務部入試課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2020年度 入試課 予算 令和２年度謝金 学務部入試課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2020年度 入試課 通達等 令和２年度文部科学省関係 学務部入試課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2020年度 入試課 予算 令和２年度予算関係 学務部入試課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2020年度 入試課 （その他） 令和２年度年度計画 学務部入試課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2020年度 入試課 （その他） 令和２年度国立大学協会関係綴 学務部入試課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄
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2020年度 入試課 （その他） ガイダンス・高校訪問参加後メモ 学務部入試課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2020年度 入試課 （その他）
令和２年度入試問題請求綴，資料請求綴，大学見学（個人），
過去問閲覧者

学務部入試課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2020年度 入試課 （その他） 学校推薦型選抜（特別枠）導入関係 学務部入試課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2020年度 入試課 入学者選抜 JEP関係 学務部入試課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2020年度 入試課 コロナ対応 新型コロナウイルス関係 学務部入試課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 移管

2020年度 入試課 入学者選抜 令和３年度学部個別入学資格審査関係 学務部入試課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2019年度 入試課 （その他） 平成３２年度入学手続関係（卒業証明書等） 学務部入試課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階入試課金庫 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2019年度 入試課 入学試験問題 平成３２年度入試問題関係 学務部入試課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟３階入試課金庫 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2019年度 入試課 （その他） 平成３２年度入学試験データファイル 学務部入試課長 2020/4/1 10年 2030/3/31
電子媒体：
FD,CD,USBメ
モリ,SDカード

Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2019年度 入試課 入学者選抜 平成３２年度学部関係綴 学務部入試課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2019年度 入試課 入学者選抜 平成３２年度大学院関係綴 学務部入試課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2019年度 入試課 入学者選抜 平成３２年度教職大学院関係綴 学務部入試課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2019年度 入試課 入学者選抜 平成３２年度特別支援教育特別専攻科関係綴 学務部入試課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2019年度 入試課 入学者選抜 平成３２年度私費外国人留学生関係綴 学務部入試課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2019年度 入試課 入学者選抜 平成３２年度私費外国人留学生資格確認等 学務部入試課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2019年度 入試課 入学者選抜 平成３２年度第３年次編入学関係綴 学務部入試課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2019年度 入試課 入学者選抜 平成３２年度学部推薦入試関係綴 学務部入試課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2019年度 入試課 入学者選抜 平成３２年度学部出願確認票 学務部入試課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟３階入試課金庫 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2019年度 入試課 入学者選抜 平成３２年度学部センター試験を課す推薦入試願書 学務部入試課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2019年度 入試課 入学者選抜 平成３２年度学部センター試験を課さない推薦入試願書 学務部入試課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2019年度 入試課 入学者選抜 平成３２年度大学院願書 学務部入試課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2019年度 入試課 入学者選抜 平成３２年度教職大学院願書 学務部入試課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2019年度 入試課 入学者選抜 平成３２年度大学院資格審査 学務部入試課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2019年度 入試課 入学者選抜 平成３２年度大学院代替措置 学務部入試課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2019年度 入試課 入学者選抜 平成３２年度私費外国人留学生願書 学務部入試課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2019年度 入試課 入学者選抜 平成３２年度特専願書 学務部入試課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2019年度 入試課 入学者選抜 平成３２年度３年次編入学願書 学務部入試課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2019年度 入試課 入学者判定 平成３２年度入試答案・作品 学務部入試課長 2020/4/1 5年 2025/3/31
その他媒体：上
記以外のその
他

事務局棟３階入試課金庫 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2019年度 入試課 （その他） 平成３２年度大学入試センター試験関係 学務部入試課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2019年度 入試課 入学者判定 平成３２年度成績データ請求関係 学務部入試課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄
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2019年度 入試課 入学者判定 平成３２年度ＪＩＰ関係 学務部入試課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2019年度 入試課 調査 平成３１年度入試関係回答分（業者） 学務部入試課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2019年度 入試課 会議 平成３１年度入学試験等実施委員会 学務部入試課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2019年度 入試課 入学者判定 平成３１年度入学試験合否判定資料審査委員会 学務部入試課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2019年度 入試課 入学者判定 平成３１年度入学試験情報処理委員会 学務部入試課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2019年度 入試課 入学者選抜 平成３２年度入学試験健康診断委員会 学務部入試課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2019年度 入試課 会議 平成３１年度入学試験等企画委員会 学務部入試課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2019年度 入試課 服務 平成３１年度人事・勤務時間等関係綴 学務部入試課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2019年度 入試課 服務 平成３１年度旅行命令簿・出張報告書・立替払関係綴 学務部入試課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2019年度 入試課 （その他） 平成３１年度入試広報関係 学務部入試課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2019年度 入試課 （その他） 平成３１年度オープンキャンパス 学務部入試課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2019年度 入試課 （その他） 平成３１年度学外進学ガイダンス 学務部入試課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2019年度 入試課 （その他） 平成３１年度大学見学 学務部入試課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2019年度 入試課 （その他） 平成３１年度ホームページ関係 学務部入試課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2019年度 入試課 （その他） 平成３１年度各種説明会 学務部入試課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2019年度 入試課 （その他） 平成３１年度学外会議関係綴 学務部入試課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2019年度 入試課 （その他） 平成３１年度雑綴 学務部入試課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2019年度 入試課 予算 平成３１年度物品購入・役務関係綴 学務部入試課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2019年度 入試課 予算 平成３１年度謝金 学務部入試課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2019年度 入試課 通達等 平成３１年度文部科学省関係 学務部入試課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2019年度 入試課 予算 平成３１年度予算関係 学務部入試課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2019年度 入試課 （その他） 平成３１年度年度計画 学務部入試課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2019年度 入試課 （その他） 平成３１年度国立大学協会関係綴 学務部入試課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2019年度 入試課 （その他） ガイダンス・高校訪問参加後メモ 学務部入試課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2019年度 入試課 （その他）
平成３１年度入試問題請求綴，資料請求綴，大学見学（個
人），過去問閲覧者

学務部入試課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2019年度 入試課 （その他） 平成３１年度留学生ガイダンス関係 学務部入試課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2019年度 入試課 （その他） 大学コンソーシアム大阪関係綴 学務部入試課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2019年度 入試課 入学者選抜 平成３２年度学部個別入学資格審査関係 学務部入試課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2018年度 入試課 （その他） 平成３１年度入学手続関係（卒業証明書等） 学務部入試課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟３階入試課金庫 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2018年度 入試課 入学試験問題 平成３１年度入試問題関係 学務部入試課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟３階入試課金庫 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄
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2018年度 入試課 （その他） 平成３１年度入学試験データファイル 学務部入試課長 2019/4/1 10年 2029/3/31
電子媒体：
FD,CD,USBメ
モリ,SDカード

Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2018年度 入試課 入学者選抜 平成３１年度学部関係綴 学務部入試課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2018年度 入試課 入学者選抜 平成３１年度大学院関係綴 学務部入試課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2018年度 入試課 入学者選抜 平成３１年度教職大学院関係綴 学務部入試課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2018年度 入試課 入学者選抜 平成３１年度特別支援教育特別専攻科関係綴 学務部入試課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2018年度 入試課 入学者選抜 平成３１年度私費外国人留学生関係綴 学務部入試課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2018年度 入試課 入学者選抜 平成３１年度第二部３年次編入学関係綴 学務部入試課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2018年度 入試課 入学者選抜 平成３１年度学部推薦入試関係綴 学務部入試課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2018年度 入試課 入学者選抜 平成３１年度学部出願確認票 学務部入試課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟３階入試課金庫 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2018年度 入試課 入学者選抜 平成３１年度学部推薦（センター課す）願書 学務部入試課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2018年度 入試課 入学者選抜 平成３１年度学部推薦（センター課さない）願書 学務部入試課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2018年度 入試課 入学者選抜 平成３１年度大学院願書 学務部入試課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2018年度 入試課 入学者選抜 平成３１年度教職大学院願書 学務部入試課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2018年度 入試課 入学者選抜 平成３１年度私費留学生願書 学務部入試課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2018年度 入試課 入学者選抜 平成３１年度特専願書 学務部入試課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2018年度 入試課 入学者選抜 平成３１年度第二部３年次編入願書 学務部入試課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2018年度 入試課 入学者判定 平成３１年度入試答案・作品 学務部入試課長 2019/4/1 5年 2024/3/31
その他媒体：上
記以外のその
他

事務局棟３階入試課金庫 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2018年度 入試課 （その他） 平成３１年度大学入試センター試験関係 学務部入試課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2018年度 入試課 入学者判定 平成３１年度成績データ請求関係 学務部入試課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2018年度 入試課 入学者判定 平成３１年度ＪＩＰ関係 学務部入試課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2018年度 入試課 入学者選抜 平成３０年度入学試験成績閲覧願 学務部入試課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2018年度 入試課 調査 平成３０年度入試関係回答分（業者） 学務部入試課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2018年度 入試課 会議 平成３０年度入学試験等実施委員会 学務部入試課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2018年度 入試課 入学者判定 平成３０年度入学試験合否判定資料審査委員会 学務部入試課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2018年度 入試課 入学者判定 平成３０年度入学試験情報処理委員会 学務部入試課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2018年度 入試課 入学者選抜 平成３１年度入学試験健康診断委員会 学務部入試課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2018年度 入試課 会議 平成３０年度入学者選抜方法等研究専門部会 学務部入試課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2018年度 入試課 会議 平成３０年度入学試験等企画委員会 学務部入試課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2018年度 入試課 服務 平成３０年度人事・勤務時間等関係綴 学務部入試課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2018年度 入試課 服務 平成３０年度旅行命令簿・出張報告書・立替払関係綴 学務部入試課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄
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2018年度 入試課 （その他） 平成３０年度入試広報関係 学務部入試課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2018年度 入試課 （その他） 平成３０年度オープンキャンパス 学務部入試課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2018年度 入試課 （その他） 平成３０年度学外進学ガイダンス 学務部入試課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2018年度 入試課 （その他） 平成３０年度大学見学 学務部入試課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2018年度 入試課 （その他） 平成３０年度ホームページ関係 学務部入試課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2018年度 入試課 （その他） 平成３０年度各種説明会 学務部入試課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2018年度 入試課 予算 平成３０年度物品購入・役務関係綴 学務部入試課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2018年度 入試課 予算 平成３０年度謝金・非常勤職員関係綴 学務部入試課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2018年度 入試課 通達等 平成３０年度文部科学省関係 学務部入試課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2018年度 入試課 予算 平成３０年度予算関係 学務部入試課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2018年度 入試課 （その他） 平成３０年度年度計画 学務部入試課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2018年度 入試課 （その他） 平成３０年度国立大学協会関係綴 学務部入試課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2018年度 入試課 （その他） ガイダンス・高校訪問参加後メモ 学務部入試課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2018年度 入試課 入学者選抜 ＷＥＢ出願 学務部入試課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2018年度 入試課 入学者選抜 平成３１年度学部個別入学資格審査関係 学務部入試課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2017年度 入試課 （その他） 平成３０年度入学手続関係（卒業証明書等） 学務部入試課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階入試課金庫 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2017年度 入試課 入学試験問題 平成３０年度入試問題関係 学務部入試課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟３階入試課金庫 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2017年度 入試課 （その他） 平成３０年度入学試験データファイル 学務部入試課長 2018/4/1 10年 2028/3/31
電子媒体：
FD,CD,USBメ
モリ,SDカード

Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2017年度 入試課 入学者選抜 平成３０年度学部関係綴 学務部入試課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2017年度 入試課 入学者選抜 平成３０年度大学院関係綴 学務部入試課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2017年度 入試課 入学者選抜 平成３０年度教職大学院関係綴 学務部入試課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2017年度 入試課 入学者選抜 平成３０年度特別支援教育特別専攻科関係綴 学務部入試課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2017年度 入試課 入学者選抜 平成３０年度私費外国人留学生関係綴 学務部入試課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2017年度 入試課 入学者選抜 平成３０年度第二部３年次編入学関係綴 学務部入試課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2017年度 入試課 入学者選抜 平成３０年度学部推薦入試関係綴 学務部入試課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2017年度 入試課 入学者選抜 平成３０年度学部願書 学務部入試課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟３階入試課金庫 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2017年度 入試課 入学者選抜 平成３０年度学部推薦（センター課す）願書 学務部入試課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2017年度 入試課 入学者選抜 平成３０年度学部推薦（センター課さない）願書 学務部入試課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2017年度 入試課 入学者選抜 平成３０年度大学院願書 学務部入試課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2017年度 入試課 入学者選抜 平成３０年度教職大学院願書 学務部入試課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄
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2017年度 入試課 入学者選抜 平成３０年度私費留学生願書 学務部入試課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2017年度 入試課 入学者選抜 平成３０年度特専願書 学務部入試課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2017年度 入試課 入学者選抜 平成３０年度第二部３年次編入願書 学務部入試課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2017年度 入試課 入学者判定 平成３０年度入試答案・作品 学務部入試課長 2018/4/1 5年 2023/3/31
その他媒体：上
記以外のその
他

事務局棟３階入試課金庫 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2017年度 入試課 （その他） 平成３０年度大学入試センター試験関係 学務部入試課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2017年度 入試課 入学者判定 平成３０年度成績データ請求関係 学務部入試課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2017年度 入試課 入学者判定 平成３０年度ＪＩＰ関係 学務部入試課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2017年度 入試課 入学者選抜 平成２９年度入学試験成績閲覧願 学務部入試課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2017年度 入試課 調査 平成２９年度入試関係回答分（業者） 学務部入試課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2017年度 入試課 会議 平成２９年度入学試験等実施委員会 学務部入試課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2017年度 入試課 入学者判定 平成２９年度入学試験合否判定資料審査委員会 学務部入試課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2017年度 入試課 入学者判定 平成２９年度入学試験情報処理委員会 学務部入試課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2017年度 入試課 入学者選抜 平成３０年度入学試験健康診断委員会 学務部入試課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2017年度 入試課 会議 平成２９年度入学者選抜方法等研究専門部会 学務部入試課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2017年度 入試課 会議 平成２９年度入学試験等企画委員会 学務部入試課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2017年度 入試課 会議 平成２９年度高大連携教員養成プログラム専門部会 学務部入試課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2017年度 入試課 服務 平成２９年度人事・勤務時間等関係綴 学務部入試課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2017年度 入試課 服務 平成２９年度旅行命令簿・出張報告書・立替払関係綴 学務部入試課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2017年度 入試課 （その他） 平成２９年度入試広報関係 学務部入試課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2017年度 入試課 （その他） 平成２９年度オープンキャンパス 学務部入試課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2017年度 入試課 （その他） 平成２９年度学外進学ガイダンス 学務部入試課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2017年度 入試課 （その他） 平成２９年度大学見学 学務部入試課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2017年度 入試課 （その他） 平成２９年度ホームページ関係 学務部入試課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2017年度 入試課 （その他） 平成２９年度高等学校訪問関係綴 学務部入試課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2017年度 入試課 （その他） 平成２９年度各種説明会 学務部入試課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2017年度 入試課 （その他） 平成２９年度大学コンソーシアム大阪　関係綴 学務部入試課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2017年度 入試課 予算 平成２９年度物品購入・役務関係綴 学務部入試課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2017年度 入試課 予算 平成２９年度謝金・非常勤職員関係綴 学務部入試課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2017年度 入試課 通達等 平成２９年度文部科学省関係 学務部入試課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2017年度 入試課 予算 平成２９年度予算関係 学務部入試課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄
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2017年度 入試課 （その他） 平成２９年度年度計画 学務部入試課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2017年度 入試課 （その他） 平成２９年度国立大学協会関係綴 学務部入試課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2017年度 入試課 入学者選抜 平成３０年度学部個別入学資格審査関係 学務部入試課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2016年度 入試課 入学試験問題 平成２９年度入試問題関係 学務部入試課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟３階入試課金庫 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2016年度 入試課 （その他） 平成２９年度入学試験データファイル 学務部入試課長 2017/4/1 10年 2027/3/31
電子媒体：
FD,CD,USBメ
モリ,SDカード

Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2016年度 入試課 入学者選抜 平成２９年度学部関係綴 学務部入試課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2016年度 入試課 入学者選抜 平成２９年度大学院関係綴 学務部入試課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2016年度 入試課 入学者選抜 平成２９年度教職大学院関係綴 学務部入試課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2016年度 入試課 入学者選抜 平成２９年度特別支援教育特別専攻科関係綴 学務部入試課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2016年度 入試課 入学者選抜 平成２９年度私費外国人留学生関係綴 学務部入試課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2016年度 入試課 入学者選抜 平成２９年度第二部３年次編入学関係綴 学務部入試課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2016年度 入試課 入学者選抜 平成２９年度学部推薦入試関係綴 学務部入試課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2016年度 入試課 （その他） 平成２９年度大学入試センター試験関係 学務部入試課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2016年度 入試課 （その他） 平成２９年度日本留学試験 学務部入試課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2016年度 入試課 入学者判定 平成２９年度成績データ請求関係 学務部入試課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2016年度 入試課 入学者判定 平成２９年度ＪＩＰ関係 学務部入試課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2016年度 入試課 入学者選抜 平成２８年度入学試験成績閲覧願 学務部入試課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2016年度 入試課 入学者判定 平成２８年度入学試験合否判定資料審査委員会 学務部入試課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2016年度 入試課 入学者判定 平成２８年度入学試験情報処理委員会 学務部入試課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2016年度 入試課 入学者選抜 平成２８年度入学試験健康診断委員会 学務部入試課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2015年度 入試課 入学試験問題 平成２８年度入試問題関係 学務部入試課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟３階入試課金庫 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2015年度 入試課 （その他） 平成２８年度入学試験データファイル 学務部入試課長 2016/4/1 10年 2026/3/31
電子媒体：
FD,CD,USBメ
モリ,SDカード

Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2015年度 入試課 入学者選抜 平成２８年度学部関係綴 学務部入試課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2015年度 入試課 入学者選抜 平成２８年度大学院関係綴 学務部入試課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2015年度 入試課 入学者選抜 平成２８年度特別支援教育特別専攻科関係綴 学務部入試課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2015年度 入試課 入学者選抜 平成２８年度私費外国人留学生関係綴 学務部入試課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2015年度 入試課 入学者選抜 平成２８年度第二部３年次編入学関係綴 学務部入試課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2015年度 入試課 入学者選抜 平成２８年度学部推薦入試関係綴 学務部入試課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2015年度 入試課 （その他） 平成２８年度大学入試センター試験関係 学務部入試課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2015年度 入試課 入学者判定 平成２８年度成績データ請求関係 学務部入試課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄
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2015年度 入試課 入学者判定 平成２８年度ＪＩＰ関係 学務部入試課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2015年度 入試課 入学者判定 平成２７年度入学試験合否判定資料審査委員会 学務部入試課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2015年度 入試課 入学者判定 平成２７年度入学試験情報処理委員会 学務部入試課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2015年度 入試課 入学者選抜 平成２７年度入学試験健康診断委員会 学務部入試課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2014年度 入試課 入学試験問題 平成２７年度入試問題関係 学務部入試課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟３階入試課金庫 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2014年度 入試課 （その他） 平成２７年度入学試験データファイル 学務部入試課長 2015/4/1 10年 2025/3/31
電子媒体：
FD,CD,USBメ
モリ,SDカード

Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2014年度 入試課 入学者選抜 平成２７年度学部関係綴 学務部入試課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2014年度 入試課 入学者選抜 平成２７年度大学院関係綴 学務部入試課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2014年度 入試課 入学者選抜 平成２７年度特別支援教育特別専攻科関係綴 学務部入試課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2014年度 入試課 入学者選抜 平成２７年度私費外国人留学生関係綴 学務部入試課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2014年度 入試課 入学者選抜 平成２７年度第二部３年次編入学関係綴 学務部入試課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2014年度 入試課 入学者選抜 平成２７年度学部推薦入試関係綴 学務部入試課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2014年度 入試課 （その他） 平成２７年度大学入試センター試験関係 学務部入試課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2014年度 入試課 入学者判定 平成２７年度成績データ請求関係 学務部入試課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2014年度 入試課 入学者判定 平成２７年度ＪＩＰ関係 学務部入試課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2014年度 入試課 入学者判定 平成２７年度入学試験合否判定資料審査委員会 学務部入試課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2014年度 入試課 入学者判定 平成２７年度入学試験情報処理委員会 学務部入試課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2014年度 入試課 入学者選抜 平成２７年度入学試験健康診断委員会 学務部入試課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2013年度 入試課 入学試験問題 平成２６年度入試問題関係 学務部入試課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟３階入試課金庫 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2013年度 入試課 （その他） 平成２６年度入学試験データファイル 学務部入試課長 2014/4/1 10年 2024/3/31
電子媒体：
FD,CD,USBメ
モリ,SDカード

Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2013年度 入試課 入学者選抜 平成２６年度学部関係綴 学務部入試課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2013年度 入試課 入学者選抜 平成２６年度大学院関係綴 学務部入試課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2013年度 入試課 入学者選抜 平成２６年度特別支援教育特別専攻科関係綴 学務部入試課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2013年度 入試課 入学者選抜 平成２６年度私費外国人留学生関係綴 学務部入試課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2013年度 入試課 入学者選抜 平成２６年度第二部３年次編入学関係綴 学務部入試課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2013年度 入試課 入学者選抜 平成２６年度学部推薦入試関係綴 学務部入試課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2013年度 入試課 （その他） 平成２６年度大学入試センター試験関係 学務部入試課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2013年度 入試課 入学者判定 平成２６年度成績データ請求関係 学務部入試課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2013年度 入試課 入学者判定 平成２６年度ＪＩＰ関係 学務部入試課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2013年度 入試課 入学者判定 平成２６年度入学試験合否判定資料審査委員会 学務部入試課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄
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2013年度 入試課 入学者判定 平成２６年度入学試験情報処理委員会 学務部入試課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2013年度 入試課 入学者選抜 平成２６年度入学試験健康診断委員会 学務部入試課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2012年度 入試課 入学試験問題 平成２５年度入試問題関係 学務部入試課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局棟３階入試課金庫 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2012年度 入試課 （その他） 平成２５年度入学試験データファイル 学務部入試課長 2013/4/1 10年 2023/3/31
電子媒体：
FD,CD,USBメ
モリ,SDカード

Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2012年度 入試課 入学者選抜 平成２５年度学部関係綴 学務部入試課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2012年度 入試課 入学者選抜 平成２５年度大学院関係綴 学務部入試課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2012年度 入試課 入学者選抜 平成２５年度特別支援教育特別専攻科関係綴 学務部入試課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2012年度 入試課 入学者選抜 平成２５年度私費外国人留学生関係綴 学務部入試課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2012年度 入試課 入学者選抜 平成２５年度第二部３年次編入学関係綴 学務部入試課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2012年度 入試課 入学者選抜 平成２５年度学部推薦入試関係綴 学務部入試課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2012年度 入試課 （その他） 平成２５年度大学入試センター試験関係 学務部入試課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2012年度 入試課 入学者判定 平成２５年度成績データ請求関係 学務部入試課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2012年度 入試課 入学者判定 平成２５年度ＪＩＰ関係 学務部入試課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2012年度 入試課 入学者判定 平成２５年度入学試験合否判定資料審査委員会 学務部入試課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2012年度 入試課 入学者判定 平成２５年度入学試験情報処理委員会 学務部入試課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2012年度 入試課 入学者選抜 平成２５年度入学試験健康診断委員会 学務部入試課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 Ｃ１棟１階入試課室内 学務部入試課長 学務部入試課入学試験第一係 廃棄

2021年度 天王寺地区総務課 会議 令和３年度初等教育課程教授会資料 天王寺地区総務課長 2022/4/1 30年 2052/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2021年度 天王寺地区総務課 会議 令和３年度運営委員会資料 天王寺地区総務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2021年度 天王寺地区総務課 会議 令和３年度人事委員会資料 天王寺地区総務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2021年度 天王寺地区総務課 会議 令和３年度安全衛生委員会資料 天王寺地区総務課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2021年度 天王寺地区総務課 契約（営繕・役務） 令和３年度警備日誌 天王寺地区総務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2021年度 天王寺地区総務課 契約（営繕・役務） 令和３年度清掃請負業務関係 天王寺地区総務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2021年度 天王寺地区総務課 会計伝票
令和３年度会計関係（債務計上票／経費精算書／立替経費
精算書）

天王寺地区総務課長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2021年度 天王寺地区総務課 謝礼金 令和３年度謝金支払計画書 天王寺地区総務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2021年度 天王寺地区総務課 （その他） 令和３年度車両入構許可手続 天王寺地区総務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2021年度 天王寺地区総務課 服務 令和３年度勤務時間報告書 天王寺地区総務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2021年度 天王寺地区総務課 服務 令和３年度旅行命令簿 天王寺地区総務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2021年度 天王寺地区総務課 会計伝票
令和３年度出納関係（出納職員指名簿／領収書受払簿／入
金実績リスト／振替伝票）

天王寺地区総務課長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2021年度 天王寺地区総務課 （その他） 令和３年度郵便発送簿 天王寺地区総務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2021年度 天王寺地区総務課 学内通知文書
令和３年度学内通知文書（総務課・監査室・経営戦略課・広報
室）

天王寺地区総務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄
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2021年度 天王寺地区総務課 学内通知文書 令和３年度学内通知文書（学務部） 天王寺地区総務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2021年度 天王寺地区総務課 学内通知文書 令和３年度学内通知文書（学術部） 天王寺地区総務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2021年度 天王寺地区総務課 学内通知文書 令和３年度学内通知文書（人事課・財務課・施設課） 天王寺地区総務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2021年度 天王寺地区総務課 予算 令和３年度予算関係（予算配分通知／予算申請書類） 天王寺地区総務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2021年度 天王寺地区総務課 服務 令和３年度学外非常勤講師調査票 天王寺地区総務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2021年度 天王寺地区総務課 （その他） 令和３年度学外通知文書（天王寺地区総務課回答分） 天王寺地区総務課長 2022/4/1 1年 2023/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2021年度 天王寺地区総務課 旅費 令和３年度タクシーチケット受払簿 天王寺地区総務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

共有サーバー内 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2021年度 天王寺地区総務課 服務 令和３年休暇簿 天王寺地区総務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2021年度 天王寺地区総務課 服務 令和３年出勤簿 天王寺地区総務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2021年度 天王寺地区総務課 旅費 令和３年度交通費立替払請求書 天王寺地区総務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2021年度 天王寺地区総務課 契約（営繕・役務） 令和３年度点検報告書（建物管理） 天王寺地区総務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2021年度 天王寺地区総務課 会議 令和３年度教員養成共同研究コミュニティ研究会 天王寺地区総務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2021年度 天王寺地区総務課 服務 令和３年度講師派遣（学内） 天王寺地区総務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2021年度 天王寺地区総務課 服務 令和３年度講師依頼（学外者） 天王寺地区総務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2021年度 天王寺地区総務課 教務 令和３年度時間割編成関係 天王寺地区総務課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2021年度 天王寺地区総務課 教務 令和３年度履修確認書（前期） 天王寺地区総務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2021年度 天王寺地区総務課 教務 令和３年度履修確認書（後期） 天王寺地区総務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2021年度 天王寺地区総務課 教務 令和３年度第３年次編入学生単位認定　① 天王寺地区総務課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2021年度 天王寺地区総務課 教務
令和３年度第３年次編入学生単位認定　②　卒業論文等読替
関係

天王寺地区総務課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2021年度 天王寺地区総務課 教務 令和３年度成績評価確認 天王寺地区総務課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2021年度 天王寺地区総務課 教務 令和３年度卒業研究等申請書・卒業研究等評価表 天王寺地区総務課長 2022/4/1 永久 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係

2021年度 天王寺地区総務課 教務 令和３年度卒業関係 天王寺地区総務課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2021年度 天王寺地区総務課 免許・資格 令和３年度資格関係　教員免許状　学校図書館司書教諭 天王寺地区総務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2021年度 天王寺地区総務課 教務 令和３年度介護等体験 天王寺地区総務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2021年度 天王寺地区総務課 教務 令和３年度４回生教育実習 天王寺地区総務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2021年度 天王寺地区総務課 教務 令和３年度５回生教育実習 天王寺地区総務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2021年度 天王寺地区総務課 教務 令和３年度幼児・昼コース教育実習 天王寺地区総務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2021年度 天王寺地区総務課 教務 令和３年度教育実習評価表綴 天王寺地区総務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2021年度 天王寺地区総務課 教務 令和３年度学校インターンシップ 天王寺地区総務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2021年度 天王寺地区総務課 課外活動 令和３年度学校サポート活動 天王寺地区総務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄
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2021年度 天王寺地区総務課 諸試験・学業成績 令和３年度教職実践演習評価表 天王寺地区総務課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2021年度 天王寺地区総務課 諸試験・学業成績 令和３年度成績関係 天王寺地区総務課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2021年度 天王寺地区総務課 諸試験・学業成績 令和３年度ＧＰＡ関係 天王寺地区総務課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2021年度 天王寺地区総務課 奨学金 令和３年度授業料免除（前期）① 天王寺地区総務課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2021年度 天王寺地区総務課 奨学金 令和３年度授業料免除（後期） 天王寺地区総務課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2021年度 天王寺地区総務課 奨学金 令和３年度専門実践教育訓練給付金関係 天王寺地区総務課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2021年度 天王寺地区総務課 会議 令和３年度入試部会関係 天王寺地区総務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2021年度 天王寺地区総務課 会議 令和３年度教務部会関係 天王寺地区総務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2021年度 天王寺地区総務課 会議 令和３年度教育実践実施委員会関係 天王寺地区総務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2021年度 天王寺地区総務課 会議 令和３年度学生部会関係 天王寺地区総務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2021年度 天王寺地区総務課 教務 令和３年度学生異動関係 天王寺地区総務課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2021年度 天王寺地区総務課 教務 令和３年度異動届・学生証再交付願（学部・院） 天王寺地区総務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2021年度 天王寺地区総務課 教務 令和３年度証明書交付願（天王寺学部在学生） 天王寺地区総務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2021年度 天王寺地区総務課 教務 令和３年度証明書交付願（天王寺学部卒業生）　① 天王寺地区総務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2021年度 天王寺地区総務課 教務 令和３年度証明書交付願（天王寺学部卒業生）　② 天王寺地区総務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2021年度 天王寺地区総務課 学籍 令和３年度学籍簿（学部） 天王寺地区総務課長 2022/4/1 永久 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係

2021年度 天王寺地区総務課 入退学等 令和３年度住民票記載事項証明書（学部） 天王寺地区総務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2021年度 天王寺地区総務課 学生団体 令和３年度学生団体更新届・学生団体設立許可願 天王寺地区総務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2021年度 天王寺地区総務課 課外活動
令和３年度課外活動（体育施設使用願・講義室使用願・掲示・
活動報告書）

天王寺地区総務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2021年度 天王寺地区総務課 大学主催行事 令和３年度普通救命講習 天王寺地区総務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2021年度 天王寺地区総務課 教務 令和３年度ガイダンス・授業関係（夜間大学院） 天王寺地区総務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2021年度 天王寺地区総務課 教務 令和３年度修士論文・修了関係（夜間大学院） 天王寺地区総務課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2021年度 天王寺地区総務課 教務 令和３年度修了判定資料（夜間大学院） 天王寺地区総務課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2021年度 天王寺地区総務課 教務 令和３年度学位論文審査及び 終試験報告書 天王寺地区総務課長 2022/4/1 永久 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係

2021年度 天王寺地区総務課 免許・資格 令和３年度専修免許状申請（夜間大学院） 天王寺地区総務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2021年度 天王寺地区総務課 教務 令和３年度履修確認書（夜間大学院） 天王寺地区総務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2021年度 天王寺地区総務課 教務 令和３年度ＴＡ関係（夜間大学院） 天王寺地区総務課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2021年度 天王寺地区総務課 教務 令和４年度時間割編成関係（夜間大学院） 天王寺地区総務課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2021年度 天王寺地区総務課 学生支援 令和３年度指導教員関係（夜間大学院） 天王寺地区総務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2021年度 天王寺地区総務課 教務 令和３年度既修得単位認定（夜間大学院） 天王寺地区総務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄
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2021年度 天王寺地区総務課 入退学等 令和３年度住民票記載事項証明書（夜間大学院） 天王寺地区総務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2021年度 天王寺地区総務課 入退学等 学生カード（令和３年度入学生）（夜間大学院） 天王寺地区総務課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2021年度 天王寺地区総務課 教務 令和３年度長期履修学生関係（夜間大学院） 天王寺地区総務課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2021年度 天王寺地区総務課 教務 令和３年度学籍異動関係（夜間大学院） 天王寺地区総務課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2021年度 天王寺地区総務課 教務 令和３年度研修指導計画書（夜間大学院） 天王寺地区総務課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2021年度 天王寺地区総務課 教務 令和３年度修士論文要旨集（夜間大学院） 天王寺地区総務課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2021年度 天王寺地区総務課 会議 令和３年度教育学研究科運営委員会（控え） 天王寺地区総務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2021年度 天王寺地区総務課 教務 令和３年度証明書交付願（夜間大学院・教職大学院） 天王寺地区総務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2021年度 天王寺地区総務課 教務
令和３年度成績関係（疑義申立て，成績訂正等含）（夜間大学
院・教職大学院）

天王寺地区総務課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2021年度 天王寺地区総務課 奨学金
令和３年度大学院特別授業料免除（夜間大学院・教職大学
院）

天王寺地区総務課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2021年度 天王寺地区総務課 教務 令和３年度履修提要（教職大学院） 天王寺地区総務課長 2022/4/1 永久 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係

2021年度 天王寺地区総務課 教務
令和３年度時間割編成・コースプログラム・履修関係（学部開
設授業科目履修許可申請含む）・既修得単位認定（教職大学
院）

天王寺地区総務課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2021年度 天王寺地区総務課 入退学等
令和４年度入学者に係る関係教育委員会との確認書（教職大
学院）

天王寺地区総務課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2021年度 天王寺地区総務課 入退学等 令和３年度住民票記載事項証明書（教職大学院） 天王寺地区総務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2021年度 天王寺地区総務課 入退学等 学生カード（令和３年度入学生）（教職大学院） 天王寺地区総務課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2021年度 天王寺地区総務課 教務 令和３年度学籍異動関係（教職大学院） 天王寺地区総務課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2021年度 天王寺地区総務課 教務
令和３年度学生関係（所有免許状・修了関係・科目等履修生
関係・修了生関係）（教職大学院）

天王寺地区総務課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2021年度 天王寺地区総務課 教務
令和３年度学校実習関係・実践課題研究報告書関係（教職大
学院）

天王寺地区総務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2021年度 天王寺地区総務課 免許・資格 令和３年度専修免許状一括申請関係（教職大学院） 天王寺地区総務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2021年度 天王寺地区総務課 会議 令和３年度連合教職実践研究科運営委員会（控え） 天王寺地区総務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2021年度 天王寺地区総務課 会議 令和３年度大阪市教員養成共同研究講座定例会議 天王寺地区総務課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2021年度 天王寺地区総務課 その他 令和３年度独立行政法人教職員支援機構（NITS）関係 天王寺地区総務課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2021年度 天王寺地区総務課 その他
令和３年度雑・その他（情報基盤センター利用申請書・学内調
査関係・学内推薦・非常勤講師採用計画・その他人事選考・
他大学刊行物）

天王寺地区総務課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2020年度 天王寺地区総務課 会議 令和２年度教授会資料 天王寺地区総務課長 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2020年度 天王寺地区総務課 会議 令和２年度運営委員会資料 天王寺地区総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2020年度 天王寺地区総務課 会議 令和２年度人事委員会資料 天王寺地区総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2020年度 天王寺地区総務課 会議 令和２年度安全衛生委員会資料 天王寺地区総務課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2020年度 天王寺地区総務課 契約（営繕・役務） 令和２年度警備日誌 天王寺地区総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2020年度 天王寺地区総務課 契約（営繕・役務） 令和２年度清掃請負業務関係 天王寺地区総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2020年度 天王寺地区総務課 会計伝票
令和２年度会計関係（債務計上票／経費精算書／立替経費
精算書）

天王寺地区総務課長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄
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2020年度 天王寺地区総務課 謝礼金 令和２年度謝金支払計画書 天王寺地区総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2020年度 天王寺地区総務課 学内通知文書 令和２年度固定資産貸付許可申請手続 天王寺地区総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2020年度 天王寺地区総務課 （その他） 令和２年度車両入構許可手続 天王寺地区総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2020年度 天王寺地区総務課 服務 令和２年度勤務時間報告書 天王寺地区総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2020年度 天王寺地区総務課 服務 令和２年度旅行命令簿 天王寺地区総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2020年度 天王寺地区総務課 会計伝票
令和２年度出納関係（出納職員指名簿／領収書受払簿／入
金実績リスト／振替伝票）

天王寺地区総務課長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2020年度 天王寺地区総務課 （その他） 令和２年度郵便発送簿 天王寺地区総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2020年度 天王寺地区総務課 学内通知文書 令和２年度学内通知文書（総務課・監査室・経営戦略課） 天王寺地区総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2020年度 天王寺地区総務課 学内通知文書 令和２年度学内通知文書（学務部） 天王寺地区総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2020年度 天王寺地区総務課 学内通知文書 令和２年度学内通知文書（学術部） 天王寺地区総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2020年度 天王寺地区総務課 学内通知文書 令和２年度学内通知文書（人事課・財務課・施設課） 天王寺地区総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2020年度 天王寺地区総務課 予算 令和２年度予算関係（予算配分通知／予算申請書類） 天王寺地区総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2020年度 天王寺地区総務課 服務 令和２年度学外非常勤講師調査票 天王寺地区総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2020年度 天王寺地区総務課 旅費 令和２年度タクシーチケット受払簿 天王寺地区総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

共有サーバー内 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2020年度 天王寺地区総務課 服務 令和２年休暇簿 天王寺地区総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2020年度 天王寺地区総務課 服務 令和２年出勤簿 天王寺地区総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2020年度 天王寺地区総務課 旅費 令和２年度交通費立替払請求書 天王寺地区総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2020年度 天王寺地区総務課 契約（営繕・役務） 令和２年度点検報告書（建物管理） 天王寺地区総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2020年度 天王寺地区総務課 会議 令和２年度教員養成共同研究コミュニティ研究会 天王寺地区総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2020年度 天王寺地区総務課 服務 令和２年度講師派遣（学内） 天王寺地区総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2020年度 天王寺地区総務課 服務 令和２年度講師依頼（学外者） 天王寺地区総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2020年度 天王寺地区総務課 教務 令和２年度時間割編成関係 天王寺地区総務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2020年度 天王寺地区総務課 教務 令和２年度履修確認書（前期） 天王寺地区総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2020年度 天王寺地区総務課 教務 令和２年度履修確認書（後期） 天王寺地区総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2020年度 天王寺地区総務課 教務 令和２年度第３年次編入学生単位認定　① 天王寺地区総務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2020年度 天王寺地区総務課 教務
令和２年度第３年次編入学生単位認定　②　卒業論文等読替
関係

天王寺地区総務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2020年度 天王寺地区総務課 教務 令和２年度成績評価確認 天王寺地区総務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2020年度 天王寺地区総務課 教務 令和２年度卒業論文等申請書・卒業論文評価表 天王寺地区総務課長 2021/4/1 永久 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係

2020年度 天王寺地区総務課 教務 令和２年度卒業関係 天王寺地区総務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2020年度 天王寺地区総務課 免許・資格 令和２年度資格関係　教員免許状　学校図書館司書教諭 天王寺地区総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄
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2020年度 天王寺地区総務課 教務 令和２年度介護等体験 天王寺地区総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2020年度 天王寺地区総務課 教務 令和２年度４回生教育実習 天王寺地区総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2020年度 天王寺地区総務課 教務 令和２年度５回生教育実習 天王寺地区総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2020年度 天王寺地区総務課 教務 令和２年度幼児・昼コース教育実習 天王寺地区総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2020年度 天王寺地区総務課 教務 令和２年度教育実習評価表 天王寺地区総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2020年度 天王寺地区総務課 教務 令和２年度学校インターンシップ 天王寺地区総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2020年度 天王寺地区総務課 課外活動 令和２年度学校サポート活動 天王寺地区総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2020年度 天王寺地区総務課 諸試験・学業成績 令和２年度教職実践演習評価表 天王寺地区総務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2020年度 天王寺地区総務課 諸試験・学業成績 令和２年度成績報告書 天王寺地区総務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2020年度 天王寺地区総務課 諸試験・学業成績 令和２年度ＧＰＡ関係 天王寺地区総務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2020年度 天王寺地区総務課 奨学金 令和２年度授業料免除（前期）① 天王寺地区総務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2020年度 天王寺地区総務課 奨学金 令和２年度授業料免除（前期）② 天王寺地区総務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2020年度 天王寺地区総務課 奨学金 令和２年度授業料免除（後期） 天王寺地区総務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2020年度 天王寺地区総務課 奨学金 令和２年度授業料免除（決済関係） 天王寺地区総務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2020年度 天王寺地区総務課 特別事業
令和２年度新時代の教育のための国際協働プログラム（教員
交流）文部科学省

天王寺地区総務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2020年度 天王寺地区総務課 奨学金 令和２年度専門実践教育訓練給付金関係 天王寺地区総務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2020年度 天王寺地区総務課 会議 令和２年度入試部会 天王寺地区総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2020年度 天王寺地区総務課 会議 令和２年度教務部会 天王寺地区総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2020年度 天王寺地区総務課 会議 令和２年度教育実践実施委員会 天王寺地区総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2020年度 天王寺地区総務課 会議 令和２年度学生部会 天王寺地区総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2020年度 天王寺地区総務課 教務 令和２年度学生異動関係 天王寺地区総務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2020年度 天王寺地区総務課 教務 令和２年度異動届・学生証再交付願（学部・院） 天王寺地区総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2020年度 天王寺地区総務課 教務 令和２年度証明書交付願（天王寺学部在学生） 天王寺地区総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2020年度 天王寺地区総務課 教務 令和２年度証明書交付願（天王寺学部卒業生）　① 天王寺地区総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2020年度 天王寺地区総務課 教務 令和２年度証明書交付願（天王寺学部卒業生）　② 天王寺地区総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2020年度 天王寺地区総務課 学籍 令和２年度学籍簿（学部） 天王寺地区総務課長 2021/4/1 永久 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係

2020年度 天王寺地区総務課 入退学等 令和２年度住民票記載事項証明書（学部） 天王寺地区総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2020年度 天王寺地区総務課 学生団体 令和２年度学生団体更新届・学生団体設立許可願 天王寺地区総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2020年度 天王寺地区総務課 課外活動
令和２年度課外活動（体育施設使用願・講義室使用願・掲示・
活動報告書）

天王寺地区総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2020年度 天王寺地区総務課 大学主催行事 令和２年度普通救命講習 天王寺地区総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄
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2020年度 天王寺地区総務課 教務 令和２年度ガイダンス・授業関係（大学院） 天王寺地区総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2020年度 天王寺地区総務課 教務 令和２年度修士論文・修了関係（大学院） 天王寺地区総務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2020年度 天王寺地区総務課 教務 令和２年度修了判定資料（大学院） 天王寺地区総務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2020年度 天王寺地区総務課 教務 令和２年度学位論文審査及び 終試験報告書 天王寺地区総務課長 2021/4/1 永久 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係

2020年度 天王寺地区総務課 免許・資格 令和２年度専修免許状申請（大学院） 天王寺地区総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2020年度 天王寺地区総務課 教務 令和２年度履修確認書（大学院） 天王寺地区総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2020年度 天王寺地区総務課 教務 令和２年度ＴＡ関係（大学院） 天王寺地区総務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2020年度 天王寺地区総務課 教務 令和３年度時間割編成関係（大学院） 天王寺地区総務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2020年度 天王寺地区総務課 学生支援 令和２年度指導教員関係（大学院） 天王寺地区総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2020年度 天王寺地区総務課 教務 令和２年度既修得単位認定（大学院） 天王寺地区総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2020年度 天王寺地区総務課 入退学等 令和２年度住民票記載事項証明書（大学院） 天王寺地区総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2020年度 天王寺地区総務課 入退学等 学生カード（令和２年度入学生）（大学院） 天王寺地区総務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2020年度 天王寺地区総務課 教務 令和２年度長期履修学生関係（大学院） 天王寺地区総務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2020年度 天王寺地区総務課 教務 令和２年度学籍異動関係（夜間大学院） 天王寺地区総務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2020年度 天王寺地区総務課 教務 令和２年度研修指導計画書（大学院） 天王寺地区総務課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2020年度 天王寺地区総務課 教務 令和２年度修士論文要旨集（大学院） 天王寺地区総務課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2020年度 天王寺地区総務課 会議 令和２年度教育学研究科運営委員会（控え） 天王寺地区総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2020年度 天王寺地区総務課 教務 令和２年度証明書交付願（夜間大学院・教職大学院） 天王寺地区総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2020年度 天王寺地区総務課 教務
令和２年度成績関係（疑義申立て，成績訂正等含）（夜間大学
院・教職大学院）

天王寺地区総務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2020年度 天王寺地区総務課 奨学金
令和２年度大学院特別授業料免除（夜間大学院・教職大学
院）

天王寺地区総務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2020年度 天王寺地区総務課 教務 令和２年度履修提要（教職大学院） 天王寺地区総務課長 2021/4/1 永久 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係

2020年度 天王寺地区総務課 教務
令和２年度時間割編成・コースプログラム・ガイダンス・履修関
係（学部開設授業科目履修許可申請含む）・既修得単位認定
（教職大学院）

天王寺地区総務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2020年度 天王寺地区総務課 入退学等
令和３年度入学者に係る関係教育委員会との確認書（教職大
学院）

天王寺地区総務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2020年度 天王寺地区総務課 諸調査・回答 令和２年度文部科学省調査・照会（教職大学院） 天王寺地区総務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2020年度 天王寺地区総務課 入退学等 令和２年度住民票記載事項証明書（教職大学院） 天王寺地区総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2020年度 天王寺地区総務課 入退学等 学生カード（令和２年度入学生）（教職大学院） 天王寺地区総務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2020年度 天王寺地区総務課 教務 令和２年度学籍異動関係（教職大学院） 天王寺地区総務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2020年度 天王寺地区総務課 教務
令和２年度学生関係（所有免許状・修了関係・科目等履修生
関係・修了生関係）（教職大学院）

天王寺地区総務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2020年度 天王寺地区総務課 教務
令和２年度学校実習関係・実践課題研究報告書関係（教職大
学院）

天王寺地区総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2020年度 天王寺地区総務課 教務
令和２年度学校実習評価票・実践課題研究報告書評価票（教
職大学院）

天王寺地区総務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄
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2020年度 天王寺地区総務課 免許・資格 令和２年度専修免許状一括申請関係（教職大学院） 天王寺地区総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2020年度 天王寺地区総務課 会議 令和２年度連合教職実践研究科運営委員会（控え） 天王寺地区総務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2020年度 天王寺地区総務課 その他 令和２年度独立行政法人教職員支援機構（NITS）関係 天王寺地区総務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2020年度 天王寺地区総務課 その他
令和２年度雑・その他（情報基盤センター利用申請書・学内調
査関係・学内推薦・非常勤講師採用計画・その他人事選考・
他大学刊行物）

天王寺地区総務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 会議 令和元（平成３１）年度教授会資料 天王寺地区総務課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 会議 令和元（平成３１）年度運営委員会資料 天王寺地区総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 会議 令和元（平成３１）年度人事委員会資料 天王寺地区総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 会議 令和元（平成３１）年度安全衛生委員会資料 天王寺地区総務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 契約（営繕・役務） 令和元（平成３１）年度警備日誌 天王寺地区総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 契約（営繕・役務） 令和元（平成３１）年度清掃請負業務関係 天王寺地区総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 会計伝票
令和元（平成３１）年度会計関係（債務計上票／経費精算書／
立替経費精算書）

天王寺地区総務課長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 謝礼金 令和元（平成３１）年度謝金支払計画書 天王寺地区総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 学内通知文書 令和元（平成３１）年度固定資産貸付許可申請手続 天王寺地区総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 （その他） 令和元（平成３１）年度車両入構許可手続 天王寺地区総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 服務 令和元（平成３１）年度勤務時間報告書 天王寺地区総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 服務 令和元（平成３１）年度旅行命令簿 天王寺地区総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 会計伝票
令和元（平成３１）年度出納関係（出納職員指名簿／領収書受
払簿／入金実績リスト／振替伝票）

天王寺地区総務課長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 （その他） 令和元（平成３１）年度郵便発送簿 天王寺地区総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 学内通知文書
令和元（平成３１）年度学内通知文書（総務課・監査室・経営戦
略課）

天王寺地区総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 学内通知文書 令和元（平成３１）年度学内通知文書（学務部） 天王寺地区総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 学内通知文書 令和元（平成３１）年度学内通知文書（学術部） 天王寺地区総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 学内通知文書
令和元（平成３１）年度学内通知文書（人事課・財務課・施設
課）

天王寺地区総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 予算
令和元（平成３１）年度予算関係（予算配分通知／予算申請書
類）

天王寺地区総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 服務 令和元（平成３１）年度学外非常勤講師調査票 天王寺地区総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 旅費 令和元（平成３１）年度タクシーチケット受払簿 天王寺地区総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

共有サーバー内 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 服務 令和元（平成３１）年休暇簿 天王寺地区総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 服務 令和元（平成３１）年出勤簿 天王寺地区総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 旅費 令和元（平成３１）年度交通費立替払請求書 天王寺地区総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 契約（営繕・役務） 令和元（平成３１）年度点検報告書（建物管理） 天王寺地区総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 会議 令和元（平成３１）年度教員養成共同研究コミュニティ研究会 天王寺地区総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄
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2019年度 天王寺地区総務課 服務 令和元（平成３１）年度講師派遣（学内） 天王寺地区総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 服務 令和元（平成３１）年度講師依頼（学外者） 天王寺地区総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 教務 令和元（平成３１）年度時間割編成（学部）① 天王寺地区総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 教務 令和元（平成３１）年度時間割編成（学部）② 天王寺地区総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 教務 令和元（平成３１）年度履修確認書（前期） 天王寺地区総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 教務 令和元（平成３１）年度履修確認書（後期） 天王寺地区総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 教務 令和元（平成３１）年度第３年次編入学生単位認定① 天王寺地区総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 教務 令和元（平成３１）年度第３年次編入学生単位認定② 天王寺地区総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 教務
令和元（平成３１）年度第３年次編入学生単位認定③　卒業論
文等読替関係

天王寺地区総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 教務 令和元（平成３１）年度成績報告書 天王寺地区総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 教務 令和元（平成３１）年度卒業論文等申請書・卒業論文評価表 天王寺地区総務課長 2020/4/1 永久 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係

2019年度 天王寺地区総務課 教務 令和元（平成３１）年度卒業関係 天王寺地区総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 免許・資格
令和元（平成３１）年度資格関係　教員免許状　学校図書館司
書教諭

天王寺地区総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 教務 令和元（平成３１）年度介護等体験 天王寺地区総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 教務 令和元（平成３１）年度４回生教育実習 天王寺地区総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 教務 令和元（平成３１）年度５回生教育実習 天王寺地区総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 教務 令和元（平成３１）年度幼児・昼コース教育実習 天王寺地区総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 教務 令和元（平成３１）年度教育実習評価表 天王寺地区総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 教務 令和元（平成３１）年度学校インターンシップ 天王寺地区総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 課外活動 令和元（平成３１）年度学校サポート活動 天王寺地区総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 諸試験・学業成績 令和元（平成３１）年度教職実践演習評価表 天王寺地区総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 諸試験・学業成績 令和元（平成３１）年度成績評価確認 天王寺地区総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 諸試験・学業成績 令和元（平成３１）年度ＧＰＡ関係 天王寺地区総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 奨学金 令和元（平成３１）年度日本学生支援機構奨学金 天王寺地区総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 奨学金 令和元（平成３１）年度授業料免除（前期） 天王寺地区総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 奨学金 令和元（平成３１）年度授業料免除（後期） 天王寺地区総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 奨学金 令和元（平成３１）年度授業料免除（決済） 天王寺地区総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 特別事業
令和元（平成３１）年度教員の資質向上のための研修プログラ
ム開発事業　「海外の優れた学校改革に学ぶ」研修プログラム

天王寺地区総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 特別事業
令和元（平成３１）年度教員の養成・採用・研修の一体的改革
推進事業

天王寺地区総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 会議 令和元（平成３１）年度入試部会 天王寺地区総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄
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2019年度 天王寺地区総務課 会議 令和元（平成３１）年度教務部会 天王寺地区総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 会議 令和元（平成３１）年度教育実践実施委員会 天王寺地区総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 会議 令和元（平成３１）年度学生部会 天王寺地区総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 教務 令和元（平成３１）年度学生異動関係 天王寺地区総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 教務 令和元（平成３１）年度異動届・学生証再交付願（学部・院） 天王寺地区総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 教務 令和元（平成３１）年度証明書交付願（天王寺学部在学生） 天王寺地区総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 教務
令和元（平成３１）年度証明書交付願（天王寺学部卒業生）
①

天王寺地区総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 教務
令和元（平成３１）年度証明書交付願（天王寺学部卒業生）
②

天王寺地区総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 学籍 令和元（平成３１）年度学籍簿（学部） 天王寺地区総務課長 2020/4/1 永久 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係

2019年度 天王寺地区総務課 入退学等 令和元（平成３１）年度住民票記載事項証明書（学部） 天王寺地区総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 学生団体 令和元（平成３１）年度学生団体更新届・学生団体設立許可願 天王寺地区総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 課外活動 令和元（平成３１）年度体育施設使用願 天王寺地区総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 学生主催行事 令和元（平成３１）年度四大行事 天王寺地区総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 大学主催行事 令和元（平成３１）年度普通救命講習 天王寺地区総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 教務 令和元（平成３１）年度ガイダンス・授業関係（大学院） 天王寺地区総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 教務 令和元（平成３１）年度修士論文・修了関係（大学院） 天王寺地区総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 教務 令和元（平成３１）年度修了判定資料（大学院） 天王寺地区総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 教務 令和元（平成３１）年度学位論文審査及び 終試験報告書 天王寺地区総務課長 2020/4/1 永久 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係

2019年度 天王寺地区総務課 免許・資格 令和元（平成３１）年度専修免許状申請（大学院） 天王寺地区総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 教務 令和元（平成３１）年度履修確認書（大学院） 天王寺地区総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 教務 令和元（平成３１）年度ＴＡ関係（大学院） 天王寺地区総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 教務 令和２年度時間割編成関係（大学院） 天王寺地区総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 学生支援 令和元（平成３１）年度指導教員関係（大学院） 天王寺地区総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 教務 令和元（平成３１）年度既修得単位認定（大学院） 天王寺地区総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 入退学等 令和元（平成３１）年度住民票記載事項証明書（大学院） 天王寺地区総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 入退学等 学生カード（令和元（平成３１）年度入学生）（大学院） 天王寺地区総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 教務 令和元（平成３１）年度長期履修学生関係（大学院） 天王寺地区総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 教務 令和元（平成３１）年度学籍異動関係（夜間大学院） 天王寺地区総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 教務 令和元（平成３１）年度研修指導計画書（大学院） 天王寺地区総務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 教務 令和元（平成３１）年度修士論文要旨集（大学院） 天王寺地区総務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄
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2019年度 天王寺地区総務課 会議 令和元（平成３１）年度教育学研究科運営委員会（控え） 天王寺地区総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 教務
令和元（平成３１）年度証明書交付願（夜間大学院・教職大学
院）

天王寺地区総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 教務
令和元（平成３１）年度成績関係（疑義申立て，成績訂正等
含）（夜間大学院・教職大学院）

天王寺地区総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 教務 令和元（平成３１）年度履修提要（教職大学院） 天王寺地区総務課長 2020/4/1 永久 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係

2019年度 天王寺地区総務課 教務 令和元（平成３１）年度シラバス（教職大学院） 天王寺地区総務課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 教務
令和元（平成３１）年度時間割編成・学籍異動・コースプログラ
ム・履修関係（学部開設授業科目履修許可申請含む）（教職
大学院）

天王寺地区総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 入退学等
令和２年度入学者に係る関係教育委員会との確認書（教職大
学院）

天王寺地区総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 諸調査・回答 令和元（平成３１）年度文部科学省調査・照会（教職大学院） 天王寺地区総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 入退学等 令和元（平成３１）年度住民票記載事項証明書（教職大学院） 天王寺地区総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 入退学等 学生カード（令和元（平成３１）年度入学生）（教職大学院） 天王寺地区総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 教務 令和元（平成３１）年度学生関係（教職大学院） 天王寺地区総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 教務
令和元（平成３１）年度学校実習関係・実践課題研究関係（教
職大学院）

天王寺地区総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 教務
令和元（平成３１）年度学校実習評価票・実践課題研究報告書
評価票（教職大学院）

天王寺地区総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 免許・資格
令和元（平成３１）年度専修免許状一括申請関係（教職大学
院）

天王寺地区総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 会議
令和元（平成３１）年度連合教職実践研究科運営委員会（控
え）

天王寺地区総務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 その他
令和元（平成３１）年度独立行政法人教職員支援機構（NITS）
各種研修

天王寺地区総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2019年度 天王寺地区総務課 その他
令和元（平成３１）年度雑・その他（情報基盤センター利用申請
書・学内調査関係・学内推薦・非常勤講師採用計画・その他
人事選考・他大学刊行物）

天王寺地区総務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2018年度 天王寺地区総務課 入退学等 学生カード（平成３０年度入学生）（大学院） 天王寺地区総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2018年度 天王寺地区総務課 教務 平成３０年度学籍異動関係（夜間大学院） 天王寺地区総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2018年度 天王寺地区総務課 会議 平成３０年度教授会資料 天王寺地区総務課長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2018年度 天王寺地区総務課 会議 平成３０年度運営委員会資料 天王寺地区総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2018年度 天王寺地区総務課 会議 平成３０年度人事委員会資料 天王寺地区総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2018年度 天王寺地区総務課 契約（営繕・役務） 平成３０年度警備日誌 天王寺地区総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2018年度 天王寺地区総務課 契約（営繕・役務） 平成３０年度清掃作業報告書 天王寺地区総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2018年度 天王寺地区総務課 会計伝票
平成３０年度会計関係（債務計上票／経費精算書／立替経費
精算書）

天王寺地区総務課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2018年度 天王寺地区総務課 謝礼金 平成３０年度謝金支払計画書 天王寺地区総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2018年度 天王寺地区総務課 学内通知文書 平成３０年度固定資産貸付許可申請手続 天王寺地区総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2018年度 天王寺地区総務課 （その他） 平成３０年度車両入構許可手続 天王寺地区総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2018年度 天王寺地区総務課 服務 平成３０年度勤務時間報告書 天王寺地区総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2018年度 天王寺地区総務課 服務 平成３０年度旅行命令簿 天王寺地区総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄
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2018年度 天王寺地区総務課 会計伝票
平成３０年度出納関係（出納職員指名簿／領収書受払簿／入
金実績リスト／振替伝票）

天王寺地区総務課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2018年度 天王寺地区総務課 （その他） 平成３０年度郵便発送簿 天王寺地区総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2018年度 天王寺地区総務課 学内通知文書 平成３０年度学内通知文書（総務企画課） 天王寺地区総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2018年度 天王寺地区総務課 学内通知文書 平成３０年度学内通知文書（学務部） 天王寺地区総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2018年度 天王寺地区総務課 学内通知文書 平成３０年度学内通知文書（学術部） 天王寺地区総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2018年度 天王寺地区総務課 学内通知文書 平成３０年度学内通知文書（総務部） 天王寺地区総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2018年度 天王寺地区総務課 予算 平成３０年度予算関係（予算配分通知／予算申請書類） 天王寺地区総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2018年度 天王寺地区総務課 服務 平成３０年度学外非常勤講師調査票 天王寺地区総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2018年度 天王寺地区総務課 旅費 平成３０年度タクシーチケット受払簿 天王寺地区総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

共有サーバー内 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2018年度 天王寺地区総務課 服務 平成３０年休暇簿 天王寺地区総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2018年度 天王寺地区総務課 服務 平成３０年出勤簿 天王寺地区総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2018年度 天王寺地区総務課 教務 平成３０年度授業評価アンケート 天王寺地区総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

共有サーバー内 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2018年度 天王寺地区総務課 旅費 平成３０年度交通費立替払請求書 天王寺地区総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2018年度 天王寺地区総務課 会議 平成３０年度第二部主事会議 天王寺地区総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2018年度 天王寺地区総務課 契約（営繕・役務） 平成３０年度点検報告書（建物管理） 天王寺地区総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2018年度 天王寺地区総務課 教務 平成３０年度時間割編成（学部・大学院） 天王寺地区総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2018年度 天王寺地区総務課 教務 平成３０年度履修確認書 天王寺地区総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2018年度 天王寺地区総務課 教務 平成３０年度第３年次編入学生単位認定① 天王寺地区総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2018年度 天王寺地区総務課 教務 平成３０年度第３年次編入学生単位認定② 天王寺地区総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2018年度 天王寺地区総務課 教務
平成３０年度第３年次編入学生単位認定③　卒業論文等読替
関係

天王寺地区総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2018年度 天王寺地区総務課 教務 平成３０年度成績報告書 天王寺地区総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2018年度 天王寺地区総務課 教務 平成３０年度卒業論文等申請書・卒業論文評価表 天王寺地区総務課長 2019/4/1 永久 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係

2018年度 天王寺地区総務課 教務 平成３０年度卒業関係 天王寺地区総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2018年度 天王寺地区総務課 免許・資格 平成３０年度資格関係　教員免許状　学校図書館司書教諭 天王寺地区総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2018年度 天王寺地区総務課 教務 平成３０年度介護等体験関係 天王寺地区総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2018年度 天王寺地区総務課 教務 平成３０年度５回生教育実習 天王寺地区総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2018年度 天王寺地区総務課 教務 平成３０年度４回生教育実習 天王寺地区総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2018年度 天王寺地区総務課 教務 平成３０年度教育実習評価表 天王寺地区総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2018年度 天王寺地区総務課 教務 平成３０年度学校インターンシップ 天王寺地区総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2018年度 天王寺地区総務課 諸試験・学業成績 平成３０年度教職実践演習評価表 天王寺地区総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄
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2018年度 天王寺地区総務課 諸試験・学業成績 平成３０年度成績評価確認 天王寺地区総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2018年度 天王寺地区総務課 諸試験・学業成績 平成３０年度ＧＰＡ関係 天王寺地区総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2018年度 天王寺地区総務課 奨学金 平成３０年度日本学生支援機構奨学金 天王寺地区総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2018年度 天王寺地区総務課 奨学金 平成３０年度授業料免除（前期） 天王寺地区総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2018年度 天王寺地区総務課 奨学金 平成３０年度授業料免除（後期） 天王寺地区総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2018年度 天王寺地区総務課 奨学金 平成３０年度授業料免除（前期・後期・決済関係） 天王寺地区総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2018年度 天王寺地区総務課 特別事業
平成３０年度教員の資質向上のための研修プログラム開発事
業　エビデンスベースの学校改革を推進可能な教員を養成す
るための研修プログラム開発

天王寺地区総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2018年度 天王寺地区総務課 奨学金 平成３０年度専門実践教育訓練給付金申請 天王寺地区総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2018年度 天王寺地区総務課 会議 平成３０年度入試部会 天王寺地区総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2018年度 天王寺地区総務課 会議 平成３０年度教務部会 天王寺地区総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2018年度 天王寺地区総務課 会議 平成３０年度教育実践実施委員会 天王寺地区総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2018年度 天王寺地区総務課 会議 平成３０年度学生部会 天王寺地区総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2018年度 天王寺地区総務課 教務 平成３０年度学生異動関係 天王寺地区総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2018年度 天王寺地区総務課 教務 平成３０年度証明書交付願（学部卒業生）① 天王寺地区総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2018年度 天王寺地区総務課 教務 平成３０年度証明書交付願（学部卒業生）② 天王寺地区総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2018年度 天王寺地区総務課 学籍 平成３０年度学籍簿（学部） 天王寺地区総務課長 2019/4/1 永久 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係

2018年度 天王寺地区総務課 入退学等 平成３０年度住民票記載事項証明書（学部） 天王寺地区総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2018年度 天王寺地区総務課 学生団体 平成３０年度学生団体更新届・学生団体設立許可願 天王寺地区総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2018年度 天王寺地区総務課 課外活動 平成３０年度体育施設使用願 天王寺地区総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2018年度 天王寺地区総務課 大学主催行事 平成３０年度普通救命講習 天王寺地区総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2018年度 天王寺地区総務課 教務 平成３０年度ガイダンス・授業・授業公開等（大学院） 天王寺地区総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2018年度 天王寺地区総務課 教務 平成３０年度修士論文・修了関係（大学院） 天王寺地区総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2018年度 天王寺地区総務課 教務 平成３０年度修了判定資料（大学院） 天王寺地区総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2018年度 天王寺地区総務課 教務 平成３０年度学位論文審査及び 終試験報告書 天王寺地区総務課長 2019/4/1 永久 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係

2018年度 天王寺地区総務課 免許・資格 平成３０年度専修免許状申請（大学院） 天王寺地区総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2018年度 天王寺地区総務課 教務 平成３０年度ＴＡ関係（大学院） 天王寺地区総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2018年度 天王寺地区総務課 教務 平成３１年度時間割編成関係（大学院） 天王寺地区総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2018年度 天王寺地区総務課 教務 平成３０年度大学院教育実施委員会（大学院） 天王寺地区総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2018年度 天王寺地区総務課 学生支援 平成３０年度指導教員関係（大学院） 天王寺地区総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2018年度 天王寺地区総務課 教務 平成３０年度既修得単位認定（大学院） 天王寺地区総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄
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2018年度 天王寺地区総務課 入退学等 平成３０年度住民票記載事項証明書（大学院） 天王寺地区総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2018年度 天王寺地区総務課 教務 平成３０年度長期履修学生関係（大学院） 天王寺地区総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2018年度 天王寺地区総務課 教務 平成３０年度証明書交付願（夜間大学院・教職大学院） 天王寺地区総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2018年度 天王寺地区総務課 教務 平成３０年度履修提要（教職大学院） 天王寺地区総務課長 2019/4/1 永久 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係

2018年度 天王寺地区総務課 教務 平成３０年度シラバス（教職大学院） 天王寺地区総務課長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2018年度 天王寺地区総務課 教務
平成３０年度時間割編成・学籍異動・指導主事錬成プログラ
ム・学部開設授業科目履修許可申請（教職大学院）

天王寺地区総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2018年度 天王寺地区総務課 入退学等
平成３１年度入学者に係る関係教育委員会との確認書（教職
大学院）

天王寺地区総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2018年度 天王寺地区総務課 諸調査・回答
平成３０年度渉外（他大学他機関調査・照会・依頼等）（教職大
学院）

天王寺地区総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2018年度 天王寺地区総務課 広報 平成３０年度広報刊行物（教職大学院） 天王寺地区総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2018年度 天王寺地区総務課 諸調査・回答 平成３０年度文部科学省調査・照会（教職大学院） 天王寺地区総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2018年度 天王寺地区総務課 規程 平成３０年度規程等の制定・改廃（教職大学院） 天王寺地区総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2018年度 天王寺地区総務課 入退学等 平成３０年度住民票記載事項証明書（教職大学院） 天王寺地区総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2018年度 天王寺地区総務課 入退学等 学生カード（平成３０年度入学生）（教職大学院） 天王寺地区総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2018年度 天王寺地区総務課 教務 平成３０年度学生関係（教職大学院） 天王寺地区総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2018年度 天王寺地区総務課 教務 平成３０年度学校実習関係・実践課題研究関係（教職大学院） 天王寺地区総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2018年度 天王寺地区総務課 教務
平成３０年度学校実習評価票・実践課題研究報告書評価票
（教職大学院）

天王寺地区総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2018年度 天王寺地区総務課 会議 平成３０年度運営委員会（教職大学院） 天王寺地区総務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2018年度 天王寺地区総務課 その他 平成３０年度独立行政法人教職員支援機構（NITS）各種研修 天王寺地区総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2018年度 天王寺地区総務課 その他
平成３０年度雑・その他（情報処理センター利用申請・学内推
薦・非常勤講師採用計画・その他人事選考・他大学刊行物）

天王寺地区総務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2017年度 天王寺地区総務課 会議 平成２９年度教授会資料 天王寺地区総務課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2017年度 天王寺地区総務課 会議 平成２９年度運営委員会資料 天王寺地区総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2017年度 天王寺地区総務課 会議 平成２９年度人事委員会資料 天王寺地区総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2017年度 天王寺地区総務課 契約（営繕・役務） 平成２９年度警備日誌 天王寺地区総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2017年度 天王寺地区総務課 契約（営繕・役務） 平成２９年度清掃作業報告書 天王寺地区総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2017年度 天王寺地区総務課 会計伝票
平成２９年度会計関係（債務計上票／経費精算書／立替経費
精算書）

天王寺地区総務課長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2017年度 天王寺地区総務課 謝礼金 平成２９年度謝金支払計画書 天王寺地区総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2017年度 天王寺地区総務課 学内通知文書 平成２９年度固定資産貸付許可申請手続 天王寺地区総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2017年度 天王寺地区総務課 （その他） 平成２９年度車両入構許可手続 天王寺地区総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2017年度 天王寺地区総務課 服務 平成２９年度勤務時間報告書 天王寺地区総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2017年度 天王寺地区総務課 服務 平成２９年度旅行命令簿 天王寺地区総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄
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2017年度 天王寺地区総務課 会計伝票
平成２９年度出納関係（出納職員指名簿／領収書受払簿／入
金実績リスト／振替伝票）

天王寺地区総務課長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2017年度 天王寺地区総務課 （その他） 平成２９年度郵便発送簿 天王寺地区総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2017年度 天王寺地区総務課 学内通知文書 平成２９年度学内通知文書（総務企画課） 天王寺地区総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2017年度 天王寺地区総務課 学内通知文書 平成２９年度学内通知文書（学務部） 天王寺地区総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2017年度 天王寺地区総務課 学内通知文書 平成２９年度学内通知文書（学術部） 天王寺地区総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2017年度 天王寺地区総務課 学内通知文書 平成２９年度学内通知文書（総務部） 天王寺地区総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2017年度 天王寺地区総務課 予算 平成２９年度予算関係（予算配分通知／予算申請書類） 天王寺地区総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2017年度 天王寺地区総務課 服務 平成２９年度学外非常勤講師調査票 天王寺地区総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2017年度 天王寺地区総務課 旅費 平成２９年度タクシーチケット受払簿 天王寺地区総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

共有サーバー内 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2017年度 天王寺地区総務課 服務 平成２９年休暇簿 天王寺地区総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2017年度 天王寺地区総務課 服務 平成２９年出勤簿 天王寺地区総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2017年度 天王寺地区総務課 教務 平成２９年度授業評価アンケート 天王寺地区総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

共有サーバー内 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2017年度 天王寺地区総務課 旅費 平成２９年度交通費立替払請求書 天王寺地区総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2017年度 天王寺地区総務課 会議 平成２９年度第二部主事会議 天王寺地区総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2017年度 天王寺地区総務課 契約（営繕・役務） 平成２９年度点検報告書（建物管理） 天王寺地区総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2017年度 天王寺地区総務課 教務 平成２９年度時間割編成（学部・大学院） 天王寺地区総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2017年度 天王寺地区総務課 教務 平成２９年度履修関係 天王寺地区総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2017年度 天王寺地区総務課 教務 平成２９年度第３年次編入学生単位認定① 天王寺地区総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2017年度 天王寺地区総務課 教務 平成２９年度第３年次編入学生単位認定② 天王寺地区総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2017年度 天王寺地区総務課 教務
平成２９年度第３年次編入学生単位認定③　卒業論文等読替
関係

天王寺地区総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2017年度 天王寺地区総務課 教務 平成２９年度成績報告書 天王寺地区総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2017年度 天王寺地区総務課 教務 平成２９年度卒業論文等申請書・卒業論文評価表 天王寺地区総務課長 2018/4/1 永久 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係

2017年度 天王寺地区総務課 教務 平成２９年度卒業関係 天王寺地区総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2017年度 天王寺地区総務課 免許・資格 平成２９年度資格関係　教員免許状　学校図書館司書教諭 天王寺地区総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2017年度 天王寺地区総務課 教務 平成２９年度介護等体験 天王寺地区総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2017年度 天王寺地区総務課 教務 平成２９年度５回生教育実習 天王寺地区総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2017年度 天王寺地区総務課 教務 平成２９年度４回生教育実習 天王寺地区総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2017年度 天王寺地区総務課 教務 平成２９年度教育実習評価表 天王寺地区総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2017年度 天王寺地区総務課 教務 平成２９年度学校インターンシップ 天王寺地区総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2017年度 天王寺地区総務課 奨学金 平成２９年度日本学生支援機構奨学金 天王寺地区総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄
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2017年度 天王寺地区総務課 奨学金 平成２９年度授業料免除（前期 No.1） 天王寺地区総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2017年度 天王寺地区総務課 奨学金 平成２９年度授業料免除（後期） 天王寺地区総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2017年度 天王寺地区総務課 奨学金 平成２９年度授業料免除（一括申請関係） 天王寺地区総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2017年度 天王寺地区総務課 特別事業
平成２９年度教員の資質向上のための研修プログラム開発事
業　学校教育ＩＣＴ推進リーダー養成プログラム

天王寺地区総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2017年度 天王寺地区総務課 奨学金 平成２９年度専門実践教育訓練給付金申請 天王寺地区総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2017年度 天王寺地区総務課 会議 平成２９年度初等教育課程入試部会 天王寺地区総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2017年度 天王寺地区総務課 会議 平成２９年度初等教育課程教務部会 天王寺地区総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2017年度 天王寺地区総務課 教務 平成２９年度学生異動関係 天王寺地区総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2017年度 天王寺地区総務課 教務 平成２９年度証明書交付願（二部学部卒業生） 天王寺地区総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2017年度 天王寺地区総務課 入退学等 平成２９年度住民票記載事項証明書（学部） 天王寺地区総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2017年度 天王寺地区総務課 課外活動 平成２９年度体育施設使用願 天王寺地区総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2017年度 天王寺地区総務課 学生団体 平成２９年度学生団体更新届・学生団体設立許可願 天王寺地区総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2017年度 天王寺地区総務課 大学主催行事 平成２９年度普通救命講習 天王寺地区総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2017年度 天王寺地区総務課 教務 平成２９年度ガイダンス・授業・授業公開等（大学院） 天王寺地区総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2017年度 天王寺地区総務課 教務 平成２９年度修士論文・修了関係（大学院） 天王寺地区総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2017年度 天王寺地区総務課 教務 平成２９年度修了判定資料（大学院） 天王寺地区総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2017年度 天王寺地区総務課 教務 平成２９年度学位論文審査及び 終試験報告書 天王寺地区総務課長 2018/4/1 永久 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係

2017年度 天王寺地区総務課 免許・資格 平成２９年度免許関係申請関係（大学院） 天王寺地区総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2017年度 天王寺地区総務課 教務 平成２９年度ＴＡ関係（大学院） 天王寺地区総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2017年度 天王寺地区総務課 教務 平成３０年度時間割編成関係（大学院） 天王寺地区総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2017年度 天王寺地区総務課 教務 平成２９年度大学院教育実施委員会（大学院） 天王寺地区総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2017年度 天王寺地区総務課 学生支援 平成２９年度指導教員関係（大学院） 天王寺地区総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2017年度 天王寺地区総務課 教務 平成２９年度既修得単位認定（大学院） 天王寺地区総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2017年度 天王寺地区総務課 入退学等 平成２９年度住民票記載事項証明書（大学院） 天王寺地区総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2017年度 天王寺地区総務課 入退学等 学生カード（平成２９年度入学生）（大学院） 天王寺地区総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2017年度 天王寺地区総務課 教務 平成２９年度長期履修学生関係（大学院） 天王寺地区総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2017年度 天王寺地区総務課 教務 平成２９年度学籍異動関係（夜間大学院） 天王寺地区総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2017年度 天王寺地区総務課 教務 平成２９年度証明書交付願（夜間大学院・教職大学院） 天王寺地区総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2017年度 天王寺地区総務課 教務 平成２９年度履修提要（教職大学院） 天王寺地区総務課長 2018/4/1 永久 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係

2017年度 天王寺地区総務課 教務 平成２９年度シラバス（教職大学院） 天王寺地区総務課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄
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2017年度 天王寺地区総務課 教務
平成２９年度時間割編成・学籍異動・指導主事錬成プログラ
ム・学部開設授業科目履修許可申請（教職大学院）

天王寺地区総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2017年度 天王寺地区総務課 入退学等
平成３０年度入学者に係る関係教育委員会との確認書（教職
大学院）

天王寺地区総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2017年度 天王寺地区総務課 諸調査・回答
平成２９年度渉外（他大学他機関調査・照会・依頼等）（教職大
学院）

天王寺地区総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2017年度 天王寺地区総務課 広報 平成２９年度広報刊行物（教職大学院） 天王寺地区総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2017年度 天王寺地区総務課 諸調査・回答 平成２９年度文部科学省調査・照会（教職大学院） 天王寺地区総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2017年度 天王寺地区総務課 規程 平成２９年度規程等の制定・改廃（教職大学院） 天王寺地区総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2017年度 天王寺地区総務課 入退学等 平成２９年度住民票記載事項証明書（教職大学院） 天王寺地区総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2017年度 天王寺地区総務課 入退学等 学生カード（平成２９年度入学生）（教職大学院） 天王寺地区総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2017年度 天王寺地区総務課 教務 平成２９年度学生関係（教職大学院） 天王寺地区総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2017年度 天王寺地区総務課 教務 平成２９年度学校実習関係・実践課題研究関係（教職大学院） 天王寺地区総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2017年度 天王寺地区総務課 教務
平成２９年度学校実習評価票・実践課題研究報告書評価票
（教職大学院）

天王寺地区総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2017年度 天王寺地区総務課 会議 平成２９年度運営委員会（教職大学院） 天王寺地区総務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2017年度 天王寺地区総務課 教務 平成３０年度カリキュラム改正 天王寺地区総務課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2017年度 天王寺地区総務課 その他
平成２９年度雑・その他（情報処理センター利用申請・非常勤
講師採用計画・その他人事選考・他大学刊行物）

天王寺地区総務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2016年度 天王寺地区総務課 会議 平成２８年度教授会資料 天王寺地区総務課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2016年度 天王寺地区総務課 会計伝票
平成２８年度会計関係（債務計上票／経費精算書／立替経費
精算書）

天王寺地区総務課長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2016年度 天王寺地区総務課 会計伝票
平成２８年度出納関係（出納職員指名簿／領収書受払簿／入
金実績リスト／振替伝票）

天王寺地区総務課長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2016年度 天王寺地区総務課 教務 平成２８年度授業評価アンケート 天王寺地区総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 共有サーバー内 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2016年度 天王寺地区総務課 教務 平成２８年度時間割編成（学部・大学院） 天王寺地区総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2016年度 天王寺地区総務課 教務 平成２８年度成績報告書 天王寺地区総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2016年度 天王寺地区総務課 教務 平成２８年度卒業論文等申請書・卒業論文評価表 天王寺地区総務課長 2017/4/1 永久 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係

2016年度 天王寺地区総務課 教務 平成２８年度卒業関係 天王寺地区総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2016年度 天王寺地区総務課 奨学金 平成２８年度授業料免除（前期） 天王寺地区総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2016年度 天王寺地区総務課 奨学金 平成２８年度授業料免除（後期） 天王寺地区総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2016年度 天王寺地区総務課 奨学金 平成２８年度授業料免除（前期分・後期分 No.２） 天王寺地区総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2016年度 天王寺地区総務課 奨学金 平成２８年度授業料免除（課税証明書） 天王寺地区総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2016年度 天王寺地区総務課 就職 平成２８年度就職状況調査票（後期） 天王寺地区総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2016年度 天王寺地区総務課 教務 平成２８年度学生異動関係 天王寺地区総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2016年度 天王寺地区総務課 教務 平成２８年度修士論文・修了関係（大学院） 天王寺地区総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2016年度 天王寺地区総務課 教務 平成２８年度修了判定資料（大学院） 天王寺地区総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄
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2016年度 天王寺地区総務課 教務 平成２８年度学位論文審査及び 終試験報告書 天王寺地区総務課長 2017/4/1 永久 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係

2016年度 天王寺地区総務課 教務 平成２８年度ＴＡ関係（大学院） 天王寺地区総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2016年度 天王寺地区総務課 教務 平成２９年度時間割編成関係（大学院） 天王寺地区総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2016年度 天王寺地区総務課 教務 平成２８年度長期履修学生関係（大学院） 天王寺地区総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2016年度 天王寺地区総務課 教務 平成２８年度履修提要（教職大学院） 天王寺地区総務課長 2017/4/1 永久 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係

2016年度 天王寺地区総務課 教務 平成２８年度シラバス（教職大学院） 天王寺地区総務課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2016年度 天王寺地区総務課 教務
平成２８年度時間割編成・学籍異動・指導主事錬成プログラ
ム・学部開設授業科目履修許可申請（教職大学院）

天王寺地区総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2016年度 天王寺地区総務課 入退学等
平成２９年度入学者に係る関係教育委員会との確認書（教職
大学院）

天王寺地区総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2016年度 天王寺地区総務課 諸調査・回答
平成２８年度渉外（他大学他機関調査・照会・依頼等）（教職大
学院）

天王寺地区総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2016年度 天王寺地区総務課 広報 平成２８年度広報刊行物（教職大学院） 天王寺地区総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2016年度 天王寺地区総務課 諸調査・回答 平成２８年度文部科学省調査・照会（教職大学院） 天王寺地区総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2016年度 天王寺地区総務課 規程 平成２８年度規程等の制定・改廃（教職大学院） 天王寺地区総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2016年度 天王寺地区総務課 入退学等 学生カード（平成２８年度入学生）（教職大学院） 天王寺地区総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2016年度 天王寺地区総務課 教務 平成２８年度学生関係（教職大学院） 天王寺地区総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2016年度 天王寺地区総務課 教務
平成２８年度学校実習評価票・実践課題研究報告書評価票
（教職大学院）

天王寺地区総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2016年度 天王寺地区総務課 その他
平成２８年度雑・その他（情報処理センター利用申請・非常勤
講師採用計画・その他人事選考・他大学刊行物）

天王寺地区総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2016年度 天王寺地区総務課 入退学等 学生カード（平成２８年度入学生）（大学院） 天王寺地区総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2016年度 天王寺地区総務課 教務 平成２８年度学籍異動関係（夜間大学院） 天王寺地区総務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2015年度 天王寺地区総務課 会議 平成２７年度教授会資料 天王寺地区総務課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2015年度 天王寺地区総務課 会計伝票
平成２７年度会計関係（債務計上票／経費精算書／立替経費
精算書）

天王寺地区総務課長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2015年度 天王寺地区総務課 会計伝票
平成２７年度出納関係（出納職員指名簿／領収書受払簿／入
金実績リスト／振替伝票）

天王寺地区総務課長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2015年度 天王寺地区総務課 教務 平成２７年度授業評価アンケート（集計結果） 天王寺地区総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

共有サーバー内 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2015年度 天王寺地区総務課 教務 平成２８年度時間割編成関係 天王寺地区総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2015年度 天王寺地区総務課 教務 平成２７年度成績報告書 天王寺地区総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2015年度 天王寺地区総務課 教務 平成２７年度卒業論文等申請書・卒業論文評価表 天王寺地区総務課長 2016/4/1 永久 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係

2015年度 天王寺地区総務課 教務 平成２７年度卒業関係 天王寺地区総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2015年度 天王寺地区総務課 奨学金 平成２７年度授業料免除（前期 No.１） 天王寺地区総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2015年度 天王寺地区総務課 奨学金 平成２７年度授業料免除（後期 No.２） 天王寺地区総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2015年度 天王寺地区総務課 奨学金 平成２７年度授業料免除（前期分・後期分 No.２） 天王寺地区総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2015年度 天王寺地区総務課 就職 平成２７年度就職状況調査票（前・後） 天王寺地区総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄
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2015年度 天王寺地区総務課 教務 平成２７年度学生異動関係 天王寺地区総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2015年度 天王寺地区総務課 教務 平成２７年度修士論文・修了関係（大学院） 天王寺地区総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2015年度 天王寺地区総務課 教務 平成２７年度修了判定資料（大学院） 天王寺地区総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2015年度 天王寺地区総務課 教務 平成２７年度学位論文審査及び 終試験報告書 天王寺地区総務課長 2016/4/1 永久 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係

2015年度 天王寺地区総務課 教務 平成２７年度ＴＡ関係（大学院） 天王寺地区総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2015年度 天王寺地区総務課 教務 平成２８年度時間割編成関係（大学院） 天王寺地区総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2015年度 天王寺地区総務課 教務 平成２７年度長期履修学生関係（大学院） 天王寺地区総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2015年度 天王寺地区総務課 教務 平成２７年度履修提要（教職大学院） 天王寺地区総務課長 2016/4/1 永久 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係

2015年度 天王寺地区総務課 教務 平成２７年度シラバス（教職大学院） 天王寺地区総務課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2015年度 天王寺地区総務課 教務
平成２７年度時間割編成・学籍異動・指導主事錬成プログラ
ム・学部開設授業科目履修許可申請（教職大学院）

天王寺地区総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2015年度 天王寺地区総務課 入退学等
平成２８年度入学者に係る関係教育委員会との確認書（教職
大学院）

天王寺地区総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2015年度 天王寺地区総務課 諸調査・回答
平成２７年度渉外（他大学他機関調査・照会・依頼等）（教職大
学院）

天王寺地区総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2015年度 天王寺地区総務課 広報 平成２７年度広報刊行物（教職大学院） 天王寺地区総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2015年度 天王寺地区総務課 諸調査・回答 平成２７年度文部科学省調査・照会（教職大学院） 天王寺地区総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2015年度 天王寺地区総務課 規程 平成２７年度規程等の制定・改廃（教職大学院） 天王寺地区総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2015年度 天王寺地区総務課 入退学等 学生カード（平成２７年度入学生）（教職大学院） 天王寺地区総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2015年度 天王寺地区総務課 教務 平成２７年度学生関係（教職大学院） 天王寺地区総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2015年度 天王寺地区総務課 教務 平成２７年度学校実習評価票（教職大学院） 天王寺地区総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2015年度 天王寺地区総務課 その他
平成２７年度雑・その他（情報処理センター利用申請・非常勤
講師採用計画・その他人事選考・他大学刊行物）

天王寺地区総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2015年度 天王寺地区総務課 入退学等 学生カード（平成２７年度入学生）（大学院） 天王寺地区総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2015年度 天王寺地区総務課 教務 平成２７年度学籍異動関係（夜間大学院） 天王寺地区総務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2014年度 天王寺地区総務課 会議 平成２６年度教授会資料 天王寺地区総務課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2014年度 天王寺地区総務課 会計伝票
平成２６年度会計関係（債務計上票／経費精算書／立替経費
精算書）

天王寺地区総務課長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2014年度 天王寺地区総務課 会計伝票
平成２６年度出納関係（出納職員指名簿／領収書受払簿／入
金実績リスト／振替伝票）

天王寺地区総務課長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2014年度 天王寺地区総務課 教務 平成２６年度授業評価アンケート（集計結果） 天王寺地区総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

共有サーバー内 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2014年度 天王寺地区総務課 教務 平成２７年度時間割編成関係 天王寺地区総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2014年度 天王寺地区総務課 教務 平成２６年度成績報告書（前期） 天王寺地区総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2014年度 天王寺地区総務課 教務 平成２６年度成績報告書（後期） 天王寺地区総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2014年度 天王寺地区総務課 教務 平成２６年度卒業論文等申請書・卒業論文評価表 天王寺地区総務課長 2015/4/1 永久 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係

2014年度 天王寺地区総務課 教務 平成２６年度卒業関係 天王寺地区総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄
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2014年度 天王寺地区総務課 奨学金 平成２６年度授業料免除（前期 No.１） 天王寺地区総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2014年度 天王寺地区総務課 奨学金 平成２６年度授業料免除（後期 No.１） 天王寺地区総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2014年度 天王寺地区総務課 奨学金 平成２６年度授業料免除（前期分・後期分 No.２） 天王寺地区総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2014年度 天王寺地区総務課 就職 平成２６年度就職状況調査票（前期） 天王寺地区総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2014年度 天王寺地区総務課 就職 平成２６年度就職状況調査票（後期） 天王寺地区総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2014年度 天王寺地区総務課 教務 平成２６年度学生異動関係 天王寺地区総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2014年度 天王寺地区総務課 教務 平成２６年度修士論文・修了関係（大学院） 天王寺地区総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2014年度 天王寺地区総務課 教務 平成２６年度修了判定資料（大学院） 天王寺地区総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2014年度 天王寺地区総務課 教務 平成２６年度学位論文審査及び 終試験報告書 天王寺地区総務課長 2015/4/1 永久 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係

2014年度 天王寺地区総務課 教務 平成２６年度ＴＡ関係（大学院） 天王寺地区総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2014年度 天王寺地区総務課 教務 平成２６年度成績報告書（大学院） 天王寺地区総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2014年度 天王寺地区総務課 教務 平成２７年度時間割編成関係（大学院） 天王寺地区総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2014年度 天王寺地区総務課 教務 平成２６年度就職状況調査票（大学院） 天王寺地区総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2014年度 天王寺地区総務課 入退学等 学生カード（平成２６年度入学生）（大学院） 天王寺地区総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2014年度 天王寺地区総務課 教務 平成２６年度長期履修学生関係（大学院） 天王寺地区総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2014年度 天王寺地区総務課 教務 平成２６年度学籍異動関係（夜間大学院） 天王寺地区総務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2013年度 天王寺地区総務課 会議 平成２５年度教授会資料 天王寺地区管理課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2013年度 天王寺地区総務課 教務 平成２５年度授業評価アンケート（集計結果） 天王寺地区管理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

共有サーバー内 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2013年度 天王寺地区総務課 教務 平成２６年度時間割編成（学部） 天王寺地区管理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2013年度 天王寺地区総務課 教務 平成２５年度成績報告書（前期） 天王寺地区管理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2013年度 天王寺地区総務課 教務 平成２５年度成績報告書（後期） 天王寺地区管理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2013年度 天王寺地区総務課 教務 平成２５年度卒業論文等申請書・卒業論文評価表 天王寺地区管理課長 2014/4/1 永久 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係

2013年度 天王寺地区総務課 教務 平成２５年度卒業関係 天王寺地区管理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2013年度 天王寺地区総務課 奨学金 平成２５年度授業料免除（前期 No.１） 天王寺地区管理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2013年度 天王寺地区総務課 奨学金 平成２５年度授業料免除（後期 No.１） 天王寺地区管理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2013年度 天王寺地区総務課 奨学金 平成２５年度授業料免除（前期・後期 No.２） 天王寺地区管理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2013年度 天王寺地区総務課 就職 平成２５年度就職状況調査票（前期） 天王寺地区管理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2013年度 天王寺地区総務課 就職 平成２５年度就職状況調査票（後期） 天王寺地区管理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2013年度 天王寺地区総務課 教務 平成２５年度学生異動関係 天王寺地区総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2013年度 天王寺地区総務課 教務 平成２５年度修士論文・修了関係（大学院） 天王寺地区管理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄
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2013年度 天王寺地区総務課 教務 平成２５年度修了判定資料（大学院） 天王寺地区総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2013年度 天王寺地区総務課 教務 平成２５年度学位論文審査及び 終試験報告書 天王寺地区総務課長 2014/4/1 永久 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係

2013年度 天王寺地区総務課 教務 平成２５年度科目等履修生・研究生・ＴＡ予算（大学院） 天王寺地区管理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2013年度 天王寺地区総務課 教務 平成２５年度成績報告書（大学院） 天王寺地区管理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2013年度 天王寺地区総務課 教務 平成２６年度時間割編成関係（大学院） 天王寺地区管理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2013年度 天王寺地区総務課 教務 平成２５年度ＦＴ関係（大学院） 天王寺地区管理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2013年度 天王寺地区総務課 教務 平成２５年度就職状況調査票（大学院） 天王寺地区管理課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2013年度 天王寺地区総務課 入退学等 学生カード（平成２５年度入学生）（大学院） 天王寺地区総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2013年度 天王寺地区総務課 教務 平成２５年度長期履修学生関係（大学院） 天王寺地区総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2013年度 天王寺地区総務課 教務 平成２５年度学籍異動関係（夜間大学院） 天王寺地区総務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2012年度 天王寺地区総務課 会議 平成２４年度教授会資料 天王寺地区管理課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2012年度 天王寺地区総務課 教務 平成２４年度授業評価アンケート（集計結果） 天王寺地区管理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

共有サーバー内 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2012年度 天王寺地区総務課 教務 平成２５年度時間割編成関係 天王寺地区管理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2012年度 天王寺地区総務課 教務 平成２４年度成績報告書（前期） 天王寺地区管理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2012年度 天王寺地区総務課 教務 平成２４年度成績報告書（後期） 天王寺地区管理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2012年度 天王寺地区総務課 教務 平成２４年度卒業論文等申請書・卒業論文評価表 天王寺地区管理課長 2013/4/1 永久 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係

2012年度 天王寺地区総務課 教務 平成２４年度卒業関係 天王寺地区管理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2012年度 天王寺地区総務課 奨学金 平成２４年度授業料免除（前期） 天王寺地区管理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2012年度 天王寺地区総務課 奨学金 平成２４年度授業料免除（前期 No.２） 天王寺地区管理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2012年度 天王寺地区総務課 奨学金 平成２４年度授業料免除（後期 No.１） 天王寺地区管理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2012年度 天王寺地区総務課 奨学金 平成２４年度授業料免除（後期 No.２） 天王寺地区管理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2012年度 天王寺地区総務課 就職 平成２４年度就職状況調査票（前期） 天王寺地区管理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2012年度 天王寺地区総務課 就職 平成２４年度就職状況調査票（後期） 天王寺地区管理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2012年度 天王寺地区総務課 教務 平成２４年度学生異動関係 天王寺地区総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係 廃棄

2012年度 天王寺地区総務課 教務 平成２４年度修士論文・修了関係（大学院） 天王寺地区管理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2012年度 天王寺地区総務課 教務 平成２４年度修了判定資料（大学院） 天王寺地区総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2012年度 天王寺地区総務課 教務 平成２４年度学位論文審査及び 終試験報告書 天王寺地区総務課長 2013/4/1 永久 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係

2012年度 天王寺地区総務課 教務 平成２４年度科目等履修生・研究生・ＴＡ予算（大学院） 天王寺地区管理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2012年度 天王寺地区総務課 教務 平成２４年度成績報告書（大学院） 天王寺地区管理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2012年度 天王寺地区総務課 教務 平成２５年度時間割編成関係（大学院） 天王寺地区管理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄
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2012年度 天王寺地区総務課 教務 平成２４年度ＦＴ関係（大学院） 天王寺地区管理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2012年度 天王寺地区総務課 教務 平成２４年度就職状況調査票（大学院） 天王寺地区管理課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2012年度 天王寺地区総務課 入退学等 学生カード（平成２４年度入学生）（大学院） 天王寺地区総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2012年度 天王寺地区総務課 教務 平成２４年度長期履修学生関係（大学院） 天王寺地区総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2012年度 天王寺地区総務課 教務 平成２４年度学籍異動関係（夜間大学院） 天王寺地区総務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係 廃棄

2011年度 天王寺地区総務課 会議 平成２３年度教授会資料 天王寺地区管理課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課総務係 廃棄

2011年度 天王寺地区総務課 教務 平成２３年度卒業論文等申請書・卒業論文評価表 天王寺地区管理課長 2012/4/1 永久 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係

2011年度 天王寺地区総務課 教務 平成１４～２３年度学位論文審査及び 終試験報告書 天王寺地区総務課長 2012/4/1 永久 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課大学院係

1957年度 天王寺地区総務課 学籍 学籍簿 天王寺地区総務課長 1958/4/1 永久 紙 天王寺キャンパス中央館１０１ 天王寺地区総務課長 天王寺地区総務課学務係

2018年度 学術連携課 予算 平成３０年度　予算に関すること 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2018年度 学術連携課 更新講習 平成３０年度　教員免許状更新講習関係 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2018年度 学術連携課 更新講習 平成３０年度　開設事業費等補助金 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2018年度 学術連携課 更新講習 平成３０年度　特別措置 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2018年度 学術連携課 更新講習 平成３０年度　講習料返還請求 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2018年度 学術連携課 更新講習 平成３０年度　認定申請に関すること 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2018年度 学術連携課 更新講習 平成３０年度　履修認定に関すること 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2018年度 学術連携課 更新講習 平成３０年度　免許状更新講習受講申込書 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2018年度 学術連携課 更新講習 平成３０年度　試験問題・解答用紙 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2018年度 学術連携課 更新講習 平成３０年度　履修証明書（再発行） 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2018年度 学術連携課 更新講習 平成３０年度　謝金 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2018年度 学術連携課 更新講習 平成３０年度　免許状更新講習　スタッフ会議 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2018年度 学術連携課 更新講習 平成３０年度　免許状更新講習　実施専門委員会 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2018年度 学術連携課 更新講習 平成３０年度　免許状更新講習　実施委員会 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2018年度 学術連携課 教職教育研究センター
平成３０年度　教職教育研究センター（予算・運営委員会・案
内）①

学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2018年度 学術連携課 センター連絡会議 平成３０年度　センター連絡会議 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2018年度 学術連携課 地域連携 平成３０年度　地域連携関係（柏原市） 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2018年度 学術連携課 地域連携 平成３０年度　柏原市民総合フェスティバル 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2018年度 学術連携課 地域連携 平成３０年度　高大連携 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2018年度 学術連携課 地域連携 平成３０年度　地域連携関係 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2018年度 学術連携課 認定講座 平成３０年度　免許法認定講習公開講座 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄
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2018年度 学術連携課 公開講座 平成３０年度　公開講座関係（講座実施・広報） 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2018年度 学術連携課 公開講座 平成３０年度　公開講座関係（予算・受講案内） 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2018年度 学術連携課 公開講座 平成３０年度　公開講座申込書① 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2018年度 学術連携課 公開講座 平成３０年度　公開講座謝金 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2018年度 学術連携課 公開講座 平成３０年度　公開講座アンケート 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2018年度 学術連携課 地域連携 平成３０年度　地域連携室 学術部学術連携課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2018年度 学術連携課 認定講座 平成３０年度　免許法認定講習（課程認定・成績関係） 学術部学術連携課長 2019/4/1 永久 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係

2018年度 学術連携課 認定講座 平成３０年度　免許法認定公開講座（課程認定・成績関係） 学術部学術連携課長 2019/4/1 永久 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係

2017年度 学術連携課 予算 平成２９年度　予算に関すること 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2017年度 学術連携課 更新講習 平成２９年度　開設事業費等補助金 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2017年度 学術連携課 更新講習 平成２９年度　教員免許状更新講習関係 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2017年度 学術連携課 更新講習 平成２９年度　京阪奈三教育大学連携 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2017年度 学術連携課 更新講習 平成２９年度　講習料返還請求 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2017年度 学術連携課 更新講習 平成２９年度　試験問題・解答用紙 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2017年度 学術連携課 更新講習 平成２９年度　謝金 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2017年度 学術連携課 更新講習 平成２９年度　写真票 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2017年度 学術連携課 更新講習 平成２９年度　特別措置 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2017年度 学術連携課 更新講習 平成２９年度　認定申請に関すること 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2017年度 学術連携課 更新講習 平成２９年度　免許状更新講習　実施委員会 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2017年度 学術連携課 更新講習 平成２９年度　免許状更新講習　実施専門委員会 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2017年度 学術連携課 更新講習 平成２９年度　免許状更新講習　スタッフ会議 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2017年度 学術連携課 更新講習 平成２９年度　免許状更新講習受講申込書 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2017年度 学術連携課 更新講習 平成２９年度　履修証明書（再発行） 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2017年度 学術連携課 更新講習 平成２９年度　履修認定に関すること 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2017年度 学術連携課 地域連携 平成２９年度　柏原市民総合フェスティバル 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2017年度 学術連携課 教職教育研究センター
平成２９年度　教職教育研究センター（予算・運営委員会・案
内）①

学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2017年度 学術連携課 公開講座 平成２９年度　公開講座アンケート 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2017年度 学術連携課 公開講座 平成２９年度　公開講座関係（講座実施・広報） 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2017年度 学術連携課 公開講座 平成２９年度　公開講座関係（予算・受講案内） 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2017年度 学術連携課 公開講座 平成２９年度　公開講座謝金 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄
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2017年度 学術連携課 公開講座 平成２９年度　公開講座申込書① 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2017年度 学術連携課 地域連携 平成２９年度　高大連携 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2017年度 学術連携課 センター連絡会議 平成２９年度　センター連絡会議 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2017年度 学術連携課 地域連携 平成２９年度　地域連携関係 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2017年度 学術連携課 地域連携 平成２９年度　地域連携関係（柏原市） 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2017年度 学術連携課 認定講座 平成２９年度　免許法認定講習公開講座 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2017年度 学術連携課 地域連携 平成２９年度　地域連携室 学術部学術連携課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2017年度 学術連携課 認定講座 平成２９年度　免許法認定公開講座（課程認定・成績関係） 学術部学術連携課長 2018/4/1 永久 紙 Ｂ３棟１階倉庫 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係

2017年度 学術連携課 認定講座 平成２９年度　免許法認定講習（課程認定・成績関係） 学術部学術連携課長 2018/4/1 永久 紙 Ｂ３棟１階倉庫 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係

2016年度 学術連携課 特別事業
２０１７／３　ＯＭＥＬＥＴ　ＩＣＴプロジェクト納品物一式　（Ｏｍｅｌ
ｅｔ　ｖｅｒ．２改修版、よめるんです改修版）

学術部学術連携課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 天王寺キャンパス　東館113号室 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2016年度 学術連携課 特別事業
平成２８年度障害のある児童生徒の学習上の支援機器等教材
開発

学術部学術連携課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課倉庫 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2016年度 学術連携課 特別事業
平成２８年度障害のある児童生徒の学習上の支援機器等教材
開発　報告書

学術部学術連携課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課倉庫 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2016年度 学術連携課 地域連携 平成２８年度地域連携室 学術部学術連携課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課倉庫 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2016年度 学術連携課 特別事業 平成２８年度理数系教員養成拠点構築事業 学術部学術連携課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課倉庫 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2016年度 学術連携課 特別事業 平成２８年度　ＯｍｅｌｅｔＰｒｏｊｅｃｔ　ミーティング資料 学術部学術連携課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 天王寺キャンパス　東館113号室 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2016年度 学術連携課 特別事業 平成２８年度　ＯｍｅｌｅｔＰｒｏｊｅｃｔ　大阪教育大学資料 学術部学術連携課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 天王寺キャンパス　東館113号室 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2016年度 学術連携課 特別事業
平成２８年度　障害のある児童生徒の学習上の支援機器等教
材開発【文科省資料】

学術部学術連携課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 天王寺キャンパス　東館113号室 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2016年度 学術連携課 認定講座 平成２８年度免許法認定講習（課程認定・成績関係） 学術部学術連携課長 2017/4/1 永久 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係

2016年度 学術連携課 認定講座 平成２８年度免許法認定講習（課程認定・成績関係） 学術部学術連携課長 2017/4/1 永久 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係

2015年度 学術連携課 特別事業
２０１５／９　ＯＭＥＬＥＴ　ＩＣＴプロジェクト納品物一式　（Ｏｍｅｌ
ｅｔ　ｖｅｒ．１改修）

学術部学術連携課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 天王寺キャンパス　東館113号室 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2015年度 学術連携課 特別事業
２０１６／３　ＯＭＥＬＥＴ　ＩＣＴプロジェクト納品物一式　（Ｏｍｅｌ
ｅｔ　ｖｅｒ．２、よめるんです）

学術部学術連携課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 天王寺キャンパス　東館113号室 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2015年度 学術連携課 特別事業 平成２７年度　ＯｍｅｌｅｔＰｒｏｊｅｃｔ　大阪教育大学資料 学術部学術連携課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 天王寺キャンパス　東館113号室 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2015年度 学術連携課 特別事業 平成２７年度　ＯｍｅｌｅｔＰｒｏｊｅｃｔ　ミーティング資料 学術部学術連携課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 天王寺キャンパス　東館113号室 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2015年度 学術連携課 特別事業
平成２７年度　障害のある児童生徒の学習上の支援機器等教
材開発【文科省資料】

学術部学術連携課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 天王寺キャンパス　東館113号室 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2015年度 学術連携課 特別事業
平成２７年度障害のある児童生徒の学習上の支援機器等教材
開発

学術部学術連携課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課倉庫 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2015年度 学術連携課 特別事業
平成２７年度障害のある児童生徒の学習上の支援機器等教材
開発報告書

学術部学術連携課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課倉庫 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2015年度 学術連携課 地域連携 平成２７年度地域連携室 学術部学術連携課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課倉庫 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2015年度 学術連携課 特別事業 平成２７年度理数系教員養成拠点構築事業 学術部学術連携課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課倉庫 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2015年度 学術連携課 認定講座 平成２７年度免許法認定講習公開講座（課程認定・成績関係） 学術部学術連携課長 2016/4/1 永久 紙 Ｂ３棟１階倉庫 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係

2021年度 学術連携課 行事・儀式 令和３年度セミナー・フォーラム開催等関係綴 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 センター1階事務室内 学術部学術連携課長 学校安全推進センター 廃棄
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2021年度 学術連携課 会議 令和３年度センター協議会・運営委員会・倫理委員会 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 センター1階事務室内 学術部学術連携課長 学校安全推進センター 廃棄

2021年度 学術連携課 服務 令和３年度勤務時間報告書 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 センター1階事務室内 学術部学術連携課長 学校安全推進センター 廃棄

2021年度 学術連携課 服務 令和３年度休暇簿・欠勤届・休日振替簿 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 センター1階事務室内 学術部学術連携課長 学校安全推進センター 廃棄

2021年度 学術連携課 その他 令和３年度センター人事 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 センター1階事務室内 学術部学術連携課長 学校安全推進センター 廃棄

2021年度 学術連携課 その他 令和３年度購入依頼書 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 センター1階事務室内 学術部学術連携課長 学校安全推進センター 廃棄

2021年度 学術連携課 その他 令和３年度印刷物・営繕工事・会議費 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 センター1階事務室内 学術部学術連携課長 学校安全推進センター 廃棄

2021年度 学術連携課 その他 令和３年度防火管理者関係 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 センター1階事務室内 学術部学術連携課長 学校安全推進センター 廃棄

2021年度 学術連携課 会計伝票 令和３年度謝金 学術部学術連携課長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 センター1階事務室内 学術部学術連携課長 学校安全推進センター 廃棄

2021年度 学術連携課 会計伝票 令和３年度旅行命令伺 学術部学術連携課長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 センター1階事務室内 学術部学術連携課長 学校安全推進センター 廃棄

2021年度 学術連携課 会計伝票 令和３年度出納職員関係 学術部学術連携課長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 センター1階事務室内 学術部学術連携課長 学校安全推進センター 廃棄

2021年度 学術連携課 会計伝票 令和３年度役務依頼書・タクシーチケット受払簿 学術部学術連携課長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 センター1階事務室内 学術部学術連携課長 学校安全推進センター 廃棄

２０２０年度 学術連携課 行事・儀式 令和２年度セミナー・フォーラム開催等関係綴 学術部学術連携課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 センター１階事務室内 学術部学術連携課長 学校安全推進センター 廃棄

２０２０年度 学術連携課 会議 令和２年度センター協議会・運営委員会・倫理委員会 学術部学術連携課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 センター１階事務室内 学術部学術連携課長 学校安全推進センター 廃棄

２０２０年度 学術連携課 服務 令和２年度勤務時間報告書 学術部学術連携課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 センター１階事務室内 学術部学術連携課長 学校安全推進センター 廃棄

２０２０年度 学術連携課 服務 令和２年度休暇簿・欠勤届・休日振替簿 学術部学術連携課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 センター１階事務室内 学術部学術連携課長 学校安全推進センター 廃棄

２０２０年度 学術連携課 その他 令和２年度センター人事 学術部学術連携課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 センター１階事務室内 学術部学術連携課長 学校安全推進センター 廃棄

２０２０年度 学術連携課 その他 令和２年度購入依頼書 学術部学術連携課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 センター１階事務室内 学術部学術連携課長 学校安全推進センター 廃棄

２０２０年度 学術連携課 その他 令和２年度印刷物・営繕工事・会議費 学術部学術連携課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 センター１階事務室内 学術部学術連携課長 学校安全推進センター 廃棄

２０２０年度 学術連携課 その他 令和２年度防火管理者関係 学術部学術連携課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 センター１階事務室内 学術部学術連携課長 学校安全推進センター 廃棄

２０２０年度 学術連携課 会計伝票 令和２年度謝金 学術部学術連携課長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 センター１階事務室内 学術部学術連携課長 学校安全推進センター 廃棄

２０２０年度 学術連携課 会計伝票 令和２年度旅行命令伺 学術部学術連携課長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 センター１階事務室内 学術部学術連携課長 学校安全推進センター 廃棄

２０２０年度 学術連携課 会計伝票 令和２年度出納職員関係 学術部学術連携課長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 センター１階事務室内 学術部学術連携課長 学校安全推進センター 廃棄

２０２０年度 学術連携課 会計伝票 令和２年度役務依頼書・タクシーチケット受払簿 学術部学術連携課長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 センター１階事務室内 学術部学術連携課長 学校安全推進センター 廃棄

２０１９年度 学術連携課 行事・儀式 令和元年度セミナー・フォーラム開催等関係綴 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 センター１階事務室内 学術部学術連携課長 学校安全推進センター 廃棄

２０１９年度 学術連携課 会議 令和元年度センター協議会・運営委員会・倫理委員会 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 センター１階事務室内 学術部学術連携課長 学校安全推進センター 廃棄

２０１９年度 学術連携課 服務 令和元年度出勤簿 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 センター１階事務室内 学術部学術連携課長 学校安全推進センター 廃棄

２０１９年度 学術連携課 服務 令和元年度勤務時間報告書 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 センター１階事務室内 学術部学術連携課長 学校安全推進センター 廃棄

２０１９年度 学術連携課 服務 令和元年度休暇簿・欠勤届・休日振替簿 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 センター１階事務室内 学術部学術連携課長 学校安全推進センター 廃棄

２０１９年度 学術連携課 服務 令和元年度兼業・講師依頼 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 センター１階事務室内 学術部学術連携課長 学校安全推進センター 廃棄

２０１９年度 学術連携課 その他 令和元年度照会文書綴 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 センター１階事務室内 学術部学術連携課長 学校安全推進センター 廃棄
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２０１９年度 学術連携課 その他 令和元年度センター人事 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 センター１階事務室内 学術部学術連携課長 学校安全推進センター 廃棄

２０１９年度 学術連携課 その他 令和元年度購入依頼書 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 センター１階事務室内 学術部学術連携課長 学校安全推進センター 廃棄

２０１９年度 学術連携課 その他 令和元年度印刷物・営繕工事・会議費 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 センター１階事務室内 学術部学術連携課長 学校安全推進センター 廃棄

２０１９年度 学術連携課 その他 令和元年度防火管理者関係 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 センター１階事務室内 学術部学術連携課長 学校安全推進センター 廃棄

２０１９年度 学術連携課 会計伝票 令和元年度謝金 学術部学術連携課長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 センター１階事務室内 学術部学術連携課長 学校安全推進センター 廃棄

２０１９年度 学術連携課 会計伝票 令和元年度旅行命令伺 学術部学術連携課長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 センター１階事務室内 学術部学術連携課長 学校安全推進センター 廃棄

２０１９年度 学術連携課 会計伝票 令和元年度出納職員関係 学術部学術連携課長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 センター１階事務室内 学術部学術連携課長 学校安全推進センター 廃棄

２０１９年度 学術連携課 会計伝票 令和元年度役務依頼書・タクシーチケット受払簿 学術部学術連携課長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 センター１階事務室内 学術部学術連携課長 学校安全推進センター 廃棄

2021年度 学術連携課 学生宿舎 預かり金報告書 学術部学術連携課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2021年度 学術連携課 留学生 日本文化研修 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2021年度 学術連携課 留学生 R3年度チューター資料 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2021年度 学術連携課 謝金 R3年度謝金関係 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2021年度 学術連携課 謝金 R3チューター謝金 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2021年度 学術連携課 予算 予算関係 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2021年度 学術連携課 派遣 交換留学（派遣） 学術部学術連携課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2021年度 学術連携課 派遣 ＪＩ海外旅行保険 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2021年度 学術連携課 留学生 外国人留学生名簿 学術部学術連携課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 電子媒体：共有サーバー内 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2021年度 学術連携課 留学生 R3年度国費留学生　渡日旅費・帰国旅費 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2021年度 学術連携課 留学生 交換留学（受入） 学術部学術連携課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2021年度 学術連携課 留学生 国費留学生 学術部学術連携課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2021年度 学術連携課 留学生 R3年度各種証明書発行願 学術部学術連携課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2021年度 学術連携課 留学生 外国人留学生奨学金 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2021年度 学術連携課 留学生 学習奨励費 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2021年度 学術連携課 留学生 R3年度　修了式・新入生歓迎会 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2021年度 学術連携課 留学生 国費外国人留学生給与 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2021年度 学術連携課 留学生 在留資格認定証明書申請書 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2021年度 共通 調査 学外への回答 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2021年度 共通 調査 学内への回答・学内関係 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2021年度 学術連携課 学生宿舎 債権発生 学術部学術連携課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2021年度 学術連携課 派遣 日本人学生奨学金 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄
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2021年度 学術連携課 留学生 海外留学支援制度（調査・通知・申請） 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2021年度 学術連携課 学生宿舎 レオパレス法人契約 学術部学術連携課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2021年度 学術連携課 グローバルセンター グローバルセンター運営委員会 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2021年度 学術連携課 国際 外国の大学との交流協定 学術部学術連携課長 2022/4/1 無期限 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室

2021年度 学術連携課 語学教育 R3年度　GLCに関するもの 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 外国語学習支援ルーム 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2021年度 共通 会議 国際委員会 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2021年度 学術連携課 派遣 トビタテ 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2021年度 学術連携課 留学生 RA(レジデント・アシスタント)について 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2021年度 共通 会議 留学生教育専門委員会 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2021年度 学術連携課 謝金 RA謝金 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2021年度 学術連携課 留学生 （受入）奨学金　債権発生通知・経費精算書 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2021年度 共通 会議 国際教育専門委員会 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2021年度 学術連携課 国際 東アジア教員養成国際コンソーシアム（ICUE） 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2021年度 共通 会議 国際連携専門委員会 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2021年度 学術連携課 派遣 （派遣）奨学金　債権発生通知・経費精算書 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2021年度 学術連携課 グローバルセンター グローバルセンター（庶務） 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2021年度 学術連携課 留学生 留学生の在籍管理 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2021年度 学術連携課 その他 第3期中期目標・中期計画（国際関係） 学術部学術連携課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2021年度 学術連携課 派遣 日本語パートナーズ 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2021年度 学術連携課 派遣 一体的改革推進事業 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2021年度 学術連携課 会議 国立大学法人等国際企画担当責任者連絡協議会 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2021年度 学術連携課 その他 第4期中期目標・中期計画（国際関係） 学術部学術連携課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2021年度 学術連携課 学術奨励・研究助成 令和３年度動物実験委員会 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2021年度 学術連携課 学術奨励・研究助成 令和３年度ＲＩ関係 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2021年度 学術連携課 科学研究費 令和３年度科学研究費研究計画調書① 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2021年度 学術連携課 科学研究費 令和３年度科学研究費研究計画調書② 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2021年度 学術連携課 科学研究費 令和３年度科学研究費分担金（他大学⇒本学へ分担） 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2021年度 学術連携課 科学研究費 令和３年度科学研究費分担金（本学⇒他大学へ分担） 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2021年度 学術連携課 調査 令和３年度調査関係 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2021年度 学術連携課 学術奨励・研究助成 令和３年度安全保障輸出管理 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄
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2021年度 学術連携課 会議 令和３年度国際交流・研究推進室 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2021年度 学術連携課 その他 令和３年度雑件綴 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2021年度 学術連携課 学術奨励・研究助成 令和３年度公募関係① 学術部学術連携課長 2022/4/1 1年 2023/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2021年度 学術連携課 学術奨励・研究助成 令和３年度研究成果発表関係 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2021年度 学術連携課 予算 令和３年予算（研究活性化経費） 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2021年度 学術連携課 産学連携 令和３年度寄附金 学術部学術連携課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2021年度 学術連携課 会議 令和３年度諸会議等 学術部学術連携課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2021年度 学術連携課 産学連携 令和３年度助成金 学術部学術連携課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2021年度 学術連携課 産学連携 令和３年度共同研究／共同研究講座 学術部学術連携課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2021年度 学術連携課 内地研究員 令和３年度研究者受入 学術部学術連携課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2021年度 学術連携課 科学研究費 令和３年度科学研究費助成事業関係① 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2021年度 学術連携課 科学研究費 令和３年度科学研究費助成事業関係② 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2021年度 学術連携課 科学研究費 令和３年度科学研究費助成事業関係③ 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2021年度 学術連携課 産学連携 令和３年度受託研究 学術部学術連携課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2021年度 学術連携課 学術奨励・研究助成 令和３年度遺伝子組換実験 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2021年度 学術連携課 学術奨励・研究助成 令和３年度ガラスバッジ 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2021年度 学術連携課 産学連携 令和３年度受託事業 学術部学術連携課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2021年度 学術連携課 産学連携 令和３年度受託事業（日本語P開発） 学術部学術連携課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2021年度 学術連携課 科学研究費 令和３年度厚生労働科学研究費補助金 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2021年度 学術連携課 学術奨励・研究助成 令和３年度倫理委員会① 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2021年度 学術連携課 学術奨励・研究助成 令和３年度倫理委員会② 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2021年度 学術連携課 学術奨励・研究助成 ネーミングライツ協定記念事業セミナー（東京書籍）関係 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2021年度 学術連携課 その他 不正防止 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2021年度 学術連携課 学術奨励・研究助成 研究者情報管理システム 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2021年度 学術連携課 更新講習 KAGAC関係 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2021年度 学術連携課 公開講座 公開講座関係（講座実施・広報） 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2021年度 学術連携課 公開講座 公開講座関係（予算・受講関係） 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2021年度 学術連携課 公開講座 公開講座申込 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2021年度 学術連携課 公開講座 公開講座　謝金 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2021年度 学術連携課 公開講座 公開講座アンケート 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄
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2021年度 共通 服務 勤務時間関係（学術連携課） 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2021年度 共通 服務 勤務時間関係（センター教員） 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2021年度 学術連携課 地域連携 地域連携関係 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2021年度 学術連携課 地域連携 地域連携（柏原市） 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2021年度 学術連携課 地域連携 高大連携 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2021年度 共通 服務
総務関係（社会連携係・地域連携・教育推進センター・教育イ
ノベーションデザインセンター・センター共通）

学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2021年度 学術連携課 更新講習 免許状更新講習実施専門委員会 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2021年度 学術連携課 更新講習 免許状更新講習実施委員会 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2021年度 学術連携課 更新講習 教員免許更新講習関係 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2021年度 学術連携課 認定講習 社会教育主事講習 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2021年度 学術連携課 発令 委員会発令 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2021年度 学術連携課 更新講習 特別措置 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2021年度 学術連携課 認定講習
小学校外国語教科化に対応した外部人材活用促進等のため
の講習の実施事業

学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2021年度 学術連携課 特別事業 学校推薦型選抜（特別枠）に関する教育プログラム 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2021年度 学術連携課 地域連携 地域連携室 学術部学術連携課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2021年度 学術連携課 認定講習 免許法認定講習（課程認定・成績関係） 学術部学術連携課長 2022/4/1 永久 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係

2021年度 学術連携課 地域連携・教育推進センタ地域連携・教育推進センター 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2021年度 学術連携課 教育イノベーションデザイ教育イノベーションデザインセンター 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2021年度 学術連携課 地域連携 JICA関係 学術部学術連携課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2021年度 学術連携課 地域連携 識字・日本語学習研究集会 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2021年度 学術連携課 更新講習 免許状更新講習受講申込書① 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2021年度 学術連携課 更新講習 免許状更新講習受講申込書② 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2021年度 学術連携課 更新講習 免許状更新講習受講申込書③ 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2021年度 学術連携課 更新講習 予算に関すること 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2021年度 共通 服務
総務関係 No.2（社会連携係・地域連携・教育推進センター・
教育イノベーションデザインセンター・センター共通）

学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2021年度 学術連携課 更新講習 開設事業費等補助金 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2021年度 学術連携課 服務 謝金　免許状更新講習 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2021年度 学術連携課 更新講習 履修認定に関すること 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2021年度 学術連携課 更新講習 R4認定申請に関すること 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2021年度 共通 服務 謝金（地域連携・教育推進センター） 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄
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2021年度 共通 服務 令和３年度休暇簿（学術連携課） 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2021年度 共通 服務 令和３年度休暇簿（教員） 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2021年度 共通 服務 令和３年度旅行命令簿（地域連携・教育推進センター） 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2021年度 共通 服務 令和３年度旅行命令簿（グローバルセンター） 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2021年度 共通 服務 令和３年度旅行命令簿（学術連携課） 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2021年度 学術連携課 謝金 令和３年度謝金（教育イノベーションデザインセンター） 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2021年度 学術連携課 謝金 令和３年度謝金（グローバルセンター） 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2021年度 学術連携課 謝金 令和３年度謝金（地域連携・教育推進センター） 学術部学術連携課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2021年度 学術連携課
地域連携・教育推進セ
ンター

令和2年度　地域連携・教育推進センター 学術部学術連携課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2020年度 学術連携課 学生宿舎 預かり金報告書 学術部学術連携課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2020年度 学術連携課 学生宿舎 留学生宿舎 学術部学術連携課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2020年度 学術連携課 留学生 R2年度チューター資料 学術部学術連携課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2020年度 学術連携課 謝金 R2年度謝金関係 学術部学術連携課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2020年度 学術連携課 謝金 R2チューター謝金 学術部学術連携課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2020年度 学術連携課 予算 予算関係 学術部学術連携課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2020年度 学術連携課 派遣 交換留学（派遣） 学術部学術連携課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2020年度 学術連携課 派遣 海外短期研修 学術部学術連携課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2020年度 学術連携課 留学生 外国人留学生名簿 学術部学術連携課長 2021/4/1 10年 2031/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2020年度 学術連携課 留学生 R2年度国費留学生　渡日旅費・帰国旅費 学術部学術連携課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2020年度 学術連携課 留学生 交換留学（受入） 学術部学術連携課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2020年度 学術連携課 留学生 国費留学生 学術部学術連携課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2020年度 学術連携課 留学生 R2年度各種証明書発行願 学術部学術連携課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2020年度 学術連携課 留学生 外国人留学生奨学金 学術部学術連携課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2020年度 学術連携課 留学生 学習奨励費 学術部学術連携課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2020年度 学術連携課 留学生 R2年度　修了式・新入生歓迎会 学術部学術連携課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2020年度 学術連携課 留学生 国費外国人留学生給与 学術部学術連携課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2020年度 学術連携課 留学生 在留資格認定証明書申請書 学術部学術連携課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2020年度 共通 調査 学外への回答 学術部学術連携課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2020年度 共通 調査 JASSO留学生調査 学術部学術連携課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2020年度 共通 調査 学内への回答・学内関係 学術部学術連携課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄
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2020年度 学術連携課 学生宿舎 債権発生 学術部学術連携課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2020年度 学術連携課 派遣 日本人学生奨学金 学術部学術連携課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2020年度 学術連携課 留学生 海外留学支援制度（調査・通知・申請） 学術部学術連携課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2020年度 学術連携課 学生宿舎 レオパレス法人契約 学術部学術連携課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2020年度 学術連携課 グローバルセンター グローバルセンター運営委員会 学術部学術連携課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2020年度 学術連携課 国際 外国の大学との交流協定 学術部学術連携課長 2021/4/1 無期限 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室

2020年度 学術連携課 語学教育 R2年度　GLCに関するもの 学術部学術連携課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 外国語学習支援ルーム 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2020年度 共通 会議 国際委員会 学術部学術連携課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2020年度 学術連携課 派遣 トビタテ 学術部学術連携課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2020年度 学術連携課 留学生 （国内）留学生向け進学ガイダンス 学術部学術連携課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2020年度 学術連携課 留学生 RA(レジデント・アシスタント)について 学術部学術連携課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2020年度 共通 会議 留学生教育専門委員会 学術部学術連携課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2020年度 学術連携課 謝金 RA謝金 学術部学術連携課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2020年度 学術連携課 留学生 （受入）奨学金　債権発生通知・経費精算書 学術部学術連携課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2020年度 共通 会議 国際教育専門委員会 学術部学術連携課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2020年度 学術連携課 国際 東アジア教員養成国際コンソーシアム（ICUE） 学術部学術連携課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2020年度 共通 会議 国際連携専門委員会 学術部学術連携課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2020年度 学術連携課 派遣 （派遣）奨学金　債権発生通知・経費精算書 学術部学術連携課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2020年度 学術連携課 グローバルセンター グローバルセンター（庶務） 学術部学術連携課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2020年度 学術連携課 留学生 留学生の在籍管理 学術部学術連携課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2020年度 学術連携課 認定講座 免許法認定公開講座 学術部学術連携課長 2021/4/1 永久 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係

2020年度 学術連携課 更新講習 R3認定申請に関すること② 学術部学術連携課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2020年度 共通 服務 令和２年度旅行命令簿（地域連携・教育推進センター） 学術部学術連携課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2020年度 共通 服務 令和２年度旅行命令簿（グローバルセンター） 学術部学術連携課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2020年度 共通 服務 令和２年度休暇簿（学術連携課） 学術部学術連携課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2020年度 共通 服務 令和２年度休暇簿（教員） 学術部学術連携課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2020年度 共通 学内通知文書 令和２年度総務関係 学術部学術連携課長 2021/4/1 3年 2026/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2020年度 共通 学内通知文書 令和２年度総務関係　Ｎｏ．２ 学術部学術連携課長 2021/4/1 3年 2026/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2020年度 学術連携課 謝金 令和２年度謝金（地域連携・教育推進センター） 学術部学術連携課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2020年度 学術連携課 謝金 令和２年度謝金（教育イノベーションデザインセンター） 学術部学術連携課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

244/398



作成・取得
年度

大分類 中分類
法人文書ファイル名

（小分類）
作成・取得時の

文書管理者
保存期間
の起算日

保存期間
保存期間の
満了する日

媒体の種別 保存場所
現状の

文書管理者
保有担当
係等名称

保存期間が満
了したときの措

置

2020年度 学術連携課 謝金 令和２年度謝金（グローバルセンター） 学術部学術連携課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2020年度 共通 服務 令和２年度勤務時間関係（センター教員） 学術部学術連携課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2020年度 共通 服務 令和２年度勤務時間関係（学術連携課） 学術部学術連携課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2020年度 学術連携課 公開講座 令和２年度　公開講座関係（講座実施・広報） 学術部学術連携課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2020年度 学術連携課 公開講座 令和２年度　公開講座関係（予算・受講関係） 学術部学術連携課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2020年度 学術連携課 公開講座 令和２年度　公開講座申込書 学術部学術連携課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2020年度 学術連携課
地域連携・教育推進セ
ンター

令和2年度　識字・日本語研究集会 学術部学術連携課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2020年度 学術連携課
教育イノベーションデザ
インセンター

令和２年度　教育イノベーションデザインセンター 学術部学術連携課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2020年度 学術連携課 発令 令和2年度　委員会発令 学術部学術連携課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2020年度 学術連携課 認定講座
令和２年度　特別支援教育に関する教職員等の資質向上事
業

学術部学術連携課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2020年度 学術連携課 認定講座
令和２年度　教員養成機関等との連携による小学校外国語の
専門人材育成・確保事業（小学校英語のための免許法認定講
習等の実施事業）

学術部学術連携課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2020年度 学術連携課 認定講座 令和２年度　免許法認定講習（課程認定・成績関係） 学術部学術連携課長 2021/4/1 永久 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係

2020年度 学術連携課 地域連携 令和2年度　地域連携関係 学術部学術連携課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2020年度 学術連携課 地域連携 令和2年度　地域連携（柏原市） 学術部学術連携課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2020年度 学術連携課 地域連携 令和2年度　柏原市民総合フェスティバル 学術部学術連携課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2020年度 学術連携課 地域連携 令和2年度　地域連携室 学術部学術連携課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2020年度 学術連携課 地域連携 令和2年度　高大連携 学術部学術連携課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2020年度 学術連携課 国際 令和2年度　JICA関係 学術部学術連携課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2020年度 学術連携課 地域連携 令和2年度　案内等（雑） 学術部学術連携課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2020年度 学術連携課 地域連携 サマー・セミナー 学術部学術連携課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2020年度 学術連携課 更新講習 KAGAC関係 学術部学術連携課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2020年度 学術連携課 更新講習 予算に関すること 学術部学術連携課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2020年度 学術連携課 更新講習 免許状更新講習　スタッフ会議 学術部学術連携課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2020年度 学術連携課 更新講習 免許状更新講習　実施専門委員会 学術部学術連携課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2020年度 学術連携課 更新講習 免許状更新講習　実施委員会 学術部学術連携課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2020年度 学術連携課 更新講習 教員免許状更新講習関係 学術部学術連携課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2020年度 学術連携課 更新講習 R3認定申請に関すること① 学術部学術連携課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2020年度 学術連携課 学術奨励・研究助成 令和２年度動物実験委員会 学術部学術連携課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2020年度 学術連携課 学術奨励・研究助成 令和２年度ＲＩ関係 学術部学術連携課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2020年度 学術連携課 科学研究費 令和２年度科学研究費研究計画調書① 学術部学術連携課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄
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2020年度 学術連携課 科学研究費 令和２年度科学研究費分担金配分関係 学術部学術連携課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2020年度 学術連携課 科学研究費 令和２年度科学研究費分担金（本学分担） 学術部学術連携課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2020年度 学術連携課 調査 令和２年度調査関係① 学術部学術連携課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2020年度 学術連携課 学術奨励・研究助成 令和２年度安全保障輸出管理 学術部学術連携課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2020年度 学術連携課 会議 令和２年度国際交流・研究推進室 学術部学術連携課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2020年度 学術連携課 その他 令和２年度雑件綴 学術部学術連携課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2020年度 学術連携課 学術奨励・研究助成 令和２年度研究成果発表関係 学術部学術連携課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2020年度 学術連携課 予算 令和２年予算（研究活性化経費） 学術部学術連携課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2020年度 学術連携課 産学連携 令和２年度寄附金 学術部学術連携課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2020年度 学術連携課 会議 令和２年度諸会議等 学術部学術連携課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2020年度 学術連携課 産学連携 令和２年度助成金 学術部学術連携課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2020年度 学術連携課 学術奨励・研究助成 令和２年度イノベーションジャパン 学術部学術連携課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2020年度 学術連携課 産学連携 令和２年度共同研究 学術部学術連携課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2020年度 学術連携課 内地研究員 令和２年度研究者受入 学術部学術連携課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2020年度 学術連携課 科学研究費 令和２年度科学研究費助成事業関係① 学術部学術連携課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2020年度 学術連携課 産学連携 令和２年度受託研究 学術部学術連携課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2020年度 学術連携課 学術奨励・研究助成 令和２年度遺伝子組換え実験 学術部学術連携課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2020年度 学術連携課 学術奨励・研究助成 令和２年度ガラスバッジ 学術部学術連携課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2020年度 学術連携課 産学連携 令和２年度受託事業 学術部学術連携課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2020年度 学術連携課 学術奨励・研究助成 令和２年度動物実験委員会 学術部学術連携課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2020年度 学術連携課 科学研究費 令和２年度厚生労働科学研究費補助金 学術部学術連携課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2020年度 学術連携課 科学研究費 令和２年度科学研究費研究計画調書② 学術部学術連携課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2020年度 学術連携課 科学研究費 令和２年度科学研究費助成事業関係② 学術部学術連携課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2020年度 学術連携課 学術奨励・研究助成 令和２年度倫理委員会① 学術部学術連携課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2020年度 学術連携課 学術奨励・研究助成 令和２年度倫理委員会② 学術部学術連携課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2020年度 学術連携課 科学研究費 令和２年度科学研究費助成事業関係③ 学術部学術連携課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2019年度 学術連携課 学生宿舎 預かり金報告書 学術部学術連携課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2019年度 学術連携課 学生宿舎 留学生宿舎 学術部学術連携課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2019年度 学術連携課 留学生 日本文化研修 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2019年度 学術連携課 留学生 R1年度チューター資料 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄
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2019年度 学術連携課 留学生 国際交流行事・支援団体 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2019年度 学術連携課 国際 西日本３大学アメリカコンソーシアム 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2019年度 学術連携課 謝金 R1年度謝金関係 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2019年度 学術連携課 謝金 R1チューター謝金 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2019年度 学術連携課 予算 予算関係 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2019年度 学術連携課 派遣 交換留学（派遣） 学術部学術連携課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2019年度 学術連携課 派遣 ＪＩ海外旅行保険 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2019年度 学術連携課 派遣 海外短期研修 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2019年度 学術連携課 留学生 外国人留学生名簿 学術部学術連携課長 2020/4/1 10年 2030/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2019年度 学術連携課 留学生 R1年度国費留学生　渡日旅費・帰国旅費 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2019年度 学術連携課 留学生 交換留学（受入） 学術部学術連携課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2019年度 学術連携課 留学生 国費留学生 学術部学術連携課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2019年度 学術連携課 留学生 R1年度各種証明書発行願 学術部学術連携課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2019年度 学術連携課 留学生 外国人留学生奨学金 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2019年度 学術連携課 留学生 学習奨励費 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2019年度 学術連携課 留学生 R1年度　修了式・新入生歓迎会 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2019年度 学術連携課 留学生 国費外国人留学生給与 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2019年度 学術連携課 留学生 在留資格認定証明書申請書 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2019年度 学術連携課 グローバルセンター グローバルセンター部門長会議 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2019年度 共通 調査 学外への回答 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2019年度 共通 調査 JASSO留学生調査 学術部学術連携課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2019年度 共通 調査 学内への回答・学内関係 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2019年度 学術連携課 学生宿舎 債権発生 学術部学術連携課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2019年度 学術連携課 派遣 日本人学生奨学金 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2019年度 学術連携課 留学生 海外留学支援制度（調査・通知・申請） 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2019年度 学術連携課 派遣 海外留学支援制度（派遣・H30継続） 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2019年度 学術連携課 派遣 海外留学支援制度（派遣） 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2019年度 学術連携課 留学生 海外広報関係 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2019年度 学術連携課 学生宿舎 レオパレス法人契約 学術部学術連携課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2019年度 学術連携課 グローバルセンター グローバルセンター運営委員会 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄
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2019年度 学術連携課 派遣 派遣時の危機管理 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2019年度 学術連携課 国際 外国の大学との交流協定 学術部学術連携課長 2020/4/1 永久 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室

2019年度 学術連携課 語学教育 R1年度　GLCに関するもの 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 外国語学習支援ルーム 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2019年度 共通 会議 国際委員会 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2019年度 学術連携課 派遣 トビタテ 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2019年度 学術連携課 留学生 インバウンド付帯学総 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2019年度 学術連携課 留学生 （国内）留学生向け進学ガイダンス 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2019年度 学術連携課 留学生 RA(レジデント・アシスタント)について 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2019年度 共通 会議 留学生教育専門委員会 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2019年度 学術連携課 謝金 RA謝金 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2019年度 学術連携課 留学生 （受入）奨学金　債権発生通知・経費精算書 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2019年度 学術連携課 留学 海外留学支援制度（短期語学研修） 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2019年度 共通 会議 国際教育専門委員会 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2019年度 学術連携課 国際 東アジア教員養成国際コンソーシアム（ICUE） 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2019年度 学術連携課 謝金 出勤表（あ～た） 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2019年度 学術連携課 謝金 出勤表（な～わ） 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2019年度 共通 会議 国際連携専門委員会 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2019年度 学術連携課 派遣 （派遣）奨学金　債権発生通知・経費精算書 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2019年度 学術連携課 グローバルセンター 国際連携事業 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2019年度 学術連携課 グローバルセンター グローバルセンター（庶務） 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2019年度 学術連携課 留学生 短期受入プログラム 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2019年度 学術連携課 派遣 JSAFプログラム（認定留学） 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2019年度 学術連携課 留学生 留学生の在籍管理 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟2階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2019年度 共通 服務 令和元年度旅行命令簿（学術連携課） 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2019年度 共通 服務 令和元年度旅行命令簿（教職教育研究センター） 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2019年度 共通 服務 令和元年度旅行命令簿（科学教育センター） 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2019年度 共通 服務 令和元年度旅行命令簿（グローバルセンター） 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2019年度 共通 服務 令和元年度出勤簿 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2019年度 共通 服務 令和元年度休暇簿（学術連携課） 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2019年度 共通 服務 令和元年度休暇簿（教員） 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄
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2019年度 共通 学内通知文書 令和元年度総務関係 学術部学術連携課長 2020/4/1 3年 2025/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2019年度 学術連携課 謝金 令和元年度謝金（教職教育研究センター） 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2019年度 学術連携課 謝金 令和元年度謝金（科学教育センター） 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2019年度 学術連携課 謝金 令和元年度謝金（学術連携課） 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2019年度 共通 服務 令和元年度講師派遣依頼 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2019年度 共通 服務 令和元年度勤務時間関係（各センター教員） 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2019年度 共通 服務 令和元年度勤務時間関係（学術連携課） 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2019年度 学術連携課 公開講座 平成３1年度　公開講座関係（講座実施・広報） 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2019年度 学術連携課 公開講座 平成３1年度　公開講座関係（予算・受講関係） 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2019年度 学術連携課 公開講座 平成３1年度　公開講座申込書 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2019年度 学術連携課 公開講座 平成３1年度　公開講座謝金 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2019年度 学術連携課 公開講座 平成３1年度　公開講座アンケート 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2019年度 学術連携課 学内通知文書
平成３１年度　総務関係（社会連携係・教職教育研究セン
ター・科学教育センター・センター共通）

学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2019年度 学術連携課 教職教育研究センター
平成３１年度　教職教育研究センター（予算・運営委員会・案
内）

学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2019年度 学術連携課 教職教育研究センター 平成３１年度　識字・日本語研究集会 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2019年度 学術連携課 科学教育センター 平成３１年度　科学教育センター 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2019年度 学術連携課 発令 平成３１年度　委員会発令 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2019年度 学術連携課 特別事業 平成３１年度　ベトナムとの交流事業 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2019年度 学術連携課 特別事業
令和元年度　EDU-Portニッポン　現地実験研修講師としての
現職小学校教員の派遣予定者関連

学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2019年度 学術連携課 認定講座
平成３１年度　特別支援教育に関する教職員等の資質向上事
業

学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2019年度 学術連携課 地域連携 平成３１年度　地域連携関係 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2019年度 学術連携課 地域連携 平成３１年度　地域連携関係（柏原市） 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2019年度 学術連携課 地域連携 平成３１年度　柏原市民総合フェスティバル 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2019年度 学術連携課 地域連携 令和元年度　高大連携 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2019年度 学術連携課 地域連携 平成３１年度　案内等（雑） 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2019年度 学術連携課 特別事業
令和元年度　日本型教育の海外展開推進事業　EDU-Port
ニッポン

学術部学術連携課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2019年度 学術連携課 地域連携 令和元年度　地域連携室 学術部学術連携課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2019年度 学術連携課 特別事業 令和元年度　教員の養成・採用・研修の一体的改革推進事業 学術部学術連携課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2019年度 学術連携課 特別事業 令和元年度　芸術系教科等担当教員等研修会 学術部学術連携課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2019年度 学術連携課 国際 平成３１年度　JICA関係 学術部学術連携課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄
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2019年度 学術連携課 特別事業 平成３１年度　社会教育主事講習 学術部学術連携課長 2020/4/1 10年 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2019年度 学術連携課 認定講座
平成３１年度　小学校外国語教科化に対応した外部人材活用
促進等のための講習の実施事業

学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2019年度 学術連携課 認定講座 認定公開講習（英語）受講申込応募書類 学術部学術連携課長 2020/4/1 永久 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係

2019年度 学術連携課 認定講座 平成３１年度　免許法認定公開講座 学術部学術連携課長 2021/4/1 永久 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係

2019年度 学術連携課 認定講座 平成３１年度　免許法認定講習（課程認定・成績関係） 学術部学術連携課長 2021/4/1 永久 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係

2019年度 学術連携課 その他 平成３１年度雑件綴 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2019年度 学術連携課 科学研究費 平成３１年度科学研究費助成事業関係① 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2019年度 学術連携課 科学研究費 平成３１年度科学研究費助成事業関係② 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2019年度 学術連携課 科学研究費 平成３１年度科学研究費助成事業関係③ 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2019年度 学術連携課 科学研究費 平成３１年度科学研究費研究計画調書 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2019年度 学術連携課 科学研究費 平成３１年度科学研究費分担金配分関係 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2019年度 学術連携課 科学研究費 平成３１年度科学研究費分担金（本学分担） 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2019年度 学術連携課 科学研究費 平成３１年度厚生労働科学研究費補助金 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2019年度 学術連携課 学術奨励・研究助成 平成３１年度ＲＩ関係 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2019年度 学術連携課 学術奨励・研究助成 平成３１年度ガラスバッジ 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2019年度 学術連携課 学術奨励・研究助成 平成３１年度ひらめき☆ときめきサイエンス 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2019年度 学術連携課 学術奨励・研究助成 平成３１年度遺伝子組換え実験 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2019年度 学術連携課 学術奨励・研究助成 平成３１年度研究成果発表関係 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2019年度 学術連携課 学術奨励・研究助成 平成３１年度動物実験委員会 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2019年度 学術連携課 学術奨励・研究助成 平成３１年度倫理委員会 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2019年度 学術連携課 学術奨励・研究助成 平成３１年度イノベーションジャパン 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2019年度 学術連携課 調査 平成３１年度調査関係① 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2019年度 学術連携課 調査 平成３１年度調査関係② 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2019年度 学術連携課 会議 平成３１年度国際交流・研究推進室 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2019年度 学術連携課 予算 平成３１年度学内予算関係 学術部学術連携課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2019年度 学術連携課 会議 平成３１年度諸会議等 学術部学術連携課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2019年度 学術連携課 産学連携 平成３１年度助成金 学術部学術連携課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2019年度 学術連携課 産学連携 平成３１年度共同研究 学術部学術連携課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2019年度 学術連携課 産学連携 平成３１年度受託研究 学術部学術連携課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2019年度 学術連携課 産学連携 平成３１年度受託事業 学術部学術連携課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄
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2019年度 学術連携課 産学連携 平成３１年度寄附金 学術部学術連携課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2019年度 学術連携課 内地研究員 平成３１年度研究者受入 学術部学術連携課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2018年度 学術連携課 行事・儀式 平成３０年度セミナー・フォーラム開催等関係綴 学術部附属学校課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 センター１階事務室内 学術部学術連携課長 学校安全推進センター 廃棄

2018年度 学術連携課 会議 平成３０年度センター協議会・運営委員会・倫理委員会 学術部附属学校課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 センター１階事務室内 学術部学術連携課長 学校安全推進センター 廃棄

2018年度 学術連携課 服務 平成３０年度出勤簿 学術部附属学校課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 センター１階事務室内 学術部学術連携課長 学校安全推進センター 廃棄

2018年度 学術連携課 服務 平成３０年度勤務時間報告書 学術部附属学校課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 センター１階事務室内 学術部学術連携課長 学校安全推進センター 廃棄

2018年度 学術連携課 服務 平成３０年度休暇簿・欠勤届・休日振替簿 学術部附属学校課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 センター１階事務室内 学術部学術連携課長 学校安全推進センター 廃棄

2018年度 学術連携課 服務 平成３０年度兼業・講師依頼 学術部附属学校課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 センター１階事務室内 学術部学術連携課長 学校安全推進センター 廃棄

2018年度 学術連携課 その他 平成３０年度照会文書綴 学術部附属学校課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 センター１階事務室内 学術部学術連携課長 学校安全推進センター 廃棄

2018年度 学術連携課 その他 平成３０年度センター人事 学術部附属学校課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 センター１階事務室内 学術部学術連携課長 学校安全推進センター 廃棄

2018年度 学術連携課 その他 平成３０年度購入依頼書 学術部附属学校課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 センター１階事務室内 学術部学術連携課長 学校安全推進センター 廃棄

2018年度 学術連携課 その他 平成３０年度印刷物・営繕工事・会議費 学術部附属学校課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 センター１階事務室内 学術部学術連携課長 学校安全推進センター 廃棄

2018年度 学術連携課 その他 平成３０年度防火管理者関係 学術部附属学校課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 センター１階事務室内 学術部学術連携課長 学校安全推進センター 廃棄

2018年度 学術連携課 会計伝票 平成３０年度謝金 学術部附属学校課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 センター１階事務室内 学術部学術連携課長 学校安全推進センター 廃棄

2018年度 学術連携課 会計伝票 平成３０年度旅行命令伺 学術部附属学校課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 センター１階事務室内 学術部学術連携課長 学校安全推進センター 廃棄

2018年度 学術連携課 会計伝票 平成３０年度出納職員関係 学術部附属学校課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 センター１階事務室内 学術部学術連携課長 学校安全推進センター 廃棄

2018年度 学術連携課 会計伝票 平成３０年度役務依頼書・タクシーチケット受払簿 学術部附属学校課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 センター１階事務室内 学術部学術連携課長 学校安全推進センター 廃棄

2018年度 学術連携課 科学教育センター 平成３０年度　科学教育センター 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2018年度 学術連携課 学内通知文書 平成３０年度　総務関係 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2018年度 学術連携課 認定講座 平成３０年度　小学校英語化に向けた専門性向上事業 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2018年度 学術連携課 教職教育研究センター 平成３０年度　識字日本語研究集会 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2018年度 学術連携課 教職教育研究センター
平成３０年度　学校の組織的研究力向上に資する大学との共
同研究事業

学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2018年度 学術連携課 地域連携 平成３０年度　案内等（雑） 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2018年度 学術連携課 地域連携
平成３０年度　免許法認定公開講座単位取得証明書（再発
行）

学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2018年度 学術連携課 特別事業 平成３０年度　日本型教育の海外展開推進事業 学術部学術連携課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2018年度 共通 服務 平成３０年度旅行命令簿（学術連携課） 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2018年度 共通 服務 平成３０年度旅行命令簿（教職教育研究センター） 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2018年度 共通 服務 平成３０年度旅行命令簿（科学教育センター） 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2018年度 共通 服務 平成３０年度旅行命令簿（グローバルセンター）① 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2018年度 共通 服務 平成３０年度旅行命令簿（グローバルセンター）② 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄
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2018年度 共通 服務 平成３０年度出勤簿 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2018年度 共通 服務 平成３０年度休暇簿（学術連携課） 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2018年度 共通 服務 平成３０年度休暇簿（教員） 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2018年度 学術連携課 謝金 平成３０年度謝金（教職教育研究センター） 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2018年度 学術連携課 謝金 平成３０年度謝金（科学教育センター） 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2018年度 共通 服務 平成３０年度講師派遣依頼 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2018年度 共通 服務 平成３０年度勤務時間関係（各センター教員） 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2018年度 共通 服務 平成３０年度勤務時間関係（学術連携課） 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2018年度 学術連携課 学生宿舎 留学生宿舎 学術部学術連携課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2018年度 学術連携課 留学生 日本文化研修 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2018年度 学術連携課 留学生 平成３０年度チューター資料 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2018年度 学術連携課 留学生 平成３０国際交流行事・支援団体 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2018年度 学術連携課 国際 西日本３大学アメリカコンソーシアム 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2018年度 学術連携課 謝金 平成３０年度謝金関係 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2018年度 学術連携課 謝金 平成３０チューター謝金 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2018年度 学術連携課 予算 平成３０年度予算関係 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2018年度 学術連携課 派遣 交換留学（派遣） 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2018年度 学術連携課 派遣 ＪＩ海外旅行保険 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2018年度 学術連携課 派遣 海外短期研修 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2018年度 学術連携課 留学生 外国人留学生名簿 学術部学術連携課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 電子媒体：共有サーバー内 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2018年度 学術連携課 留学生 平成３０年度帰国旅費・延長申請 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2018年度 学術連携課 留学生 交換留学（受入） 学術部学術連携課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2018年度 学術連携課 留学生 国費留学生 学術部学術連携課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2018年度 学術連携課 留学生 平成３０年度各種証明書発行願 学術部学術連携課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2018年度 学術連携課 留学生 外国人留学生奨学金 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2018年度 学術連携課 留学生 学習奨励費 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2018年度 学術連携課 留学生 平成３０年度　修了式・新入生歓迎会 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2018年度 学術連携課 留学生 国費外国人留学生給与 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2018年度 学術連携課 留学生 在留資格認定証明書申請書 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2018年度 学術連携課 グローバルセンター グローバルセンター部門長会議 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄
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2018年度 共通 調査 学外への回答 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2018年度 共通 調査 ＪＡＳＳＯ留学生調査 学術部学術連携課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2018年度 共通 調査 学内への回答・学内関係 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2018年度 学術連携課 学生宿舎 社員寮（留学生支援企業協力推進協会） 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2018年度 学術連携課 国際 平成３０年度　タイ国ＲＵ関連 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2018年度 学術連携課 留学生 平成３０年度　在籍確認・奨学金支給 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2018年度 学術連携課 派遣 日本人学生奨学金 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2018年度 学術連携課 派遣 海外留学支援制度（調査・通知・申請）※ 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2018年度 学術連携課 派遣 海外留学支援制度（派遣・平成２９継続） 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2018年度 学術連携課 留学生 海外留学支援制度（受入） 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2018年度 学術連携課 派遣 海外留学支援制度（派遣） 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2018年度 学術連携課 広報 海外広報関係 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2018年度 学術連携課 学生宿舎 平成３０年度レオパレス法人契約 学術部学術連携課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2018年度 学術連携課 グローバルセンター グローバルセンター運営委員会 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2018年度 学術連携課 派遣 派遣時の危機管理 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2018年度 学術連携課 国際 外国の大学との交流協定 学術部学術連携課長 2019/4/1 永久 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室

2018年度 学術連携課 語学教育 平成３０年度　ＧＬＣに関するもの 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 外国語学習支援ルーム 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2018年度 学術連携課 国際
青少年教育施設を活用した国際交流事業
日タイ大学生招聘交流事業

学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2018年度 共通 会議 国際委員会 学術部学術連携課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2018年度 学術連携課 派遣 トビタテ 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2018年度 学術連携課 その他 平成３０年度　情報処理センター関連 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2018年度 学術連携課 留学生 インバウンド付帯学総 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2018年度 学術連携課 留学生 （国内）留学生向け進学ガイダンス 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2018年度 学術連携課 留学生 平成３０年度ＲＡ（レジデント・アシスタント）について 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2018年度 共通 会議 留学生教育専門委員会 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2018年度 学術連携課 謝金 平成３０　ＲＡ謝金 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2018年度 学術連携課 派遣 奨学金　債権発生通知・経費精算書 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2018年度 学術連携課 派遣 海外留学支援制度（短期語学研修） 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2018年度 共通 会議 国際教育専門委員会 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2018年度 学術連携課 国際 東アジア教員養成国際コンソーシアム（ＩＣＵＥ） 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄
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2018年度 学術連携課 謝金 出勤表（あ～た） 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2018年度 学術連携課 謝金 出勤表（な～わ） 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2018年度 共通 会議 国際連携専門委員会 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2018年度 学術連携課 その他 平成３０年度雑件綴 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2018年度 学術連携課 科学研究費 平成３０年度科学研究費助成事業関係① 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2018年度 学術連携課 科学研究費 平成３０年度科学研究費助成事業関係② 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2018年度 学術連携課 科学研究費 平成３０年度科学研究費助成事業関係③ 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2018年度 学術連携課 科学研究費 平成３０年度科学研究費研究計画調書 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2018年度 学術連携課 科学研究費 平成３０年度科学研究費分担金配分関係 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2018年度 学術連携課 科学研究費 平成３０年度科学研究費分担金（本学分担） 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2018年度 学術連携課 科学研究費 平成３０年度科学研究費補助金収支簿（本学代表） 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2018年度 学術連携課 科学研究費 平成３０年度厚生労働科学研究費補助金 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2018年度 学術連携課 学術奨励・研究助成 平成３０年度ＲＩ関係 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2018年度 学術連携課 学術奨励・研究助成 平成３０年度ガラスバッジ 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2018年度 学術連携課 学術奨励・研究助成 平成３０年度ひらめき☆ときめきサイエンス 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2018年度 学術連携課 学術奨励・研究助成 平成３０年度遺伝子組換え実験 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2018年度 学術連携課 学術奨励・研究助成 平成３０年度研究成果発表関係 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2018年度 学術連携課 学術奨励・研究助成 平成３０年度動物実験委員会 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2018年度 学術連携課 学術奨励・研究助成 平成３０年度倫理委員会 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2018年度 学術連携課 学術奨励・研究助成 平成３０年度イノベーションジャパン 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2018年度 学術連携課 調査 平成３０年度調査関係① 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2018年度 学術連携課 調査 平成３０年度調査関係② 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2018年度 学術連携課 会議 平成３０年度国際交流・研究推進室 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2018年度 学術連携課 予算 平成３０年度学内予算関係 学術部学術連携課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2018年度 学術連携課 会議 平成３０年度諸会議等 学術部学術連携課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2018年度 学術連携課 産学連携 平成３０年度助成金 学術部学術連携課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2018年度 学術連携課 産学連携 平成３０年度共同研究 学術部学術連携課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2018年度 学術連携課 産学連携 平成３０年度受託研究 学術部学術連携課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2018年度 学術連携課 産学連携 平成３０年度受託事業 学術部学術連携課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2018年度 学術連携課 産学連携 平成３０年度寄附金 学術部学術連携課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄
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2018年度 学術連携課 内地研究員 平成３０年度研究者受入 学術部学術連携課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2017年度 学術連携課 行事・儀式 平成２９年度セミナー・フォーラム開催等関係綴 学術部附属学校課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 センター１階事務室内 学術部学術連携課長 学校安全推進センター 廃棄

2017年度 学術連携課 会議 平成２９年度センター協議会・運営委員会・倫理委員会 学術部附属学校課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 センター１階事務室内 学術部学術連携課長 学校安全推進センター 廃棄

2017年度 学術連携課 服務 平成２９年度出勤簿 学術部附属学校課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 センター１階事務室内 学術部学術連携課長 学校安全推進センター 廃棄

2017年度 学術連携課 服務 平成２９年度勤務時間報告書 学術部附属学校課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 センター１階事務室内 学術部学術連携課長 学校安全推進センター 廃棄

2017年度 学術連携課 服務 平成２９年度休暇簿・欠勤届・休日振替簿 学術部附属学校課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 センター１階事務室内 学術部学術連携課長 学校安全推進センター 廃棄

2017年度 学術連携課 服務 平成２９年度兼業・講師依頼 学術部附属学校課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 センター１階事務室内 学術部学術連携課長 学校安全推進センター 廃棄

2017年度 学術連携課 その他 平成２９年度照会文書綴 学術部附属学校課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 センター１階事務室内 学術部学術連携課長 学校安全推進センター 廃棄

2017年度 学術連携課 その他 平成２９年度センター人事 学術部附属学校課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 センター１階事務室内 学術部学術連携課長 学校安全推進センター 廃棄

2017年度 学術連携課 その他 平成２９年度購入依頼書 学術部附属学校課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 センター１階事務室内 学術部学術連携課長 学校安全推進センター 廃棄

2017年度 学術連携課 その他 平成２９年度印刷物・営繕工事・会議費 学術部附属学校課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 センター１階事務室内 学術部学術連携課長 学校安全推進センター 廃棄

2017年度 学術連携課 その他 平成２９年度防火管理者関係 学術部附属学校課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 センター１階事務室内 学術部学術連携課長 学校安全推進センター 廃棄

2017年度 学術連携課 会計伝票 平成２９年度謝金 学術部附属学校課長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 センター１階事務室内 学術部学術連携課長 学校安全推進センター 廃棄

2017年度 学術連携課 会計伝票 平成２９年度旅行命令伺 学術部附属学校課長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 センター１階事務室内 学術部学術連携課長 学校安全推進センター 廃棄

2017年度 学術連携課 会計伝票 平成２９年度出納職員関係 学術部附属学校課長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 センター１階事務室内 学術部学術連携課長 学校安全推進センター 廃棄

2017年度 学術連携課 会計伝票 平成２９年度役務依頼書・タクシーチケット受払簿 学術部附属学校課長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 センター１階事務室内 学術部学術連携課長 学校安全推進センター 廃棄

2017年度 学術連携課 地域連携 平成２９年度　案内等（雑） 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2017年度 学術連携課 科学教育センター 平成２９年度　科学教育センター 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2017年度 学術連携課 地域連携
平成２９年度　免許法認定公開講座単位取得証明書（再発
行）

学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2017年度 学術連携課 予算 平成２９年度　予算 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2017年度 学術連携課 認定講座 平成２９年度　小学校英語化に向けた専門性向上事業 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2017年度 学術連携課 教職教育研究センター
平成２９年度　学校の組織的研究力向上に資する大学との共
同研究事業

学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2017年度 学術連携課 教職教育研究センター 平成２９年度　識字日本語研究集会 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2017年度 共通 服務 平成２９年度勤務時間関係（学術連携課） 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2017年度 共通 服務 平成２９年度勤務時間関係（各センター教員） 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2017年度 共通 服務 平成２９年度講師派遣依頼 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2017年度 学術連携課 謝金 平成２９年度謝金（科学教育センター） 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2017年度 学術連携課 謝金 平成２９年度謝金（教職教育研究センター） 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2017年度 共通 服務 平成２９年度出勤簿 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2017年度 共通 服務 平成２９年度旅行命令簿（科学教育センター） 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄
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2017年度 共通 服務 平成２９年度旅行命令簿（学術連携課） 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2017年度 共通 服務 平成２９年度旅行命令簿（教職教育研究センター）① 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2017年度 共通 服務 平成２９年度旅行命令簿（教職教育研究センター）② 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2017年度 共通 服務 平成２９年度旅行命令簿（国際センター）① 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2017年度 共通 服務 平成２９年度旅行命令簿（国際センター）② 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2017年度 共通 服務 平成２９年度休暇簿 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2017年度 学術連携課 国際 平成２９年度ＪＩＣＡアフガン 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2017年度 学術連携課 科学研究費 平成２９年度科学研究費分担者承諾書（本学代表） 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2017年度 学術連携課 科学研究費 平成２９年度科学研究費補助金収支簿（本学代表） 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2017年度 学術連携課 科学研究費 平成２９年度研究倫理教育 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2017年度 学術連携課 科学研究費 平成２９年度厚生労働科学研究費補助金 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2017年度 学術連携課 学術奨励・研究助成 平成２９年度ＲＩ関係 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2017年度 学術連携課 学術奨励・研究助成 平成２９年度イノベーションジャパン 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2017年度 学術連携課 学術奨励・研究助成 平成２９年度ひらめき☆ときめきサイエンス 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2017年度 学術連携課 学術奨励・研究助成 平成２９年度遺伝子組換え実験 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2017年度 学術連携課 科学研究費 平成２９年度科学研究費助成事業関係 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2017年度 学術連携課 科学研究費 平成２９年度科学研究費研究計画調書 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2017年度 学術連携課 科学研究費 平成２９年度科学研究費分担金（本学分担） 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2017年度 学術連携課 科学研究費 平成２９年度科学研究費分担金配分関係 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2017年度 学術連携課 学術奨励・研究助成 平成２９年度研究成果発表会 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2017年度 学術連携課 その他 平成２９年度雑件綴 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2017年度 学術連携課 調査 平成２９年度調査関係 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2017年度 学術連携課 学術奨励・研究助成 平成２９年度動物実験委員会 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2017年度 学術連携課 学術奨励・研究助成 平成２９年度倫理委員会 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2017年度 学術連携課 会議 平成２９年度諸会議等 学術部学術連携課長 2018/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2017年度 学術連携課 産学連携 平成２９年度受託事業 学術部学術連携課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2017年度 学術連携課 産学連携 平成２９年度受託事業（シナノケンシ） 学術部学術連携課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2017年度 学術連携課 産学連携 平成２９年度エネルギー・環境新技術先導プログラム 学術部学術連携課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2017年度 学術連携課 内地研究員 平成２９年度研究者受入 学術部学術連携課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2017年度 学術連携課 産学連携 平成２９年度寄附金 学術部学術連携課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄
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2017年度 学術連携課 産学連携 平成２９年度共同研究 学術部学術連携課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2017年度 学術連携課 産学連携 平成２９年度受託研究 学術部学術連携課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2017年度 学術連携課 産学連携 平成２９年度助成金 学術部学術連携課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2017年度 学術連携課 留学生 （国内）留学生向け進学ガイダンス 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2017年度 学術連携課 留学生 ＧＴＮ民間アパート入居保証制度 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2017年度 学術連携課 会議 Ｈ２９　国際交流委員会 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2017年度 学術連携課 調査 Ｈ２９学内への回答 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2017年度 学術連携課 国際 Ｈ２９国際交流行事・支援団体 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2017年度 学術連携課 謝金 Ｈ２９チューター謝金 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2017年度 学術連携課 謝金 Ｈ２９チューター出勤表（あーた） 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2017年度 学術連携課 謝金 Ｈ２９チューター出勤表（なーわ） 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2017年度 学術連携課 国際 Ｈ２９年度　ＧＬＣに関するもの 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2017年度 学術連携課 留学生 Ｈ２９年度　修了式・新入生歓迎会 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2017年度 学術連携課 国際 Ｈ２９年度　タイ国ＲＵ関連 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2017年度 学術連携課 留学 Ｈ２９年度　派遣時の危機管理 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2017年度 学術連携課 留学生 Ｈ２９年度　海外留学支援制度（受入） 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2017年度 学術連携課 留学生 Ｈ２９年度　海外留学支援制度（派遣） 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2017年度 学術連携課 留学生 Ｈ２９年度ＲＡ（レジデント・アシスタント）について 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2017年度 学術連携課 謝金 Ｈ２９年度謝金関係 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2017年度 学術連携課 国際 Ｈ２９年度チューター資料 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2017年度 学術連携課 予算 Ｈ２９年度予算関係 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2017年度 学術連携課 学生宿舎 Ｈ２９年度レオパレス法人契約 学術部学術連携課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2017年度 学術連携課 会議 Ｈ２９年度　グローバルセンター部門長会議 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2017年度 学術連携課 会議 Ｈ２９年度　国際センター運営委員会 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2017年度 学術連携課 留学 Ｈ２９年度派遣 学術部学術連携課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2017年度 学術連携課 留学生 Ｈ２９年度各種証明書発行願 学術部学術連携課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2017年度 学術連携課 留学生 Ｈ２９年度帰国旅費・延長申請 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2017年度 学術連携課 留学生 Ｈ２９年度短期受入 学術部学術連携課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2017年度 学術連携課 調査 ＪＡＳＳＯ留学生調査 学術部学術連携課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2017年度 学術連携課 留学 ＪＩ海外旅行保険 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

257/398



作成・取得
年度

大分類 中分類
法人文書ファイル名

（小分類）
作成・取得時の

文書管理者
保存期間
の起算日

保存期間
保存期間の
満了する日

媒体の種別 保存場所
現状の

文書管理者
保有担当
係等名称

保存期間が満
了したときの措

置

2017年度 学術連携課 留学生 インバウンド付帯学総 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2017年度 学術連携課 留学生 海外広報関係 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2017年度 学術連携課 留学生 外国人留学生奨学金 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2017年度 学術連携課 国際 外国の大学との交流協定 学術部学術連携課長 2018/4/1 永久 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室

2017年度 学術連携課 学生宿舎 学外宿舎（社員寮等） 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2017年度 学術連携課 調査 学外への回答 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2017年度 学術連携課 留学生 国費外国人留学生給与 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2017年度 学術連携課 留学生 国費留学生 学術部学術連携課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2017年度 学術連携課 留学生 在留資格認定証明書申請書 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2017年度 学術連携課 留学生 私費外国人留学生奨学金等推薦選考会議 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2017年度 学術連携課 国際
青少年教育施設を活用した国際交流事業
日タイ大学生招聘交流事業

学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2017年度 学術連携課 会議 第１回留学生教育専門委員会 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2017年度 学術連携課 国際 大学改革推進事業　外国語学習支援ルーム 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2017年度 学術連携課 留学 トビタテ留学ＪＡＰＡＮ日本代表プログラム 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2017年度 学術連携課 国際 西日本３大学アメリカコンソーシアム 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2017年度 学術連携課 留学 日本人学生奨学金 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2017年度 学術連携課 国際 日本文化研修 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2017年度 学術連携課 留学生 平成２９年度　在籍確認・奨学金支給 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2017年度 学術連携課 その他 平成２９年度　情報処理センター関連 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2017年度 学術連携課 会議 平成２９年度　留学生推薦選考会議 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2017年度 学術連携課 謝金 平成２９年度ＲＡ謝金 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2017年度 学術連携課 学生宿舎 山本国際学生宿舎維持管理業務 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2017年度 学術連携課 留学生 海外留学支援制度（Ｈ２７継続） 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2017年度 学術連携課 留学生 海外留学支援制度（調査・通知・交換留学） 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2017年度 学術連携課 留学生 外国人留学生名簿 学術部学術連携課長 2018/4/1 10年 2028/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2017年度 学術連携課 留学生 学習奨励費 学術部学術連携課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2016年度 学術連携課 会計伝票 平成２８年度旅行命令伺 学術部附属学校課長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 センター１階事務室内 学術部学術連携課長 学校安全推進センター 廃棄

2016年度 学術連携課 会計伝票 平成２８年度謝金 学術部附属学校課長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 センター１階事務室内 学術部学術連携課長 学校安全推進センター 廃棄

2016年度 学術連携課 会計伝票 平成２８年度役務依頼書・タクシーチケット受払簿 学術部附属学校課長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 センター１階事務室内 学術部学術連携課長 学校安全推進センター 廃棄

2016年度 学術連携課 会計伝票 平成２８年度出納職員関係 学術部附属学校課長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 センター１階事務室内 学術部学術連携課長 学校安全推進センター 廃棄
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2016年度 学術連携課 特別事業 平成２８年度ＨＡＴＯ　ＣＳＴ養成による理科教育活性化 学術部学術連携課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課倉庫 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2016年度 学術連携課 特別事業
平成２８年度ＨＡＴＯ理科離れ克服の科学・ものづくり教育の
推進チーム

学術部学術連携課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課倉庫 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2016年度 学術連携課 特別事業 平成２８年度社会教育主事講習 学術部学術連携課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課倉庫 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2016年度 学術連携課 特別事業 平成２８年度社会教育主事講習報告書 学術部学術連携課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課倉庫 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2016年度 学術連携課 特別事業 平成２８年度社会教育主事講習申込 学術部学術連携課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課倉庫 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2016年度 学術連携課 産学連携 平成２８年度受託事業 学術部学術連携課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2016年度 学術連携課 産学連携 平成２８年度受託事業（シナノケンシ） 学術部学術連携課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2016年度 学術連携課 産学連携 平成２８年度エネルギー・環境新技術先導プログラム 学術部学術連携課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2016年度 学術連携課 内地研究員 平成２８年度研究者受入 学術部学術連携課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2016年度 学術連携課 産学連携 平成２８年度寄附金 学術部学術連携課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2016年度 学術連携課 産学連携 平成２８年度共同研究 学術部学術連携課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2016年度 学術連携課 産学連携 平成２８年度受託研究 学術部学術連携課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2016年度 学術連携課 会議 平成２８年度諸会議等 学術部学術連携課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2016年度 学術連携課 産学連携 平成２８年度助成金 学術部学術連携課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2016年度 学術連携課 国際 Ｈ２８年度外国の大学との交流協定 学術部学術連携課長 2017/4/1 永久 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室

2016年度 学術連携課 学生宿舎 Ｈ２８年度柏原キャンパス留学生宿舎インターネット整備 学術部学術連携課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2016年度 学術連携課 学生宿舎 Ｈ２８年度レオパレス法人契約 学術部学術連携課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2016年度 学術連携課 留学 Ｈ２８年度派遣 学術部学術連携課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2016年度 学術連携課 留学生 Ｈ２８年度各種証明書発行願 学術部学術連携課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2016年度 学術連携課 留学生 Ｈ２８年度短期受入 学術部学術連携課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2016年度 学術連携課 調査 ＪＡＳＳＯ留学生調査 学術部学術連携課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2016年度 学術連携課 留学生 国費留学生 学術部学術連携課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2016年度 学術連携課 学生宿舎 留学生宿舎　入居申請 学術部学術連携課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2016年度 学術連携課 留学生 外国人留学生名簿 学術部学術連携課長 2017/4/1 10年 2027/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2015年度 学術連携課 会計伝票 平成２７年度旅行命令伺 学術部附属学校課長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 センター１階事務室内 学術部学術連携課長 学校安全推進センター 廃棄

2015年度 学術連携課 会計伝票 平成２７年度謝金 学術部附属学校課長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 センター１階事務室内 学術部学術連携課長 学校安全推進センター 廃棄

2015年度 学術連携課 会計伝票 平成２７年度役務依頼書・タクシーチケット受払簿 学術部附属学校課長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 センター１階事務室内 学術部学術連携課長 学校安全推進センター 廃棄

2015年度 学術連携課 その他 平成２７年度出納職員関係 学術部附属学校課長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 センター１階事務室内 学術部学術連携課長 学校安全推進センター 廃棄

2015年度 学術連携課 特別事業 平成２７年度社会教育主事講習 学術部学術連携課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課倉庫 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2015年度 学術連携課 特別事業
平成２７年度ＨＡＴＯ理科離れ克服の科学・ものづくり教育の
推進チーム

学術部学術連携課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課倉庫 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄
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2015年度 学術連携課 産学連携 平成２７年度受託事業 学術部学術連携課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2015年度 学術連携課 内地研究員 平成２７年度研究者受入 学術部学術連携課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2015年度 学術連携課 産学連携 平成２７年度寄附金 学術部学術連携課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2015年度 学術連携課 産学連携 平成２７年度共同研究 学術部学術連携課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2015年度 学術連携課 産学連携 平成２７年度受託研究 学術部学術連携課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2015年度 学術連携課 会議 平成２７年度諸会議等 学術部学術連携課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2015年度 学術連携課 産学連携 平成２７年度助成金 学術部学術連携課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2015年度 学術連携課 学生宿舎 Ｈ２７　留学生宿舎（柏原Ｃ）　インターネット整備 学術部学術連携課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 Ｂ３棟１階倉庫 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2015年度 学術連携課 学生宿舎 Ｈ２７　レオパレス物件契約 学術部学術連携課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 Ｂ３棟１階倉庫 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2015年度 学術連携課 規程 Ｈ２７規則の制定・改廃に関するもの 学術部学術連携課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 Ｂ３棟１階倉庫 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2015年度 学術連携課 留学生 Ｈ２７年度各種証明書発行願 学術部学術連携課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 Ｂ３棟１階倉庫 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2015年度 学術連携課 留学生 Ｈ２７年度短期受入 学術部学術連携課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 Ｂ３棟１階倉庫 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2015年度 学術連携課 留学 Ｈ２７年度派遣 学術部学術連携課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 Ｂ３棟１階倉庫 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2015年度 学術連携課 学生宿舎 Ｈ２７年度留学生宿舎運営会議 学術部学術連携課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 Ｂ３棟１階倉庫 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2015年度 学術連携課 留学生 平成２７年度外国人留学生名簿 学術部学術連携課長 2016/4/1 10年 2026/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

Ｂ３棟１階倉庫 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2014年度 学術連携課 特別事業 ＯｍｅｌｅｔＰｒｏｊｅｃｔ　大阪教育大学資料 学術部学術連携課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 天王寺キャンパス　東館113号室 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2014年度 学術連携課 特別事業 ＯｍｅｌｅｔＰｒｏｊｅｃｔ　ミーティング資料 学術部学術連携課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 天王寺キャンパス　東館113号室 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2014年度 学術連携課 特別事業 アプリル関係書類（仕様書　提出書類等） 学術部学術連携課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 天王寺キャンパス　東館113号室 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2014年度 学術連携課 特別事業 想通開発関係（仕様書　提出書類等） 学術部学術連携課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 天王寺キャンパス　東館113号室 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2014年度 学術連携課 特別事業
障害のある児童生徒の学習上の支援機器等教材開発【文科
省資料】

学術部学術連携課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 天王寺キャンパス　東館113号室 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2014年度 学術連携課 特別事業
平成２６年度ＨＡＴＯ理科離れ克服の科学・ものづくり教育の
推進チーム

学術部学術連携課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課倉庫 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2014年度 学術連携課 特別事業
平成２６年度障害のある児童生徒の学習上の支援機器等教材
開発

学術部学術連携課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課倉庫 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2014年度 学術連携課 特別事業
平成２６年度障害のある児童生徒の学習上の支援機器等教材
開発報告書

学術部学術連携課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課倉庫 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2014年度 学術連携課 特別事業 平成２６年度教員研修モデルカリキュラム開発プログラム 学術部学術連携課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課倉庫 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2014年度 学術連携課 地域連携 平成２６年度地域連携室 学術部学術連携課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課倉庫 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2014年度 学術連携課 特別事業 平成２６年度理数系教員養成拠点構築事業 学術部学術連携課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課倉庫 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2014年度 学術連携課 特別事業 平成２６年度理数系教員養成拠点構築事業謝金 学術部学術連携課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課倉庫 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2014年度 学術連携課 特別事業 平成２６年度理数系教員養成拠点構築事業旅費 学術部学術連携課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課倉庫 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2014年度 学術連携課 認定講座 平成２６年度免許法認定講習公開講座（課程認定・成績関係） 学術部学術連携課長 2015/4/1 永久 紙 Ｂ３棟１階倉庫 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係

2014年度 学術連携課 会計伝票 平成２６年度旅行命令伺 学術部附属学校課長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 センター１階事務室内 学術部学術連携課長 学校安全推進センター 廃棄
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2014年度 学術連携課 会計伝票 平成２６年度謝金 学術部附属学校課長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 センター１階事務室内 学術部学術連携課長 学校安全推進センター 廃棄

2014年度 学術連携課 会計伝票 平成２６年度タクシーチケット受払簿 学術部附属学校課長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 センター１階事務室内 学術部学術連携課長 学校安全推進センター 廃棄

2014年度 学術連携課 会計伝票 平成２６年度現金領収書受払簿 学術部附属学校課長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 センター１階事務室内 学術部学術連携課長 学校安全推進センター 廃棄

2014年度 学術連携課 会計伝票 平成２６年度入金実績リスト・振替伝票 学術部附属学校課長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 センター１階事務室内 学術部学術連携課長 学校安全推進センター 廃棄

2014年度 学術連携課 産学連携 平成２６年度受託事業 学術部学術連携課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2014年度 学術連携課 内地研究員 平成２６年度研究者受入 学術部学術連携課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2014年度 学術連携課 産学連携 平成２６年度共同研究 学術部学術連携課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2014年度 学術連携課 産学連携 平成２６年度受託研究 学術部学術連携課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2014年度 学術連携課 会議 平成２６年度諸会議等 学術部学術連携課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2014年度 学術連携課 産学連携 平成２６年度助成金 学術部学術連携課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2014年度 学術連携課 産学連携 平成２６年度奨学寄附金 学術部学術連携課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2014年度 学術連携課 産学連携 平成２６年度申請関係 学術部学術連携課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2014年度 学術連携課 留学生 Ｈ２６年度　留学フェア（国内・海外） 学術部学術連携課長 2015/4/1 5年 2025/3/31 紙 Ｂ３棟１階倉庫 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2014年度 学術連携課 留学生 Ｈ２６年度各種証明書発行願 学術部学術連携課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 Ｂ３棟１階倉庫 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2014年度 学術連携課 留学生 Ｈ２６年度帰国旅費・延長申請 学術部学術連携課長 2015/4/1 5年 2025/3/31 紙 Ｂ３棟１階倉庫 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2014年度 学術連携課 留学 Ｈ２７年度派遣 学術部学術連携課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 Ｂ３棟１階倉庫 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2014年度 学術連携課 留学生 Ｈ２７年度短期受入 学術部学術連携課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 Ｂ３棟１階倉庫 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2014年度 学術連携課 留学生 国費留学生 学術部学術連携課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 Ｂ３棟１階倉庫 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2014年度 学術連携課 留学生 在留資格認定証明書申請書 学術部学術連携課長 2015/4/1 5年 2025/3/31 紙 Ｂ３棟１階倉庫 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2014年度 学術連携課 留学生 修了証書 学術部学術連携課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 Ｂ３棟１階倉庫 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2014年度 学術連携課 学生宿舎 留学生借上（ＵＲ） 学術部学術連携課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 Ｂ３棟１階倉庫 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2014年度 学術連携課 学生宿舎 留学生宿舎　入居申請 学術部学術連携課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 Ｂ３棟１階倉庫 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2014年度 学術連携課 学生宿舎
留学生山本宿舎（職員宿舎を留学生宿舎として活用するため
に）

学術部学術連携課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 Ｂ３棟１階倉庫 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2014年度 共通 会議 平成２６年度　国際交流委員会 学術部学術連携課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 Ｂ３棟１階倉庫 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2013年度 学術連携課 特別事業 平成２５年度教員研修モデルカリキュラム開発プログラム 学術部学術連携課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課倉庫 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2013年度 学術連携課 特別事業 平成２５年度理数系教員養成拠点構築事業 学術部学術連携課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課倉庫 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2013年度 学術連携課 特別事業 平成２５年度理数系教員養成拠点構築事業謝金 学術部学術連携課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課倉庫 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2013年度 学術連携課 特別事業 平成２５年度理数系教員養成拠点構築事業旅費 学術部学術連携課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課倉庫 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2013年度 学術連携課 規程 平成２５年度規程制定・改廃 学術部学術連携課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課倉庫 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2013年度 学術連携課 認定講座 平成２５年度免許法認定講習公開講座（課程認定・成績関係） 学術部学術連携課長 2014/4/1 永久 紙 Ｂ３棟１階倉庫 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係
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2013年度 学術連携課 産学連携 平成２５年度寄附金調査 学術部学術連携課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課倉庫 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2013年度 学術連携課 産学連携 平成２５年度助成金 学術部学術連携課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課倉庫 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2013年度 学術連携課 産学連携 平成２５年度共同研究 学術部学術連携課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課倉庫 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2013年度 学術連携課 内地研究員 平成２５年度研究員 学術部学術連携課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課倉庫 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2013年度 学術連携課 産学連携 平成２５年度受託研究 学術部学術連携課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課倉庫 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2013年度 学術連携課 会議 平成２５年度諸会議等 学術部学術連携課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課倉庫 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2013年度 学術連携課 産学連携 平成２５年度奨学寄附金 学術部学術連携課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課倉庫 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2013年度 学術連携課 産学連携 平成２５年度申請関係 学術部学術連携課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課倉庫 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2013年度 学術連携課 留学生 Ｈ２５年度ダブル・ディグリープログラム 学術部学術連携課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 Ｂ３棟１階倉庫 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2013年度 学術連携課 留学生 Ｈ２５年度国費留学生 学術部学術連携課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 Ｂ３棟１階倉庫 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2013年度 学術連携課 留学生 Ｈ２５年度短期受入 学術部学術連携課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 Ｂ３棟１階倉庫 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2013年度 学術連携課 留学 Ｈ２５年度短期派遣 学術部学術連携課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 Ｂ３棟１階倉庫 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2013年度 学術連携課 会議 平成２５年度　国際交流委員会 学術部学術連携課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 Ｂ３棟１階倉庫 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2013年度 学術連携課 留学生 平成２５年度外国人留学生名簿 学術部学術連携課長 2014/4/1 10年 2024/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

Ｂ３棟１階倉庫 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2012年度 学術連携課 特別事業 平成２４年度理数系教員養成拠点構築事業（１月～３月） 学術部学術連携課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課倉庫 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2012年度 学術連携課 特別事業 平成２４年度理数系教員養成拠点構築事業（４月～１２月） 学術部学術連携課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課倉庫 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2012年度 学術連携課 特別事業 平成２４年度理数系教員養成拠点構築事業謝金 学術部学術連携課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課倉庫 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2012年度 学術連携課 特別事業 平成２４年度理数系教員養成拠点構築事業旅費 学術部学術連携課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課倉庫 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2012年度 学術連携課 規程 平成２４年度規程制定・改廃 学術部学術連携課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課倉庫 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2012年度 学術連携課 認定講座 平成２４年度免許法認定講習公開講座（課程認定・成績関係） 学術部学術連携課長 2013/4/1 永久 紙 Ｂ３棟１階倉庫 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係

2012年度 学術連携課 産学連携 平成２４年度共同研究関係 学術部学術連携課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課倉庫 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2012年度 学術連携課 内地研究員 平成２４年度研究員関係 学術部学術連携課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課倉庫 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2012年度 学術連携課 産学連携 平成２４年度受託研究関係 学術部学術連携課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課倉庫 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2012年度 学術連携課 産学連携 平成２４年度奨学寄附金関係 学術部学術連携課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課倉庫 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2012年度 学術連携課 産学連携 平成２４年度申請関係 学術部学術連携課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課倉庫 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2012年度 学術連携課 留学生 Ｈ２４（２０１２）日研生・教研生ガイドブック 学術部学術連携課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
共通講義棟（Ａ棟）学術連携課国際係
室内

学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2012年度 学術連携課 留学生 Ｈ２４年度　留学フェア（国内・海外） 学術部学術連携課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
共通講義棟（Ａ棟）学術連携課国際係
室内

学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2012年度 学術連携課 留学生 Ｈ２４年度各種証明書発行願 学術部学術連携課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
共通講義棟（Ａ棟）学術連携課国際係
室内

学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2012年度 学術連携課 留学生 Ｈ２４年度帰国旅費・延長申請 学術部学術連携課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
共通講義棟（Ａ棟）学術連携課国際係
室内

学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2012年度 学術連携課 留学生 Ｈ２４年度国費留学生受入 学術部学術連携課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
共通講義棟（Ａ棟）学術連携課国際係
室内

学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄
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2012年度 学術連携課 留学生 Ｈ２４年度短期受入 学術部学術連携課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
共通講義棟（Ａ棟）学術連携課国際係
室内

学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2012年度 学術連携課 留学 Ｈ２４年度派遣 学術部学術連携課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
共通講義棟（Ａ棟）学術連携課国際係
室内

学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2012年度 学術連携課 国際 海外交流協定　　ビクトリア大学 学術部学術連携課長 2013/2/6 永久 紙 事務室 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室

2012年度 学術連携課 国際 海外交流協定　　ライプツィヒ大学教育学部 学術部学術連携課長 2013/3/12 永久 紙 事務室 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室

2012年度 学術連携課 国際 海外交流協定　　忠南大学校 学術部学術連携課長 2013/3/21 永久 紙 事務室 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室

2012年度 学術連携課 留学生 在留資格認定証明書申請書 学術部学術連携課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
共通講義棟（Ａ棟）学術連携課国際係
室内

学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2012年度 学術連携課 留学生 修了証書 学術部学術連携課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
共通講義棟（Ａ棟）学術連携課国際係
室内

学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2012年度 学術連携課 会議 平成２４年度　国際交流委員会 学術部学術連携課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2012年度 学術連携課 留学生 平成２４年度外国人留学生名簿 学術部学術連携課長 2013/4/1 10年 2023/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

共通講義棟（Ａ棟）学術連携課国際係
室内

学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2012年度 学術連携課 学生宿舎
留学生山本宿舎（職員宿舎を留学生宿舎として活用するため
に）

学術部学術連携課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
共通講義棟（Ａ棟）学術連携課国際係
室内

学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2012年度 学術連携課 学生宿舎 留学生借上（ＵＲ） 学術部学術連携課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
共通講義棟（Ａ棟）学術連携課国際係
室内

学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2012年度 学術連携課 調査 留学生調査 学術部学術連携課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
共通講義棟（Ａ棟）学術連携課国際係
室内

学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2011年度 学術連携課 国際 海外交流協定　　釜山教育大学校 学術部学術連携課長 2011/6/15 永久 紙 Ｂ３棟１階倉庫 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室

2011年度 学術連携課 規程 平成２３年度規程制定・改廃 学術連携課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課倉庫 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2011年度 学術連携課 認定講座 平成２３年度免許法認定講習公開講座（課程認定・成績関係） 学術連携課長 2012/4/1 永久 紙 Ｂ３棟１階倉庫 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係

2011年度 学術連携課 国際 清州大学校 学術部学術連携課長 2012/4/1 永久 紙
共通講義棟（Ａ棟）学術連携課国際係
室内

学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室

2011年度 学術連携課 国際 公州大学校 学術部学術連携課長 2012/4/1 永久 紙
共通講義棟（Ａ棟）学術連携課国際係
室内

学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室

2011年度 学術連携課 国際 海外交流協定　　インドネシア芸術大学ジョクジャカルタ校 学術部学術連携課長 2011/9/21 永久 紙 Ｂ３棟１階倉庫 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室

2011年度 学術連携課 国際 海外交流協定　　ボンド大学 学術部学術連携課長 2012/2/8 永久 紙 Ｂ３棟１階倉庫 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室

2010年度 学術連携課 認定講座
平成２２年度免許法認定講習公開講座関係（課程認定・成績
関係）

学術連携課　地域連携
係

2010/4/1 永久 紙 Ｂ３棟１階倉庫 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係

2010年度 学術連携課 外国人留学生 平成２２年度外国人留学生名簿 学術連携課　国際係 2010/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務室 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2009年度 学術連携課 職務発明 発明・特許（藤田　修）１０－２
学術連携課　地域連携
係

2009/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2009年度 学術連携課 職務発明 発明・特許（藤田　修）１４
学術連携課　地域連携
係

2009/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2009年度 学術連携課 外国人留学生 平成２１年度外国人留学生名簿 学術連携課　国際係 2009/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務室 学術部学術連携課長 学術部学術連携課国際室 廃棄

2008年度 学術連携課 地域連携 連携協定書関係
国際交流研究協力課
社会連携係

2008/10/1
5年
（協定失効後）

紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係 廃棄

2008年度 学術連携課 職務発明 発明・特許（織田博則）１３
国際交流研究協力課
社会連携係

2008/7/1 30年 2039/6/30 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2007年度 学術連携課 認定講座
平成１９年度～免許法認定講習公開講座関係（課程認定・成
績関係）

国際交流研究協力課
社会連携係

2007/7/1 永久 紙 Ｂ３棟１階倉庫 学術部学術連携課長 学術部学術連携課社会連携係

2007年度 学術連携課 職務発明 発明・特許（辻岡　強）１２
国際交流研究協力課
社会連携係

2007/7/1 30年 2038/6/30 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2006年度 学術連携課 職務発明 発明・特許（谷　敬太）７
国際交流研究協力課
社会連携係

2006/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2006年度 学術連携課 職務発明 発明・特許（辻岡　強）６
国際交流研究協力課
社会連携係

2006/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄
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2006年度 学術連携課 職務発明 発明・特許（辻岡　強）８
国際交流研究協力課
社会連携係

2006/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2006年度 学術連携課 職務発明 発明・特許（横井邦彦）５
国際交流研究協力課
社会連携係

2006/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2006年度 学術連携課 職務発明 発明・特許（辻岡　強）９
国際交流研究協力課
社会連携係

2006/8/1 30年 2037/8/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2006年度 学術連携課 職務発明 発明・特許（谷　敬太）１１
国際交流研究協力課
社会連携係

2006/9/1 30年 2037/9/30 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2006年度 学術連携課 職務発明 発明・特許（藤田　修）１０－１
国際交流研究協力課
社会連携係

2006/9/1 30年 2037/9/30 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2006年度 学術連携課 職務発明 知的財産ポリシー関係
国際交流研究協力課
社会連携係

2006/5/1 永久 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係

2005年度 学術連携課 職務発明 発明・特許（辻岡　強）３
国際交流研究協力課
社会連携係

2005/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2005年度 学術連携課 職務発明 発明・特許（辻岡　強）４
国際交流研究協力課
社会連携係

2005/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2005年度 学術連携課 職務発明 発明・特許（辻岡　強）ＮＯ１－２
国際交流研究協力課
社会連携係

2005/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2004年度 学術連携課 商標 商標関係
国際交流研究協力課
社会連携係

2004/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2004年度 学術連携課 職務発明 発明・特許（辻岡　強）ＮＯ１－１ 総務課研究協力係 2004/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2004年度 学術連携課 職務発明 発明・特許（野田　文子）２ 総務課研究協力係 2004/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務局棟２階学術連携課室内 学術部学術連携課長 学術部学術連携課研究協力係 廃棄

2021年度 学術情報課 情報基盤センター パスワード再発行申請書（令和3年度）
学術部学術情報課情報
企画室長

2022/4/1 1年 2023/3/31 紙 情報処理センター管理室 学術部学術情報課長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2021年度 学術情報課 調査 令和3年度発送文書（調査・礼状） 学術部学術情報課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 図書館3階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2020年度 学術情報課 研修 令和2年度研修 学術部学術情報課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 図書館3階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2020年度 学術情報課 調査 令和2年度発送文書（調査・礼状） 学術部学術情報課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 図書館3階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2019年度 学術情報課 研修 平成31年度研修 学術部学術情報課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 図書館3階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2019年度 学術情報課 調査 平成31年度発送文書（調査・礼状） 学術部学術情報課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 図書館3階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2021年度 学術情報課 会議 令和3年度附属図書館運営委員会 学術部学術情報課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 図書館3階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2021年度 学術情報課 規程 令和3年度図書館関係規程綴 学術部学術情報課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 図書館3階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2021年度 学術情報課 会議 令和3年度図書系学外会議 学術部学術情報課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 図書館3階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2021年度 学術情報課 調査 令和3年度図書系調査 学術部学術情報課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 図書館3階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2021年度 学術情報課 その他 令和3年度非常勤職員採用（依頼） 学術部学術情報課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 図書館3階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2021年度 学術情報課 服務
令和3年度勤務時間等記録簿・勤務時間報告（含む休暇簿・
振替簿）

学術部学術情報課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2021年度 学術情報課 謝金 令和3年度謝金 学術部学術情報課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2021年度 学術情報課 服務 令和3年度旅行命令簿 学術部学術情報課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2021年度 学術情報課 会計伝票 令和3年度予算執行振替伝票 学術部学術情報課長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2021年度 学術情報課 債権管理 令和3年度相殺外債権管理関係 学術部学術情報課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 図書館3階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2021年度 学術情報課 収入支出 令和3年度相殺・現金収入（本館） 学術部学術情報課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 図書館3階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2021年度 学術情報課 収入支出 令和3年度相殺・現金収入（天王寺分館） 学術部学術情報課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 図書館3階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄
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2021年度 学術情報課 予算 令和3年度予算 学術部学術情報課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2021年度 学術情報課 予算 令和3年度契約・購入依頼書 学術部学術情報課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2020年度 学術情報課 会議 令和2年度附属図書館運営委員会 学術部学術情報課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 図書館3階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2020年度 学術情報課 規程 令和2年度図書館関係規程綴 学術部学術情報課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 図書館3階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2020年度 学術情報課 会議 令和2年度図書系学外会議 学術部学術情報課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 図書館3階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2020年度 学術情報課 調査 令和2年度図書系調査 学術部学術情報課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 図書館3階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2020年度 学術情報課 その他 令和2年度非常勤職員採用（依頼） 学術部学術情報課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 図書館3階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2020年度 学術情報課 服務 令和2年度勤務時間等記録簿 学術部学術情報課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2020年度 学術情報課 謝金 令和2年度謝金 学術部学術情報課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2020年度 学術情報課 服務 令和2年度旅行命令簿 学術部学術情報課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2020年度 学術情報課 会計伝票 令和2年度予算執行振替伝票 学術部学術情報課長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2020年度 学術情報課 債権管理 令和2年度相殺外債権管理関係 学術部学術情報課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 図書館3階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2020年度 学術情報課 収入支出 令和2年度相殺・現金収入（本館） 学術部学術情報課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 図書館3階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2020年度 学術情報課 収入支出 令和2年度相殺・現金収入（天王寺分館） 学術部学術情報課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 図書館3階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2020年度 学術情報課 服務 令和2年度休暇簿・振替簿・職専免・欠勤届・母性保護 学術部学術情報課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2020年度 学術情報課 会計伝票 令和２年度振替伝票 学術部学術情報課長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課図書係 廃棄

2020年度 学術情報課 会計伝票 令和２年度債務計上表 学術部学術情報課長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課図書係 廃棄

2020年度 学術情報課 デジタルコンテンツ 令和2年度第69巻紀要執筆申込書 学術部学術情報課長 2021/4/1 永久 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課雑誌係

2020年度 学術情報課 デジタルコンテンツ 令和2年度リポジトリ登録・公開 学術部学術情報課長 2021/4/1 永久 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課雑誌係

2020年度 学術情報課 契約（図書） 令和2年度雑誌等契約関係綴（令和3年度購入） 学術部学術情報課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課雑誌係 廃棄

2020年度 学術情報課 会計伝票 令和2年度振替伝票 学術部学術情報課長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課雑誌係 廃棄

2020年度 学術情報課 会計伝票 令和2年度債務計上表 学術部学術情報課長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課雑誌係 廃棄

2020年度 学術情報課 図書館 令和2年度資料掲載・貸出許諾 学術部学術情報課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課雑誌係 廃棄

2019年度 学術情報課 会計伝票 平成３1（令和1）年度振替伝票 学術部学術情報課長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課図書係 廃棄

2019年度 学術情報課 会計伝票 平成３1（令和1）年度債務計上表 学術部学術情報課長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課図書係 廃棄

2019年度 学術情報課 規程 平成31年度図書館規程・細則改廃 学術部学術情報課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 図書館3階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2019年度 学術情報課 会議 平成31年度附属図書館運営委員会 学術部学術情報課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 図書館3階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2019年度 学術情報課 会議 平成31年度図書館協議会 学術部学術情報課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 図書館3階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2019年度 学術情報課 調査 平成31年度図書館実態調査 学術部学術情報課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 図書館3階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2019年度 学術情報課 その他 平成31年度非常勤職員採用（依頼） 学術部学術情報課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 図書館3階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄
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2019年度 学術情報課 債権管理 平成31年度相殺外債権管理関係 学術部学術情報課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 図書館3階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2019年度 学術情報課 収入支出 平成31年度相殺・現金収入（本館） 学術部学術情報課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 図書館3階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2019年度 学術情報課 収入支出 平成31年度相殺・現金収入（天王寺分館） 学術部学術情報課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 図書館3階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2019年度 学術情報課 予算 平成31年度予算 学術部学術情報課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 図書館3階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2019年度 学術情報課 予算 平成31年度契約・購入依頼 学術部学術情報課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 図書館3階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2019年度 学術情報課 服務 平成31年度勤務時間等記録簿 学術部学術情報課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2019年度 学術情報課 服務 平成31年度勤務時間報告 学術部学術情報課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2019年度 学術情報課 服務 平成31年度休暇簿・振替簿・職専免・欠勤届・母性保護 学術部学術情報課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2019年度 学術情報課 服務 平成31年度旅行命令簿 学術部学術情報課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2019年度 学術情報課 謝金 平成31年度謝金 学術部学術情報課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2019年度 学術情報課 会計伝票 平成31年度予算執行振替伝票 学術部学術情報課長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2018年度 学術情報課 規程 平成３０年度図書館規程・細則改廃 学術部学術情報課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 図書館3階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2018年度 学術情報課 会議 平成３０年度附属図書館運営委員会 学術部学術情報課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 図書館3階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2018年度 学術情報課 会議 平成３０年度図書館協議会 学術部学術情報課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 図書館3階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2018年度 学術情報課 調査 平成３０年度図書館実態調査 学術部学術情報課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 図書館3階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2018年度 学術情報課 その他 平成３０年度非常勤職員採用（依頼） 学術部学術情報課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 図書館3階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2018年度 学術情報課 債権管理 平成３０年度相殺外債権管理関係 学術部学術情報課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 図書館3階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2018年度 学術情報課 収入支出 平成３０年度相殺・現金収入（本館） 学術部学術情報課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 図書館3階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2018年度 学術情報課 予算 平成３０年度予算 学術部学術情報課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 図書館3階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2018年度 学術情報課 予算 平成３０年度契約・購入依頼 学術部学術情報課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 図書館3階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2018年度 学術情報課 収入支出 平成３０年度相殺・現金収入（天王寺分館） 学術部学術情報課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 図書館3階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2018年度 学術情報課 服務 平成３０年度勤務時間等記録簿 学術部学術情報課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2018年度 学術情報課 服務 平成３０年度勤務時間報告 学術部学術情報課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2018年度 学術情報課 服務 平成３０年度休暇簿・振替簿・職専免・欠勤届・母性保護 学術部学術情報課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2018年度 学術情報課 服務 平成３０年度旅行命令簿 学術部学術情報課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2018年度 学術情報課 謝金 平成３０年度謝金 学術部学術情報課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2018年度 学術情報課 会計伝票 平成３０年度予算執行振替伝票 学術部学術情報課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2018年度 学術情報課 デジタルコンテンツ 平成３０年度第６７巻紀要執筆申込書 学術部学術情報課長 2019/4/1 永久 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課雑誌係

2018年度 学術情報課 デジタルコンテンツ 平成３０年度リポジトリ登録・公開 学術部学術情報課長 2019/4/1 永久 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課雑誌係

2018年度 学術情報課 契約（図書） 平成３０年度雑誌等契約関係綴（平成３１年度購入） 学術部学術情報課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課雑誌係 廃棄
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2018年度 学術情報課 会計伝票 平成３０年度振替伝票 学術部学術情報課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課雑誌係 廃棄

2018年度 学術情報課 会計伝票 平成３０年度債務計上表 学術部学術情報課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課雑誌係 廃棄

2018年度 学術情報課 会計伝票 平成３０年度振替伝票 学術部学術情報課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課図書係 廃棄

2018年度 学術情報課 会計伝票 平成３０年度債務計上表 学術部学術情報課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課図書係 廃棄

2016年度 学術情報課 会計伝票 平成２８年度予算執行振替伝票 学術部学術情報課長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2015年度 学術情報課 デジタルコンテンツ 平成２７年度リポジトリ登録・公開 学術部学術情報課長 2016/4/1 永久 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課雑誌係

2015年度 学術情報課 会計伝票 平成２７年度振替伝票 学術部学術情報課長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課雑誌係 廃棄

2015年度 学術情報課 会計伝票 平成２７年度債務計上表 学術部学術情報課長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課雑誌係 廃棄

2015年度 学術情報課 規程 平成２７年度図書館規程・細則改廃 学術部学術情報課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2015年度 学術情報課 会議 平成２７年度附属図書館運営委員会 学術部学術情報課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2015年度 学術情報課 会議 平成２７年度図書館協議会 学術部学術情報課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2015年度 学術情報課 調査 平成２７年度図書館実態調査 学術部学術情報課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2015年度 学術情報課 デジタルコンテンツ 平成２７年度第６４巻紀要執筆申込書 学術部学術情報課長 2016/4/1 永久 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課雑誌係

2015年度 学術情報課 債権管理 平成２７年度相殺外債権管理関係 学術部学術情報課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2015年度 学術情報課 会計伝票 平成２７年度債務計上表 学術部学術情報課長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課図書係 廃棄

2015年度 学術情報課 会計伝票 平成２７年度振替伝票 学術部学術情報課長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課図書係 廃棄

2014年度 学術情報課 会計伝票 平成２６年度予算執行振替伝票 学術部学術情報課長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2013年度 学術情報課 規程 平成２５年度図書館規程・細則改廃 学術部学術情報課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2013年度 学術情報課 会議 平成２５年度附属図書館運営委員会 学術部学術情報課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2013年度 学術情報課 会議 平成２５年度図書館協議会 学術部学術情報課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2013年度 学術情報課 調査 平成２５年度図書館実態調査 学術部学術情報課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2013年度 学術情報課 デジタルコンテンツ 平成２５年度第６１６２巻紀要執筆申込書 学術部学術情報課長 2014/4/1 永久 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課雑誌係

2013年度 学術情報課 デジタルコンテンツ 平成２５年度リポジトリ登録・公開 学術部学術情報課長 2014/4/1 永久 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課雑誌係

2013年度 学術情報課 債権管理 平成２５年度相殺外債権管理関係 学術部学術情報課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2021年度 学術情報課 デジタルコンテンツ 令和3年度第70巻紀要執筆申込書 学術部学術情報課長 2022/4/1 永久 紙 図書館3階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課雑誌係

2021年度 学術情報課 デジタルコンテンツ 令和3年度リポジトリ登録・公開 学術部学術情報課長 2022/4/1 永久 紙 図書館3階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課雑誌係

2021年度 学術情報課 契約（図書） 令和3年度雑誌等契約関係綴（令和4年度購入） 学術部学術情報課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 図書館3階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課雑誌係 廃棄

2021年度 学術情報課 会計伝票 令和3年度振替伝票 学術部学術情報課長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 図書館3階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課雑誌係 廃棄

2021年度 学術情報課 会計伝票 令和3年度債務計上表 学術部学術情報課長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 図書館3階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課雑誌係 廃棄

2021年度 学術情報課 図書館 令和3年度資料掲載・貸出許諾 学術部学術情報課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 図書館3階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課雑誌係 廃棄
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2021年度 学術情報課 会計伝票 令和3年度振替伝票 学術部学術情報課長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 図書館3階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課図書係 廃棄

2021年度 学術情報課 会計伝票 令和3年度債務計上表 学術部学術情報課長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 図書館3階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課図書係 廃棄

2021年度 学術情報課 契約（図書） 令和3年度契約伺 学術部学術情報課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 図書館3階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課図書係 廃棄

2021年度 学術情報課 資産（図書）管理 令和3年度除籍・売払 学術部学術情報課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 図書館3階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課図書係 廃棄

2021年度 学術情報課 その他 令和3年度 図書館ホームページ・SNS関係 学術部学術情報課長 2022/4/1 １年 2023/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

図書館3階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2020年度 学術情報課 契約（図書） 令和2年度契約伺 学術部学術情報課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 図書館3階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課図書係 廃棄

2019年度 学術情報課 デジタルコンテンツ 平成３１年度第６８巻紀要執筆申込書 学術部学術情報課長 2020/4/1 永久 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課雑誌係

2019年度 学術情報課 デジタルコンテンツ 平成３１年度リポジトリ登録・公開 学術部学術情報課長 2020/4/1 永久 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課雑誌係

2019年度 学術情報課 契約（図書） 平成３１年度雑誌等契約関係綴（平成３２年度購入） 学術部学術情報課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課雑誌係 廃棄

2019年度 学術情報課 会計伝票 平成３１年度振替伝票 学術部学術情報課長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課雑誌係 廃棄

2019年度 学術情報課 会計伝票 平成３１年度債務計上表 学術部学術情報課長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課雑誌係 廃棄

2019年度 学術情報課 図書館 平成３１年度資料掲載・貸出許諾 学術部学術情報課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課雑誌係 廃棄

2019年度 学術情報課 契約（図書） 平成３1（令和1）年度契約伺 学術部学術情報課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 図書館3階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課図書係 廃棄

2018年度 学術情報課 契約（図書） 平成30年度契約伺 学術部学術情報課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 図書館3階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課図書係 廃棄

2017年度 学術情報課 規程 平成２９年度図書館規程・細則改廃 学術部学術情報課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2017年度 学術情報課 会議 平成２９年度附属図書館運営委員会 学術部学術情報課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2017年度 学術情報課 会議 平成２９年度図書館協議会 学術部学術情報課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2017年度 学術情報課 調査 平成２９年度図書館実態調査 学術部学術情報課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2017年度 学術情報課 その他 平成２９年度非常勤職員採用（依頼） 学術部学術情報課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2017年度 学術情報課 債権管理 平成２９年度相殺外債権管理関係 学術部学術情報課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2017年度 学術情報課 収入支出 平成２９年度相殺・現金収入（本館） 学術部学術情報課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2017年度 学術情報課 収入支出 平成２９年度相殺・現金収入（天王寺分館） 学術部学術情報課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2017年度 学術情報課 予算 平成２９年度予算 学術部学術情報課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2017年度 学術情報課 予算 平成２９年度契約・購入依頼 学術部学術情報課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2017年度 学術情報課 服務 平成２９年度勤務時間等記録簿 学術部学術情報課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2017年度 学術情報課 服務 平成２９年度勤務時間報告 学術部学術情報課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2017年度 学術情報課 服務 平成２９年度休暇簿 学術部学術情報課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2017年度 学術情報課 服務 平成２９年度旅行命令簿 学術部学術情報課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2017年度 学術情報課 デジタルコンテンツ 平成２９年度第６６巻紀要執筆申込書 学術部学術情報課長 2018/4/1 永久 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課雑誌係

2017年度 学術情報課 デジタルコンテンツ 平成２９年度リポジトリ登録・公開 学術部学術情報課長 2018/4/1 永久 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課雑誌係
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2017年度 学術情報課 契約（図書） 平成２９年度雑誌等契約関係綴（平成３０年度購入） 学術部学術情報課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課雑誌係 廃棄

2017年度 学術情報課 会計伝票 平成２９年度振替伝票 学術部学術情報課長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課雑誌係 廃棄

2017年度 学術情報課 会計伝票 平成２９年度債務計上表 学術部学術情報課長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課雑誌係 廃棄

2017年度 学術情報課 謝金 平成２９年度謝金 学術部学術情報課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2017年度 学術情報課 会計伝票 平成２９年度予算執行振替伝票 学術部学術情報課長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2017年度 学術情報課 会計伝票 平成２９年度債務計上表 学術部学術情報課長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課図書係 廃棄

2017年度 学術情報課 会計伝票 平成２９年度振替伝票 学術部学術情報課長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課図書係 廃棄

2017年度 学術情報課 契約（図書） 平成29年度契約伺 学術部学術情報課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 図書館3階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課図書係 廃棄

2016年度 学術情報課 デジタルコンテンツ 平成２８年度第６５巻紀要執筆申込書 学術部学術情報課長 2017/4/1 永久 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課雑誌係

2016年度 学術情報課 デジタルコンテンツ 平成２８年度リポジトリ登録・公開 学術部学術情報課長 2017/4/1 永久 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課雑誌係

2016年度 学術情報課 会計伝票 平成２８年度振替伝票 学術部学術情報課長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課雑誌係 廃棄

2016年度 学術情報課 会計伝票 平成２８年度債務計上表 学術部学術情報課長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課雑誌係 廃棄

2016年度 学術情報課 規程 平成２８年度図書館規程・細則改廃 学術部学術情報課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2016年度 学術情報課 会議 平成２８年度附属図書館運営委員会 学術部学術情報課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2016年度 学術情報課 会議 平成２８年度図書館協議会 学術部学術情報課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2016年度 学術情報課 調査 平成２８年度図書館実態調査 学術部学術情報課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2016年度 学術情報課 債権管理 平成２８年度相殺外債権管理関係 学術部学術情報課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2016年度 学術情報課 会計伝票 平成２８年度債務計上表 学術部学術情報課長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課図書係 廃棄

2016年度 学術情報課 会計伝票 平成２８年度振替伝票 学術部学術情報課長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課図書係 廃棄

2015年度 学術情報課 会計伝票 平成２７年度予算執行振替伝票 学術部学術情報課長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2014年度 学術情報課 規程 平成２６年度図書館規程・細則改廃 学術部学術情報課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2014年度 学術情報課 会議 平成２６年度附属図書館運営委員会 学術部学術情報課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2014年度 学術情報課 会議 平成２６年度図書館協議会 学術部学術情報課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2014年度 学術情報課 調査 平成２６年度図書館実態調査 学術部学術情報課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2014年度 学術情報課 デジタルコンテンツ 平成２６年度第６３巻紀要執筆申込書 学術部学術情報課長 2015/4/1 永久 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課雑誌係

2014年度 学術情報課 デジタルコンテンツ 平成２６年度リポジトリ登録・公開 学術部学術情報課長 2015/4/1 永久 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課雑誌係

2014年度 学術情報課 債権管理 平成２６年度相殺外債権管理関係 学術部学術情報課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2014年度 学術情報課 会計伝票 平成２６年度振替伝票 学術部学術情報課長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課雑誌係 廃棄

2014年度 学術情報課 会計伝票 平成２６年度債務計上表 学術部学術情報課長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課雑誌係 廃棄

2014年度 学術情報課 会計伝票 平成２６年度債務計上表 学術部学術情報課長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課図書係 廃棄
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2014年度 学術情報課 会計伝票 平成２６年度振替伝票 学術部学術情報課長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課図書係 廃棄

2012年度 学術情報課 規程 平成２４年度図書館規程・細則改廃 学術部学術情報課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2012年度 学術情報課 会議 平成２４年度附属図書館運営委員会 学術部学術情報課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2012年度 学術情報課 会議 平成２４年度図書館協議会 学術部学術情報課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2012年度 学術情報課 調査 平成２４年度図書館実態調査 学術部学術情報課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2012年度 学術情報課 デジタルコンテンツ 平成２４年度第６１巻紀要執筆申込書 学術部学術情報課長 2013/4/1 永久 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課雑誌係

2012年度 学術情報課 デジタルコンテンツ 平成２４年度リポジトリ登録・公開 学術部学術情報課長 2013/4/1 永久 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課雑誌係

2012年度 学術情報課 債権管理 平成２４年度相殺外債権管理関係 学術部学術情報課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課総務企画係 廃棄

2011年度 学術情報課 デジタルコンテンツ 平成２３年度リポジトリ登録・公開 学術部学術情報課長 2012/4/1 永久 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課雑誌係

2011年度 学術情報課 デジタルコンテンツ 平成２３年度第６０巻紀要執筆申込書 学術部学術情報課長 2012/4/1 永久 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課雑誌係

2010年度 学術情報課 デジタルコンテンツ 平成２２年度リポジトリ登録・公開 学術部学術情報課長 2011/4/1 永久 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課雑誌係

2009年度 学術情報課 デジタルコンテンツ 平成２１年度リポジトリ登録・公開 学術部学術情報課長 2009/4/1 永久 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課雑誌係

2008年度 学術情報課 デジタルコンテンツ 平成２０年度リポジトリ登録・公開 学術部学術情報課長 2008/4/1 永久 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課雑誌係

2007年度 学術情報課 デジタルコンテンツ 平成１９年度リポジトリ登録・公開 学術部学術情報課長 2007/4/1 永久 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課雑誌係

2004年度 学術情報課 資産（図書）管理 固定資産（図書）台帳 学術部学術情報課長 2005/4/1 常用（無期限）
電子媒体：個別
業務システム

図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課図書係

1915年度 学術情報課 資産（図書）管理 物品管理補助簿（図書原簿） 学術部学術情報課長 1915/4/1 常用（無期限） 紙 図書館３階事務室内 学術部学術情報課長 学術部学術情報課図書係

2021年度 学術情報課 情報基盤センター
ＪＬ－ＥｄｕｃａｔｉｏｎＭａｓｔｅｒライセンス利用にあたっての同意書
（令和3年度）

学術部学術情報課情報
企画室長

2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 情報処理センター管理室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2021年度 学術情報課 情報基盤センター ソフトウェアライセンス利用申請書（令和3年度）
学術部学術情報課情報
企画室長

2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 情報処理センター管理室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2021年度 学術情報課 情報基盤センター メーリングリスト開設申請書（令和3年度）
学術部学術情報課情報
企画室長

2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 情報処理センター管理室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2021年度 学術情報課 情報基盤センター 令和3年度ＺＯＯＭライセンス
学術部学術情報課情報
企画室長

2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 情報処理センター事務室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課情報企画室
情報企画係

廃棄

2021年度 学術情報課 情報基盤センター
実習室利用申請書・情報基盤センター実習室利用計画（令和
3年度）

学術部学術情報課情報
企画室長

2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 情報処理センター管理室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2021年度 学術情報課 情報基盤センター 大判プリンタ利用申請書・大型プリンタ利用簿（令和3年度）
学術部学術情報課情報
企画室長

2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 情報処理センター管理室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2021年度 学術情報課 情報基盤センター 令和3年度情報基盤センター利用者登録申請書（学生等）
学術部学術情報課情報
企画室長

2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 情報処理センター管理室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2021年度 学術情報課 情報基盤センター 令和3年度情報基盤センター利用者登録申請書（教職員等）
学術部学術情報課情報
企画室長

2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 情報処理センター管理室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2021年度 学術情報課 情報基盤センター 保守作業報告書　令和3年度
学術部学術情報課情報
企画室長

2022/4/1 8年 2029/3/31 紙 情報処理センター事務室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2021年度 学術情報課 謝金 令和3年度ＩＣＴ教育支援ルーム　学生謝金・出勤簿
学術部学術情報課情報
企画室長

2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 情報処理センター事務室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2021年度 学術情報課 情報基盤センター 令和3年度情報基盤センターフェリカ貸出簿（業者用）
学術部学術情報課情報
企画室長

2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 情報処理センター管理室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2021年度 学術情報課 学内通知文書 令和3年度学内通知文書
学術部学術情報課情報
企画室長

2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 情報基盤センター事務室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2021年度 学術情報課 通達等 令和3年度通達・調査・報告
学術部学術情報課情報
企画室長

2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 情報基盤センター事務室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2021年度 学術情報課 予算 令和3年度予算
学術部学術情報課情報
企画室長

2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 情報基盤センター事務室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄
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2021年度 学術情報課 情報基盤センター 令和3年度学生アカウント登録・削除
学術部学術情報課情報
企画室長

2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 情報処理センター管理室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2021年度 学術情報課 服務 令和３年度専任教員勤務時間記録簿等
学術部学術情報課情報
企画室長

2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 情報処理センター事務室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2021年度 学術情報課 照会 令和３年度総務省情報システム統一研修
学術部学術情報課情報
企画室長

2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 情報処理センター事務室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課情報企画室
情報企画係

廃棄

2021年度 学術情報課 会議 令和3年度情報基盤センター運営委員会
学術部学術情報課情報
企画室長

2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 情報基盤センター事務室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2021年度 学術情報課 会議 令和3年度全学情報セキュリティ委員会
学術部学術情報課情報
企画室長

2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 情報基盤センター事務室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2021年度 学術情報課 会議 令和3年度教育のＩＣＴ化に係る環境整備ワーキンググループ
学術部学術情報課情報
企画室長

2022/4/1 5年 2027/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

共有サーバー内 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2021年度 学術情報課 会議 令和3年度学外会議
学術部学術情報課情報
企画室長

2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 情報処理センター事務室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課情報企画室
情報企画係

廃棄

2021年度 学術情報課 会議
令和3年度　文科省主催　国立大学法人等 高情報セキュリ
ティ責任者会議

学術部学術情報課情報
企画室長

2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 情報処理センター事務室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2020年度 学術情報課 情報基盤センター 保守作業報告書　令和2年度 学術部学術情報課長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 情報処理センター事務室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2020年度 学術情報課 情報基盤センター 令和2年度情報基盤センター利用者登録申請書（学生等） 学術部学術情報課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 情報処理センター管理室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2020年度 学術情報課 情報基盤センター 令和2年度情報基盤センター利用者登録申請書（教職員等） 学術部学術情報課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 情報処理センター管理室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2020年度 学術情報課 情報基盤センター メーリングリスト開設申請書（令和2年度） 学術部学術情報課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 情報処理センター管理室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2020年度 学術情報課 情報基盤センター ソフトウェアライセンス利用申請書（令和2年度） 学術部学術情報課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 情報処理センター管理室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2020年度 学術情報課 情報基盤センター
ＪＬ－ＥｄｕｃａｔｉｏｎＭａｓｔｅｒライセンス利用にあたっての同意書
（令和2年度）

学術部学術情報課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 情報処理センター管理室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2020年度 学術情報課 情報基盤センター
実習室利用申請書・情報基盤センター実習室利用計画（令和
2年度）

学術部学術情報課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 情報処理センター管理室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2020年度 学術情報課 情報基盤センター 大判プリンタ利用申請書・大型プリンタ利用簿（令和2年度） 学術部学術情報課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 情報処理センター管理室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2020年度 学術情報課 情報基盤センター 令和2年度情報基盤センターフェリカ貸出簿（業者用） 学術部学術情報課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 情報処理センター管理室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2020年度 学術情報課 謝金 令和2年度ＩＣＴ教育支援ルーム　学生謝金・出勤簿 学術部学術情報課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 情報処理センター管理室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2020年度 学術情報課 服務 令和2年度専任教員勤務時間記録簿等 学術部学術情報課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 情報処理センター事務室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2020年度 学術情報課 予算 令和2年度予算 学術部学術情報課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 情報処理センター事務室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2020年度 学術情報課 通達等 令和2年度通達・調査・報告 学術部学術情報課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 情報処理センター事務室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2020年度 学術情報課 学内通知文書 令和2年度学内通知文書 学術部学術情報課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 情報処理センター事務室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2020年度 学術情報課 会議 令和2年度学外会議 学術部学術情報課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 情報処理センター事務室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課情報企画室
情報企画係

廃棄

2020年度 学術情報課 会議 令和2年度情報基盤センター運営委員会 学術部学術情報課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 情報処理センター事務室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課情報企画室
情報企画係

廃棄

2020年度 学術情報課 会議
令和2年度教育のＩＣＴ化に係る環境整備ワーキンググループ
議事録

学術部学術情報課長 2021/4/1 5年 2026/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

共有サーバー内 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課情報企画室
情報企画係

廃棄

2020年度 学術情報課 完成図書 事務用基幹システム（令和2年度）完成図書 学術部学術情報課長
要件を具備しな
くなった日

10年 2031/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

共有サーバー内 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課情報企画室
情報企画係

廃棄

2020年度 学術情報課 完成図書 電算室入退室管理システム（令和元年度）完成図書 学術部学術情報課長
要件を具備しな
くなった日

10年 2031/3/31 紙 情報基盤センター管理室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課情報企画室
情報企画係

廃棄

2020年度 学術情報課 会議 令和2年度全学システム運用委員会議事 学術部学術情報課長 2021/4/1 10年 2031/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

共有サーバー内 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課情報企画室
情報企画係

廃棄

2020年度 学術情報課 情報基盤センター 令和２年度ＺＯＯＭライセンス 学術部学術情報課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 情報処理センター事務室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課情報企画室
情報企画係

廃棄

2020年度 学術情報課 照会 令和2年度総務省情報システム統一研修 学術部学術情報課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 情報処理センター事務室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課情報企画室
情報企画係

廃棄
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2020年度 学術情報課 会議
令和２年度　文科省主催　国立大学法人等 高情報セキュリ
ティ責任者会議

学術部学術情報課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 情報処理センター事務室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2020年度 学術情報課 会議 令和2年度全学情報システム運用委員会 学術部学術情報課長 2021/4/1 10年 2031/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

共有サーバー内 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2019年度 学術情報課 会議
全学ファイアウォールシステム仕様策定委員会（令和元年度）
学術情報ネットワーク(SINET5)アクセス回線仕様策定委員会
（令和元年度）

学術部学術情報課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 情報処理センター事務室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2019年度 学術情報課 通達等 令和元年度通達・調査・報告 学術部学術情報課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 情報処理センター事務室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2019年度 学術情報課 服務 令和元年度旅行命令簿 学術部学術情報課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 情報処理センター事務室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2019年度 学術情報課 服務 令和元年度専任教員勤務時間記録簿等 学術部学術情報課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 情報処理センター事務室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2019年度 学術情報課 学内通知文書 令和元年度学内通知文書 学術部学術情報課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 情報処理センター事務室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2019年度 学術情報課 予算 令和元年度予算 学術部学術情報課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 情報処理センター事務室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2019年度 学術情報課 情報処理センター 保守作業報告書　令和元年度 学術部学術情報課長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 情報処理センター事務室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2019年度 学術情報課 情報処理センター 令和元年度情報処理センター利用者登録申請書（学生等） 学術部学術情報課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 情報処理センター管理室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2019年度 学術情報課 情報処理センター 令和元年度情報処理センター利用者登録申請書（教職員等） 学術部学術情報課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 情報処理センター管理室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2019年度 学術情報課 情報処理センター メーリングリスト開設申請書（令和元年度） 学術部学術情報課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 情報処理センター管理室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2019年度 学術情報課 情報処理センター ソフトウェアライセンス利用申請書（令和元年度） 学術部学術情報課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 情報処理センター管理室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2019年度 学術情報課 情報処理センター
ＪＬ－ＥｄｕｃａｔｉｏｎＭａｓｔｅｒライセンス利用にあたっての同意書
（令和元年度）

学術部学術情報課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 情報処理センター管理室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2019年度 学術情報課 情報処理センター
実習室利用申請書・情報処理センター実習室利用計画（令和
元年度）

学術部学術情報課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 情報処理センター管理室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2019年度 学術情報課 情報処理センター 大判プリンタ利用申請書・大型プリンタ利用簿（令和元年度） 学術部学術情報課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 情報処理センター管理室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2019年度 学術情報課 情報処理センター 令和元年度情報処理センターフェリカ貸出簿（業者用） 学術部学術情報課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 情報処理センター管理室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2019年度 学術情報課 完成図書 全学ファイアウォールシステム（令和元年度）完成図書 学術部学術情報課長
要件を具備しな
くなった日

10年 紙 情報処理センター管理室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2019年度 学術情報課 完成図書 事務用基幹システム（令和元年度）完成図書 学術部学術情報課長
要件を具備しな
くなった日

10年
電子媒体：共有
サーバー内

共有サーバー内 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2019年度 学術情報課 謝金 令和元年度ＩＣＴ教育支援ルーム　学生謝金・出勤簿 学術部学術情報課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 情報処理センター管理室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2019年度 学術情報課 会議
令和元年度　文科省主催　国立大学法人等 高情報セキュリ
ティ責任者会議

学術部学術情報課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 情報処理センター事務室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2019年度 学術情報課 会議 令和元年度学外会議（本省除く） 学術部学術情報課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 情報処理センター事務室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2019年度 学術情報課 会議
令和元年度教育のＩＣＴ化に係る環境整備ワーキンググループ
議事録

学術部学術情報課長 2020/4/1 5年 2025/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

共有サーバー内 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2019年度 学術情報課 会議 令和元年度情報処理センター運営委員会 学術部学術情報課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 情報処理センター事務室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2019年度 学術情報課 会議 令和元年度全学情報システム運用委員会 学術部学術情報課長 2020/4/1 10年 2030/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

共有サーバー内 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2021年度 学術情報課 情報基盤センター 令和3年度インシデント対応
学術部学術情報課情報
企画室長

2022/4/1 5年 2027/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

共有サーバー内 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2021年度 学術情報課 会議 学術情報ネットワーク（SINET6）アクセス回線仕様策定委員会
学術部学術情報課情報
企画室長

2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 情報基盤センター事務室 学術部学術情報課情報企画室長 学術部学術情報課 廃棄

2021年度 学術情報課 会議 令和３年度定例会議事録
学術部学術情報課情報
企画室長

契約が終了する日に
係る特定日 8年 紙 情報基盤センター管理室 学術部学術情報課情報企画室長

学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2020年度 学術情報課 情報基盤センター 令和2年度インシデント対応 学術部学術情報課長 2021/4/1 5年 2026/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

共有サーバー内 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2020年度 学術情報課 会議 令和２年度次期システム検討会 学術部学術情報課長
契約が終了する日に
係る特定日 5年 紙 情報基盤センター事務室 学術部学術情報課情報企画室長

学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄
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2019年度 学術情報課 会議 令和元年度定例会議事録 学術部学術情報課長
契約が終了する日に
係る特定日 8年 紙 情報基盤センター管理室 学術部学術情報課情報企画室長

学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2018年度 学術情報課 会議 平成３０年度情報処理センター運営委員会 学術部学術情報課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 情報基盤センター事務室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2018年度 学術情報課 通達等 平成３０年度通達・調査・報告 学術部学術情報課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 情報基盤センター事務室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2018年度 学術情報課 服務 平成３０年度旅行命令簿 学術部学術情報課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 情報基盤センター事務室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2018年度 学術情報課 服務 平成３０年度専任教員出勤簿等 学術部学術情報課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 情報基盤センター事務室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2018年度 学術情報課 予算 平成３０年度予算 学術部学術情報課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 情報基盤センター事務室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2018年度 学術情報課 情報処理センター 保守作業報告書　平成３０年度 学術部学術情報課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 情報基盤センター事務室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2018年度 学術情報課 情報処理センター 平成３０年度情報処理センター利用者登録申請書（学生等） 学術部学術情報課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 情報基盤センター管理室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2018年度 学術情報課 情報処理センター
平成３０年度情報処理センター利用者登録申請書（教職員
等）

学術部学術情報課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 情報基盤センター管理室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2018年度 学術情報課 情報処理センター メーリングリスト開設申請書（平成３０年度） 学術部学術情報課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 情報基盤センター管理室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2018年度 学術情報課 情報処理センター ソフトウェアライセンス利用申請書（平成３０年度） 学術部学術情報課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 情報基盤センター管理室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2018年度 学術情報課 情報処理センター
ＪＬ－ＥｄｕｃａｔｉｏｎＭａｓｔｅｒライセンス利用にあたっての同意書
（平成３０年度）

学術部学術情報課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 情報基盤センター管理室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2018年度 学術情報課 情報処理センター 平成３０年度インシデント対応 学術部学術情報課長 2019/4/1 5年 2024/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

共有サーバー内 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2018年度 学術情報課 完成図書 完成図書（ゼロックス平野中学校工事） 学術部学術情報課長
要件を具備しな
くなった日

10年 紙 情報基盤センター管理室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2018年度 学術情報課 謝金 平成３０年度ＩＣＴ教育支援ルーム　学生謝金・出勤簿 学術部学術情報課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 情報基盤センター事務室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2018年度 学術情報課 会議
平成３０年度　文科省主催　国立大学法人等 高情報セキュ
リティ責任者会議

学術部学術情報課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 情報基盤センター事務室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2018年度 学術情報課 会議 平成３０年度学外会議（本省除く） 学術部学術情報課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 情報基盤センター事務室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2018年度 学術情報課 会議
平成３０年度教育のＩＣＴ化に係る環境整備ワーキンググルー
プ議事録

学術部学術情報課長 2019/4/1 5年 2024/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

共有サーバー内 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2018年度 学術情報課 会議 平成３０年度事務局情報化戦略プロジェクト会議 学術部学術情報課長 2019/4/1 5年 2024/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

共有サーバー内 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2018年度 学術情報課 会議 平成３０年度全学情報システム運用委員会 議事 学術部学術情報課長 2019/4/1 10年 2029/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

共有サーバー内 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2018年度 学術情報課 会議 平成３０年度定例会議事録 学術部学術情報課長
契約が終了する日に
係る特定日 8年 紙 情報基盤センター管理室 学術部学術情報課情報企画室長

学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2017年度 学術情報課 情報処理センター キャンパスネットワーク接続申請書A・F・G・H・D・K 学術部学術情報課長 常用（無期限） 紙 情報基盤センター管理室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

2017年度 学術情報課 情報処理センター キャンパスネットワーク接続申請書B1～B3 学術部学術情報課長 常用（無期限） 紙 情報基盤センター管理室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

2017年度 学術情報課 情報処理センター キャンパスネットワーク接続申請書B4～B5 学術部学術情報課長 常用（無期限） 紙 情報基盤センター管理室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

2017年度 学術情報課 情報処理センター キャンパスネットワーク接続申請書C1～C3 学術部学術情報課長 常用（無期限） 紙 情報基盤センター管理室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

2017年度 学術情報課 情報処理センター キャンパスネットワーク接続申請書C４～C７ 学術部学術情報課長 常用（無期限） 紙 情報基盤センター管理室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

2017年度 学術情報課 情報処理センター キャンパスネットワーク接続申請書天王寺 学術部学術情報課長 常用（無期限） 紙 情報基盤センター管理室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

2017年度 学術情報課 情報処理センター キャンパスネットワーク接続申請書N棟他 学術部学術情報課長 常用（無期限） 紙 情報基盤センター管理室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

2017年度 学術情報課 情報処理センター キャンパスネットワーク接続申請廃止分柏原１２～２６ 学術部学術情報課長 常用（無期限） 紙 情報基盤センター管理室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

2017年度 学術情報課 情報処理センター キャンパスネットワーク接続申請廃止分柏原２７～３９ 学術部学術情報課長 常用（無期限） 紙 情報基盤センター管理室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係
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2017年度 学術情報課 情報処理センター キャンパスネットワーク接続申請廃止分柏原４０～５１ 学術部学術情報課長 常用（無期限） 紙 情報基盤センター管理室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

2017年度 学術情報課 情報処理センター キャンパスネットワーク接続申請廃止分柏原５５～６１ 学術部学術情報課長 常用（無期限） 紙 情報基盤センター管理室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

2017年度 学術情報課 情報処理センター キャンパスネットワーク接続申請廃止分天王寺 学術部学術情報課長 常用（無期限） 紙 情報基盤センター管理室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

2017年度 学術情報課 情報処理センター サーバ設置申請書 学術部学術情報課長 常用（無期限） 紙 情報基盤センター管理室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

2017年度 学術情報課 情報処理センター
サーバハウジングサービス申請書・サーバホスティングサービ
ス申請書

学術部学術情報課長 常用（無期限） 紙 情報基盤センター管理室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

2017年度 学術情報課 情報処理センター 課外活動サーバ・遠隔ログインサービス利用申請書 学術部学術情報課長 常用（無期限） 紙 情報基盤センター管理室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

2017年度 学術情報課 情報処理センター 回線・ドメインの手続き 学術部学術情報課長 常用（無期限） 紙 情報基盤センター管理室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

2017年度 学術情報課 規程 規程整備関係 学術部学術情報課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 情報基盤センター事務室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2017年度 学術情報課 通達等 平成２９年度通達・調査・報告 学術部学術情報課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 情報基盤センター事務室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2017年度 学術情報課 服務 平成２９年度旅行命令簿 学術部学術情報課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 情報基盤センター事務室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2017年度 学術情報課 服務 平成２９年度専任教員出勤簿等 学術部学術情報課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 情報基盤センター事務室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2017年度 学術情報課 予算 平成２９年度予算 学術部学術情報課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 情報基盤センター事務室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2017年度 学術情報課 情報処理センター 平成２９年度情報処理センター利用者登録申請書（学生等） 学術部学術情報課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 情報基盤センター管理室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2017年度 学術情報課 情報処理センター
平成２９年度情報処理センター利用者登録申請書（教職員
等）

学術部学術情報課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 情報基盤センター管理室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2017年度 学術情報課 情報処理センター メーリングリスト開設申請書（平成２９年度） 学術部学術情報課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 情報基盤センター管理室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2017年度 学術情報課 情報処理センター ソフトウェアライセンス利用申請書（平成２９年度） 学術部学術情報課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 情報基盤センター管理室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2017年度 学術情報課 情報処理センター
ＪＬ－ＥｄｕｃａｔｉｏｎＭａｓｔｅｒライセンス利用にあたっての同意書
（平成２９年度）

学術部学術情報課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 情報基盤センター管理室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2017年度 学術情報課 情報処理センター 平成２９年度インシデント対応 学術部学術情報課長 2018/4/1 5年 2023/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

共有サーバー内 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2017年度 学術情報課 情報処理センター 保守作業報告書　平成２９年度 学術部学術情報課長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 情報基盤センター事務室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2017年度 学術情報課 完成図書
情報処理センター及び図書館コンピュータシステム一式完成
図書（１/２）

学術部学術情報課長
要件を具備しな
くなった日

10年 紙 情報基盤センター管理室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2017年度 学術情報課 完成図書
情報処理センター及び図書館コンピュータシステム一式完成
図書（２/２）

学術部学術情報課長
要件を具備しな
くなった日

10年 紙 情報基盤センター管理室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2017年度 学術情報課 謝金 平成２９年度ＩＣＴ教育支援ルーム　学生謝金・出勤簿 学術部学術情報課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 情報基盤センター事務 管理室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2017年度 学術情報課 会議
平成２９年度　文科省主催　国立大学法人等 高情報セキュ
リティ責任者会議

学術部学術情報課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 情報基盤センター事務室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2017年度 学術情報課 会議 平成２９年度学外会議（本省除く） 学術部学術情報課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 情報基盤センター事務室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2017年度 学術情報課 会議
平成２９年度教育のＩＣＴ化に係る環境整備ワーキンググルー
プ議事録

学術部学術情報課長 2018/4/1 5年 2023/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

共有サーバー内 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2017年度 学術情報課 会議 平成２９年度事務局情報化戦略プロジェクト会議 学術部学術情報課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 情報基盤センター事務室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2017年度 学術情報課 会議 平成２９年度情報処理センター運営委員会 学術部学術情報課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 情報基盤センター事務室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2017年度 学術情報課 会議 平成２９年度全学情報システム運用委員会 議事 学術部学術情報課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 情報処理センター事務室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2017年度 学術情報課 会議 平成２９年度定例会議事録 学術部学術情報課長
契約が終了する日に
係る特定日 8年 紙 情報基盤センター管理室 学術部学術情報課情報企画室長

学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2016年度 学術情報課 会議 平成２８年度仕様策定委員会議事録 学術部学術情報課長
契約が終了する日に
係る特定日 5年 紙 情報基盤センター事務室 学術部学術情報課情報企画室長

学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄
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2016年度 学術情報課 会議 平成２８年度情報処理センター運営委員会 学術部学術情報課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 情報処理センター事務室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2016年度 学術情報課 会議 平成２８年度定例会議事録 学術部学術情報課長
契約が終了する日に
係る特定日 8年 紙 情報基盤センター管理室 学術部学術情報課情報企画室長

学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2016年度 学術情報課 情報処理センター 保守作業報告書　平成２８年度 学術部学術情報課長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 情報基盤センター事務室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2015年度 学術情報課 情報処理センター 保守作業報告書　平成２７年度 学術部学術情報課長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 情報基盤センター管理室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2015年度 学術情報課 会議 平成２７年度情報処理センター運営委員会 学術部学術情報課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 情報処理センター事務室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2015年度 学術情報課 会議 平成２７年度定例会議事録 学術部学術情報課長
契約が終了する日に
係る特定日 8年 紙 情報基盤センター管理室 学術部学術情報課情報企画室長

学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2014年度 学術情報課 情報処理センター 保守作業報告書　平成２６年度 学術部学術情報課長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 情報基盤センター管理室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2014年度 学術情報課 会議 平成２６年度情報処理センター運営委員会 学術部学術情報課長 2015/4/1 10年 2025/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

共有サーバー内 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2014年度 学術情報課 会議 平成２６年度定例会議事録 学術部学術情報課長
契約が終了する日に
係る特定日 8年 紙 情報基盤センター管理室 学術部学術情報課情報企画室長

学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2013年度 学術情報課 会議 委員会（ICT、運営委員会、情報メディア基礎）平成25年度 総務企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 情報処理センター事務室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2013年度 学術情報課 会議 平成２５年度定例会議事録 総務企画課長
契約が終了する日に
係る特定日 8年 紙 情報基盤センター管理室 学術部学術情報課情報企画室長

学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2013年度 学術情報課 完成図書
情報処理センター及び図書館コンピュータシステム一式完成
図書（1/2）

学術部学術情報課長
要件を具備しな
くなった日

10年 紙 情報基盤センター管理室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2013年度 学術情報課 完成図書
情報処理センター及び図書館コンピュータシステム一式完成
図書（2/2）

学術部学術情報課長
要件を具備しな
くなった日

10年 紙 情報基盤センター管理室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2012年度 学術情報課 会議 平成２４年度次期システム検討会 総務企画課長
契約が終了する日に
係る特定日 5年 紙 情報基盤センター事務室 学術部学術情報課情報企画室長

学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2012年度 学術情報課 会議 委員会（ICT、運営委員会、情報メディア基礎）平成24年度 総務企画課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 情報処理センター事務室 学術部学術情報課情報企画室長
学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2012年度 学術情報課 会議 平成２４年度定例会議事録 総務企画課長
契約が終了する日に
係る特定日 8年 紙 情報基盤センター管理室 学術部学術情報課情報企画室長

学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2011年度 学術情報課 会議 平成２３年度定例会議事録 企画課長
契約が終了する日に
係る特定日 8年 紙 情報基盤センター管理室 学術部学術情報課情報企画室長

学術部学術情報課
情報企画室情報企画係

廃棄

2021年度 附属学校課 災害共済給付 令和３年度　日本スポーツ振興センター 学術部附属学校課長 2022/4/1 5年 2027/3/31廃棄 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2021年度 附属学校課 教務 令和３年度　教育関係通知 学術部附属学校課長 2022/4/1 5年 2027/3/31廃棄 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2021年度 附属学校課 その他 令和３年度　研修講座 学術部附属学校課長 2022/4/1 5年 2027/3/31廃棄 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2021年度 附属学校課 教科書 令和３年度　教科書 学術部附属学校課長 2022/4/1 5年 2027/3/31廃棄 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2021年度 附属学校課 外部資金 令和３年度　研究指定 学術部附属学校課長 2022/4/1 5年 2027/3/31廃棄 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2021年度 附属学校課 保健衛生 令和３年度　保健衛生・安全 学術部附属学校課長 2022/4/1 5年 2027/3/31廃棄 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2021年度 附属学校課 保健衛生 令和３年度　保健衛生・安全　出席停止・学級閉鎖等 学術部附属学校課長 2022/4/1 5年 2027/3/31廃棄 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2021年度 附属学校課 その他 令和３年度　入学料・授業料免除 学術部附属学校課長 2022/4/1 10年 2032/3/31廃棄 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2021年度 附属学校課 調査
令和３年度　調査（学校基本調査及び全国学力・学習状況調
査以外）

学術部附属学校課長 2022/4/1 10年 2032/3/31廃棄 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2021年度 附属学校課 調査 令和３年度　全国学力・学習状況調査 学術部附属学校課長 2022/4/1 5年 2027/3/31廃棄 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2021年度 附属学校課 通達等 令和３年度　国大協・教大協関係通知 学術部附属学校課長 2022/4/1 10年 2032/3/31廃棄 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2021年度 附属学校課 その他 令和３年度　予算 学術部附属学校課長 2022/4/1 5年 2027/3/31廃棄 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 令和３年度　その他会計 学術部附属学校課長 2022/4/1 8年 2030/3/31廃棄 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄
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2021年度 附属学校課 その他 令和３年度　執行 学術部附属学校課長 2022/4/1 5年 2027/3/31廃棄 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2021年度 附属学校課 会議 令和３年度　正副校園長会議 学術部附属学校課長 2022/4/1 10年 2032/3/31廃棄 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2021年度 附属学校課 給食 令和３年度　学校給食（定期検査表含む） 学術部附属学校課長 2022/4/1 3年 2025/3/31廃棄 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2021年度 附属学校課 その他 令和３年度　教員人事 学術部附属学校課長 2022/4/1 10年 2032/3/31廃棄 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2021年度 附属学校課 その他 令和３年度　教員人事（管理職） 学術部附属学校課長 2022/4/1 10年 2032/3/31廃棄 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2021年度 附属学校課 その他 令和３年度　教員人事（大阪府） 学術部附属学校課長 2022/4/1 10年 2032/3/31廃棄 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2021年度 附属学校課 その他 令和３年度　教員人事（大阪市・豊能・堺市・その他） 学術部附属学校課長 2022/4/1 10年 2032/3/31廃棄 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2021年度 附属学校課 その他
令和３年度　非常勤講師等採用（ＡＥＴ・カウンセラー・退職・そ
の他）

学術部附属学校課長 2022/4/1 5年 2027/3/31廃棄 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2021年度 附属学校課 その他 令和３年度　非常勤講師等採用 学術部附属学校課長 2022/4/1 5年 2027/3/31廃棄 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2021年度 附属学校課 その他 令和３年度　教員公募・講師登録 学術部附属学校課長 2022/4/1 5年 2027/3/31廃棄 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2021年度 附属学校課 通達等 令和３年度　安全管理 学術部附属学校課長 2022/4/1 5年 2027/3/31廃棄 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2021年度 附属学校課 学校安全 令和３年度　安全管理（チェックリスト） 学術部附属学校課長 2022/4/1 5年 2027/3/31廃棄 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2021年度 附属学校課 学校安全 令和３年度　安全管理（防犯・避難訓練計画） 学術部附属学校課長 2022/4/1 5年 2027/3/31廃棄 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2021年度 附属学校課 外部資金 令和３年度　研究協力・研究助成 科学研究費補助金 学術部附属学校課長 2022/4/1 5年 2027/3/31廃棄 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2021年度 附属学校課 その他
令和３年度　１０年経験者研修（大阪府・大阪府アドバンストセ
ミナー）

学術部附属学校課長 2022/4/1 5年 2027/3/31廃棄 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2021年度 附属学校課 その他 令和３年度　１０年経験者研修（大阪市・豊能地区・堺市） 学術部附属学校課長 2022/4/1 5年 2027/3/31廃棄 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2021年度 附属学校課 外部資金 令和３年度　寄附　物品寄附 学術部附属学校課長 2022/4/1 5年 2027/3/31廃棄 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2021年度 附属学校課 外部資金 令和３年度　寄附　奨学寄附金（基金含む） 学術部附属学校課長 2022/4/1 5年 2027/3/31廃棄 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2021年度 附属学校課 その他 令和３年度　教職員等中央研修 学術部附属学校課長 2022/4/1 5年 2027/3/31廃棄 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2021年度 附属学校課 調査 令和３年度　学校基本調査 学術部附属学校課長 2022/4/1 10年 2032/3/31廃棄 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 令和３年度　旅行命令簿（交通費立替払請求書含む） 学術部附属学校課長 2022/4/1 8年 2030/3/31廃棄 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2021年度 附属学校課 その他 令和３年度　事務職員人事 学術部附属学校課長 2022/4/1 10年 2032/3/31廃棄 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2021年度 附属学校課 その他 令和３年度　教員免許更新制 学術部附属学校課長 2022/4/1 5年 2027/3/31廃棄 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2021年度 附属学校課 その他 令和３年度　高等学校等就学支援金 学術部附属学校課長 2022/4/1 5年 2027/3/31廃棄 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2021年度 附属学校課 その他 令和３年度　特別支援教育就学奨励費交付金 学術部附属学校課長 2022/4/1 5年 2027/3/31廃棄 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2021年度 附属学校課 会議 令和３年度　人事委員会 学術部附属学校課長 2022/4/1 10年 2032/3/31廃棄 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2021年度 附属学校課 その他 令和３年度　進路関係通知 学術部附属学校課長 2022/4/1 5年 2027/3/31廃棄 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2021年度 附属学校課 その他 令和３年度　パートナー制 学術部附属学校課長 2022/4/1 5年 2027/3/31廃棄 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2021年度 附属学校課 会議 令和３年度　附属学校園の安全に関する連携協議会 学術部附属学校課長 2022/4/1 5年 2027/3/31廃棄 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2021年度 附属学校課 外部資金 令和３年度　スーパーサイエンスハイスクール指定校 天高 学術部附属学校課長 2022/4/1 5年 2027/3/31廃棄 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄
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2021年度 附属学校課 服務 令和３年度　労働災害に関する報告 学術部附属学校課長 2022/4/1 5年 2027/3/31廃棄 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2021年度 附属学校課 会議 令和３年度　全国事務長会議 学術部附属学校課長 2022/4/1 5年 2027/3/31廃棄 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2021年度 附属学校課 学内通知文書 令和３年度　人事異動通知書（写） 学術部附属学校課長 2022/4/1 5年 2027/3/31廃棄 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2021年度 附属学校課 その他 令和３年度　教育センター研修 学術部附属学校課長 2022/4/1 5年 2027/3/31廃棄 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2021年度 附属学校課 その他 令和３年度　人事交流計画　人事異動予定者調書　意向調書 学術部附属学校課長 2022/4/1 10年 2032/3/31廃棄 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2021年度 附属学校課 会議 令和３年度　選考委員会 学術部附属学校課長 2022/4/1 5年 2027/3/31廃棄 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2021年度 附属学校課 その他 令和３年度　固定資産 学術部附属学校課長 2022/4/1 5年 2027/3/31廃棄 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2021年度 附属学校課 その他 令和３年度　在外教育施設派遣教員 学術部附属学校課長 2022/4/1 5年 2027/3/31廃棄 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2021年度 附属学校課 その他 令和３年度　内地研修員 学術部附属学校課長 2022/4/1 5年 2027/3/31廃棄 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2021年度 附属学校課 その他 令和３年度　学校評議員 学術部附属学校課長 2022/4/1 5年 2027/3/31廃棄 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2021年度 附属学校課 その他 令和３年度　教職員海外渡航 学術部附属学校課長 2022/4/1 5年 2027/3/31廃棄 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2021年度 附属学校課 その他 令和３年度　警察関係通知 学術部附属学校課長 2022/4/1 5年 2027/3/31廃棄 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2021年度 附属学校課 行事・儀式 令和３年度　卒業式・入学式　学長祝辞 学術部附属学校課長 2022/4/1 5年 2027/3/31廃棄 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2021年度 附属学校課 その他 令和３年度　海外修学旅行 学術部附属学校課長 2022/4/1 5年 2027/3/31廃棄 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2021年度 附属学校課 通達等 令和３年度　法令等改正 学術部附属学校課長 2022/4/1 10年 2032/3/31廃棄 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2021年度 附属学校課 保健衛生 令和３年度　インフルエンザ発症報告 学術部附属学校課長 2022/4/1 5年 2027/3/31廃棄 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2021年度 附属学校課 その他 令和３年度　謝金 学術部附属学校課長 2022/4/1 8年 2030/3/31廃棄 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2021年度 附属学校課 その他 令和３年度　福利厚生（健康診断・学割証） 学術部附属学校課長 2022/4/1 5年 2027/3/31廃棄 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2021年度 附属学校課 服務 令和３年度　勤務時間 学術部附属学校課長 2022/4/1 5年 2027/3/31廃棄 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2021年度 附属学校課 行事・儀式 令和３年度　附属学校園教員と大学教員との研究交流会 学術部附属学校課長 2022/4/1 5年 2027/3/31廃棄 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2021年度 附属学校課 その他 令和３年度　年度計画 学術部附属学校課長 2022/4/1 10年 2032/3/31廃棄 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2021年度 附属学校課 その他 令和３年度　自己点検・評価 学術部附属学校課長 2022/4/1 10年 2032/3/31廃棄 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2021年度 附属学校課 その他 令和３年度　学校医採用 学術部附属学校課長 2022/4/1 5年 2027/3/31廃棄 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2021年度 附属学校課 その他 令和３年度　臨時的雇用職員 学術部附属学校課長 2022/4/1 5年 2027/3/31廃棄 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2021年度 附属学校課 その他 令和３年度　育児休業及び病休・休職等 学術部附属学校課長 2022/4/1 5年 2027/3/31廃棄 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2021年度 附属学校課 調査 令和３年度　問題行動調査 学術部附属学校課長 2022/4/1 10年 2032/3/31廃棄 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2021年度 附属学校課 その他 令和３年度　委嘱状及び承諾書（臨時的・非常勤） 学術部附属学校課長 2022/4/1 5年 2027/3/31廃棄 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2021年度 附属学校課 その他 令和３年度　附属学校統括機構主催　研修関係 学術部附属学校課長 2022/4/1 5年 2027/3/31廃棄 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2021年度 附属学校課 外部資金 令和３年度　運動部活動改革プラン　平高 学術部附属学校課長 2022/4/1 5年 2027/3/31廃棄 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2021年度 附属学校課 外部資金
令和３年度　WWL（ワールド・ワイド・ラーニング）コンソーシア
ム構築支援事業　平高

学術部附属学校課長 2022/4/1 5年 2027/3/31廃棄 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄
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2021年度 附属学校課 外部資金 令和３年度　教育課程研究指定校　天小 学術部附属学校課長 2022/4/1 5年 2027/3/31廃棄 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2021年度 附属学校課 外部資金
令和３年度　これからの時代に求められる資質・能力を育むた
めのカリキュラム・マネジメントの在り方に関する調査研究

学術部附属学校課長 2022/4/1 5年 2027/3/31廃棄 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2021年度 附属学校課 外部資金
令和３年度　学びの保障・充実のための学習者用 デジタル教
科書実証事業　池小

学術部附属学校課長 2022/4/1 5年 2027/3/31廃棄 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2021年度 附属学校課 コロナ対応 令和３年度　新型コロナウイルス感染症への対応に関するもの 学術部附属学校課長 2022/4/1 5年 2027/3/31廃棄 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 移管

2021年度 附属学校課 その他 令和３年（ワ）第481号損害賠償請求事件（池中筏流し）（控え） 学術部附属学校課長 2022/4/1
裁判終結後
30年

紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2020年度 附属学校課 災害共済給付 令和２年度　日本スポーツ振興センター 学術部附属学校課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2020年度 附属学校課 教務 令和２年度　教育関係通知 学術部附属学校課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2020年度 附属学校課 その他 令和２年度　研修講座 学術部附属学校課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2020年度 附属学校課 教科書 令和２年度　教科書関係通知 学術部附属学校課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2020年度 附属学校課 外部資金 令和２年度　研究指定 学術部附属学校課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2020年度 附属学校課 保健衛生 令和２年度　保健衛生・安全 学術部附属学校課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2020年度 附属学校課 その他 令和２年度　入学料・授業料免除 学術部附属学校課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2020年度 附属学校課 調査
令和２年度　調査（学校基本調査及び全国学力・学習状況調
査以外）

学術部附属学校課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2020年度 附属学校課 調査 令和２年度　全国学力・学習状況調査 学術部附属学校課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2020年度 附属学校課 通達等 令和２年度　国大協・教大協関係通知 学術部附属学校課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2020年度 附属学校課 その他 令和２年度　予算　 学術部附属学校課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 令和２年度　その他会計 学術部附属学校課長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2020年度 附属学校課 その他 令和２年度　執行 学術部附属学校課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2020年度 附属学校課 会議 令和２年度　正副校園長会議 学術部附属学校課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2020年度 附属学校課 給食 令和２年度　学校給食 学術部附属学校課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2020年度 附属学校課 その他 令和２年度　教員人事 学術部附属学校課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2020年度 附属学校課 その他 令和２年度　教員人事（大阪府） 学術部附属学校課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2020年度 附属学校課 その他 令和２年度　教員人事（大阪市・豊能・堺市・その他） 学術部附属学校課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2020年度 附属学校課 その他
令和２年度　非常勤講師等採用（ＡＥＴ・カウンセラー・退職・そ
の他）

学術部附属学校課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2020年度 附属学校課 その他 令和２年度　非常勤講師等採用 学術部附属学校課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2020年度 附属学校課 通達等 令和２年度　安全管理 学術部附属学校課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2020年度 附属学校課 学校安全 令和２年度　安全管理（チェックリスト） 学術部附属学校課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2020年度 附属学校課 学校安全 令和２年度　安全管理（防犯・避難訓練計画） 学術部附属学校課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2020年度 附属学校課 外部資金 令和２年度　研究協力・研究助成（科学研究費補助金） 学術部附属学校課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2020年度 附属学校課 その他
令和２年度　１０年経験者研修（大阪府・大阪市・大阪府アドバ
ンストセミナー）

学術部附属学校課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄
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2020年度 附属学校課 その他 令和２年度　１０年経験者研修（堺市・豊能地区） 学術部附属学校課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2020年度 附属学校課 外部資金 令和２年度　寄附　物品寄附 学術部附属学校課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2020年度 附属学校課 外部資金 令和２年度　寄附　奨学寄附金 学術部附属学校課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2020年度 附属学校課 その他 令和２年度　教職員等中央研修 学術部附属学校課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2020年度 附属学校課 調査 令和２年度　学校基本調査 学術部附属学校課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 令和２年度　旅行命令簿 学術部附属学校課長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2020年度 附属学校課 服務 令和２年度　休暇簿 学術部附属学校課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2020年度 附属学校課 その他 令和２年度　事務職員人事 学術部附属学校課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2020年度 附属学校課 その他 令和２年度　教員免許更新制 学術部附属学校課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2020年度 附属学校課 その他 令和２年度　高等学校等就学支援金 学術部附属学校課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2020年度 附属学校課 その他 令和２年度　特別支援教育就学奨励費交付金 学術部附属学校課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2020年度 附属学校課 会議 令和２年度　附属学校園人事委員会 学術部附属学校課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2020年度 附属学校課 その他 令和２年度　パートナー制 学術部附属学校課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2020年度 附属学校課 会議
令和２年度　大阪教育大学附属学校園の安全に関する連携
協議会

学術部附属学校課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2020年度 附属学校課 外部資金 令和２年度　スーパーサイエンスハイスクール指定校　天高 学術部附属学校課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2020年度 附属学校課 服務 令和２年度　労働災害に関する報告 学術部附属学校課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2020年度 附属学校課 会議 令和２年度　全国事務長会議 学術部附属学校課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2020年度 附属学校課 学内通知文書 令和２年度　人事異動通知書 学術部附属学校課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2020年度 附属学校課 その他 令和２年度　教育センター研修 学術部附属学校課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2020年度 附属学校課 その他 令和２年度　人事交流計画　人事異動予定者調書　意向調書 学術部附属学校課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2020年度 附属学校課 会議 令和２年度　教員選考委員会 学術部附属学校課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2020年度 附属学校課 保健衛生 令和２年度　保健衛生・安全　出席停止・学級閉鎖等 学術部附属学校課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 移管

2020年度 附属学校課 給食 令和２年度　学校給食　定期検査表 学術部附属学校課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2020年度 附属学校課 その他 令和２年度　固定資産 学術部附属学校課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2020年度 附属学校課 その他 令和２年度　在外教育施設派遣教員関係通知 学術部附属学校課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2020年度 附属学校課 その他 令和２年度　内地研修員 学術部附属学校課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2020年度 附属学校課 その他 令和２年度　学校評議員 学術部附属学校課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2020年度 附属学校課 その他 令和２年度　教職員海外渡航 学術部附属学校課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2020年度 附属学校課 その他 令和２年度　警察関係通知 学術部附属学校課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2020年度 附属学校課 行事・儀式 令和２年度　卒業式・入学式　学長祝辞 学術部附属学校課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄
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2020年度 附属学校課 その他 令和２年度　海外修学旅行 学術部附属学校課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2020年度 附属学校課 通達等 令和２年度　法令等改正 学術部附属学校課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2020年度 附属学校課 その他 令和２年度　学校評価 学術部附属学校課長 2021/4/1 10年 2031/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2020年度 附属学校課 保健衛生 令和２年度　インフルエンザ発症報告 学術部附属学校課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2020年度 附属学校課 その他 令和２年度　謝金 学術部附属学校課長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2020年度 附属学校課 その他 令和２年度　福利厚生 学術部附属学校課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2020年度 附属学校課 服務 令和２年度　勤務時間 学術部附属学校課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2020年度 附属学校課 行事・儀式 令和２年度　附属学校園教員と大学教員との研究交流会　　 学術部附属学校課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2020年度 附属学校課 その他 令和２年度　年度計画 学術部附属学校課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2020年度 附属学校課 外部資金 令和２年度　スーパーグローバルハイスクール指定校　平高 学術部附属学校課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2020年度 附属学校課 その他 令和２年度　学校医採用 学術部附属学校課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2020年度 附属学校課 その他 令和２年度　臨時的雇用職員・育児休業および病休等 学術部附属学校課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2020年度 附属学校課 調査 令和２年度　問題行動調査 学術部附属学校課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2020年度 附属学校課 その他 令和２年度　委嘱状及び承諾書（臨時的・非常勤） 学術部附属学校課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2020年度 附属学校課 会議 第３期　附属学校園改革検討専門部会　R2.4.1～R4.3.31 学術部附属学校課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2020年度 附属学校課 その他 令和２年度　附属学校統括機構主催　研修関係 学術部附属学校課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2020年度 附属学校課 その他 令和２年度　運動部活動改革プラン　平高 学術部附属学校課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2020年度 附属学校課 その他 令和２年度　教員公募 学術部附属学校課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2020年度 附属学校課 外部資金
令和２年度　WWL（ワールド・ワイド・ラーニング）コンソーシア
ム構築支援事業　平高

学術部附属学校課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2020年度 附属学校課 外部資金 令和２年度　教育課程研究指定校　天小 学術部附属学校課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2020年度 附属学校課 コロナ対応 令和２年度　新型コロナウイルス感染症への対応に関するもの 学術部附属学校課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 移管

2019年度 附属学校課 その他 平成３１年度　学校評価 学術部附属学校課長 2020/4/1 10年 2030/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2019年度 附属学校課 災害共済給付 平成３１年度　日本スポーツ振興センター 学術部附属学校課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2019年度 附属学校課 教務 平成３１年度　教育関係通知 学術部附属学校課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2019年度 附属学校課 その他 平成３１年度　研修講座 学術部附属学校課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2019年度 附属学校課 教科書 平成３１年度　教科書関係通知 学術部附属学校課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2019年度 附属学校課 外部資金 平成３１年度　研究指定 学術部附属学校課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2019年度 附属学校課 保健衛生 平成３１年度　保健衛生・安全 学術部附属学校課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2019年度 附属学校課 その他 平成３１年度　入学料・授業料免除 学術部附属学校課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2019年度 附属学校課 調査
平成３１年度　調査（学校基本調査及び全国学力・学習状況
調査以外）

学術部附属学校課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄
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2019年度 附属学校課 調査 平成３１年度　全国学力・学習状況調査 学術部附属学校課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2019年度 附属学校課 通達等 平成３１年度　国大協・教大協関係通知 学術部附属学校課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2019年度 附属学校課 その他 平成３１年度　予算　 学術部附属学校課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 平成３１年度　その他会計 学術部附属学校課長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2019年度 附属学校課 その他 平成３１年度　執行 学術部附属学校課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2019年度 附属学校課 会議 平成３１年度　正副校園長会議 学術部附属学校課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2019年度 附属学校課 給食 平成３１年度　学校給食 学術部附属学校課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2019年度 附属学校課 その他 平成３１年度　教員人事 学術部附属学校課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2019年度 附属学校課 その他 平成３１年度　教員人事（大阪府） 学術部附属学校課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2019年度 附属学校課 その他 平成３１年度　教員人事（大阪市・豊能・堺市・その他） 学術部附属学校課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2019年度 附属学校課 その他
平成３１年度　非常勤講師等採用（ＡＥＴ・カウンセラー・退職・
その他）

学術部附属学校課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2019年度 附属学校課 その他 平成３１年度　非常勤講師等採用 学術部附属学校課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2019年度 附属学校課 通達等 平成３１年度　安全管理 学術部附属学校課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2019年度 附属学校課 学校安全 平成３１年度　安全管理（チェックリスト） 学術部附属学校課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2019年度 附属学校課 学校安全 平成３１年度　安全管理（防犯・避難訓練計画） 学術部附属学校課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2019年度 附属学校課 外部資金 平成３１年度　研究協力・研究助成（科学研究費補助金） 学術部附属学校課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2019年度 附属学校課 その他
平成３１年度　１０年経験者研修（大阪府・大阪市・大阪府アド
バンストセミナー）

学術部附属学校課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2019年度 附属学校課 その他 平成３１年度　１０年経験者研修（堺市・豊能地区） 学術部附属学校課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2019年度 附属学校課 外部資金 平成３１年度　寄附　物品寄附 学術部附属学校課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2019年度 附属学校課 外部資金 平成３１年度　寄附　奨学寄附金 学術部附属学校課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2019年度 附属学校課 その他 平成３１年度　教職員等中央研修 学術部附属学校課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2019年度 附属学校課 調査 平成３１年度　学校基本調査 学術部附属学校課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2019年度 附属学校課 調査 平成３１年度　学校教員統計調査（３年に１回） 学術部附属学校課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 平成３１年度　旅行命令簿 学術部附属学校課長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2019年度 附属学校課 服務 平成３１年度　休暇簿 学術部附属学校課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2019年度 附属学校課 その他 平成３１年度　事務職員人事 学術部附属学校課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2019年度 附属学校課 その他 平成３１年度　教員免許更新制 学術部附属学校課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2019年度 附属学校課 その他 平成３１年度　高等学校等就学支援金 学術部附属学校課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2019年度 附属学校課 その他 平成３１年度　特別支援教育就学奨励費交付金 学術部附属学校課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2019年度 附属学校課 会議 平成３１年度　附属学校園人事委員会 学術部附属学校課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄
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2019年度 附属学校課 その他 平成３１年度　進路関係通知 学術部附属学校課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2019年度 附属学校課 その他 平成３１年度　パートナー制 学術部附属学校課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2019年度 附属学校課 会議
平成３１年度　大阪教育大学附属学校園の安全に関する連携
協議会

学術部附属学校課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2019年度 附属学校課 外部資金 平成３１年度　スーパーサイエンスハイスクール指定校 学術部附属学校課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2019年度 附属学校課 服務 平成３１年度　労働災害に関する報告 学術部附属学校課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2019年度 附属学校課 会議 平成３１年度　全国事務長会議 学術部附属学校課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2019年度 附属学校課 学内通知文書 平成３１年度　人事異動通知書 学術部附属学校課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2019年度 附属学校課 その他 平成３１年度　教育センター研修 学術部附属学校課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2019年度 附属学校課 その他
平成３１年度　人事交流計画　人事異動予定者調書　意向調
書

学術部附属学校課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2019年度 附属学校課 会議 平成３１年度　教員選考委員会 学術部附属学校課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2019年度 附属学校課 保健衛生 平成３１年度　保健衛生・安全　出席停止・学級閉鎖等 学術部附属学校課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2019年度 附属学校課 給食 平成３１年度　学校給食　定期検査表 学術部附属学校課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2019年度 附属学校課 その他 平成３１年度　固定資産 学術部附属学校課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2019年度 附属学校課 その他 平成３１年度　在外教育施設派遣教員関係通知 学術部附属学校課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2019年度 附属学校課 その他 平成３１年度　内地研修員 学術部附属学校課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2019年度 附属学校課 その他 平成３１年度　学校評議員 学術部附属学校課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2019年度 附属学校課 その他 平成３１年度　教職員海外渡航 学術部附属学校課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2019年度 附属学校課 その他 平成３１年度　警察関係通知 学術部附属学校課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2019年度 附属学校課 行事・儀式 平成３１年度　卒業式・入学式　学長祝辞 学術部附属学校課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2019年度 附属学校課 その他 平成３１年度　海外修学旅行 学術部附属学校課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2019年度 附属学校課 通達等 平成３１年度　法令等改正 学術部附属学校課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2019年度 附属学校課 保健衛生 平成３１年度　インフルエンザ発症報告 学術部附属学校課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2019年度 附属学校課 その他 平成３１年度　謝金 学術部附属学校課長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2019年度 附属学校課 その他 平成３１年度　福利厚生 学術部附属学校課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2019年度 附属学校課 服務 平成３１年度　勤務時間 学術部附属学校課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2019年度 附属学校課 行事・儀式 平成３１年度　附属学校園教員と大学教員との研究交流会 学術部附属学校課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2019年度 附属学校課 その他 平成３１年度　年度計画 学術部附属学校課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2019年度 附属学校課 外部資金 平成３１年度　スーパーグローバルハイスクール指定校 学術部附属学校課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2019年度 附属学校課 その他 平成３１年度　学校医採用 学術部附属学校課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2019年度 附属学校課 その他 平成３１年度　臨時的雇用職員・育児休業および病休等 学術部附属学校課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄
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2019年度 附属学校課 外部資金 平成３１年度　研究開発学校 学術部附属学校課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2019年度 附属学校課 調査 平成３１年度　問題行動調査 学術部附属学校課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2019年度 附属学校課 その他 平成３１年度　委嘱状及び承諾書（臨時的・非常勤） 学術部附属学校課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2019年度 附属学校課 その他 平成３１年度　附属学校部主催　研修関係 学術部附属学校課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2019年度 附属学校課 その他
平成３１年度　実社会との接点を重視した課題解決型学習プ
ログラム　池高

学術部附属学校課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2019年度 附属学校課 その他 平成３１年度　運動部活動改革プラン　平高 学術部附属学校課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2019年度 附属学校課 その他 平成３１年度　教員公募 学術部附属学校課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2019年度 附属学校課 その他
平成３１年度　富士通フィールドイノベーション活動（附属校に
おける教職員の働き方改善）

学術部附属学校課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2018年度 附属学校課 その他 平成３０年度　学校評価 学術部附属学校課長 2019/4/1 10年 2029/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2018年度 附属学校課 災害共済給付 平成３０年度　日本スポーツ振興センター 学術部附属学校課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2018年度 附属学校課 教務 平成３０年度　教育関係通知 学術部附属学校課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2018年度 附属学校課 その他 平成３０年度　研修講座 学術部附属学校課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2018年度 附属学校課 教科書 平成３０年度　教科書関係通知 学術部附属学校課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2018年度 附属学校課 外部資金 平成３０年度　研究指定 学術部附属学校課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2018年度 附属学校課 保健衛生 平成３０年度　保健衛生・安全 学術部附属学校課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2018年度 附属学校課 その他 平成３０年度　入学料・授業料免除 学術部附属学校課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2018年度 附属学校課 調査
平成３０年度　調査（学校基本調査及び全国学力・学習状況
調査以外）

学術部附属学校課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2018年度 附属学校課 調査 平成３０年度　全国学力・学習状況調査 学術部附属学校課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2018年度 附属学校課 通達等 平成３０年度　国大協・教大協関係通知 学術部附属学校課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2018年度 附属学校課 その他 平成３０年度　予算　 学術部附属学校課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 平成３０年度　その他会計 学術部附属学校課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2018年度 附属学校課 その他 平成３０年度　執行 学術部附属学校課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2018年度 附属学校課 会議 平成３０年度　正副校園長会議 学術部附属学校課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2018年度 附属学校課 その他 平成３０年度　教員人事 学術部附属学校課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2018年度 附属学校課 その他 平成３０年度　教員人事（大阪府） 学術部附属学校課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2018年度 附属学校課 その他 平成３０年度　教員人事（大阪市・豊能・堺市・その他） 学術部附属学校課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2018年度 附属学校課 その他
平成３０年度　非常勤講師等採用（ＡＥＴ・カウンセラー・退職・
その他）

学術部附属学校課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2018年度 附属学校課 その他 平成３０年度　非常勤講師等採用 学術部附属学校課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2018年度 附属学校課 通達等 平成３０年度　安全管理 学術部附属学校課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2018年度 附属学校課 学校安全 平成３０年度　安全管理（チェックリスト） 学術部附属学校課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄
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2018年度 附属学校課 学校安全 平成３０年度　安全管理（防犯・避難訓練計画） 学術部附属学校課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2018年度 附属学校課 外部資金 平成３０年度　研究協力・研究助成（科学研究費補助金） 学術部附属学校課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2018年度 附属学校課 その他
平成３０年度　１０年経験者研修（大阪府・大阪市・大阪府アド
バンストセミナー）

学術部附属学校課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2018年度 附属学校課 その他 平成３０年度　１０年経験者研修（堺市・豊能地区） 学術部附属学校課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2018年度 附属学校課 外部資金 平成３０年度　寄附　物品寄附 学術部附属学校課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2018年度 附属学校課 外部資金 平成３０年度　寄附　奨学寄附金 学術部附属学校課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2018年度 附属学校課 その他 平成３０年度　教職員等中央研修 学術部附属学校課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2018年度 附属学校課 調査 平成３０年度　学校基本調査 学術部附属学校課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 平成３０年度　旅行命令簿 学術部附属学校課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2018年度 附属学校課 服務 平成３０年度　休暇簿 学術部附属学校課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2018年度 附属学校課 その他 平成３０年度　事務職員人事 学術部附属学校課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2018年度 附属学校課 その他 平成３０年度　教員免許更新制 学術部附属学校課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2018年度 附属学校課 その他 平成３０年度　高等学校等就学支援金 学術部附属学校課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2018年度 附属学校課 その他 平成３０年度　特別支援教育就学奨励費交付金 学術部附属学校課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2018年度 附属学校課 会議 平成３０年度　附属学校園人事委員会 学術部附属学校課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2018年度 附属学校課 その他 平成３０年度　進路関係通知 学術部附属学校課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2018年度 附属学校課 その他 平成３０年度　パートナー制 学術部附属学校課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2018年度 附属学校課 会議
平成３０年度　大阪教育大学附属学校園の安全に関する連携
協議会

学術部附属学校課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2018年度 附属学校課 外部資金 平成３０年度　スーパーサイエンスハイスクール指定校 学術部附属学校課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2018年度 附属学校課 服務 平成３０年度　労働災害に関する報告 学術部附属学校課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2018年度 附属学校課 会議 平成３０年度　全国事務長会議 学術部附属学校課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2018年度 附属学校課 学内通知文書 平成３０年度　人事異動通知書 学術部附属学校課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2018年度 附属学校課 その他 平成３０年度　再雇用 学術部附属学校課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2018年度 附属学校課 その他 平成３０年度　教育センター研修 学術部附属学校課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2018年度 附属学校課 その他
平成３０年度　人事交流計画　人事異動予定者調書　意向調
書

学術部附属学校課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2018年度 附属学校課 会議 平成３０年度　教員選考委員会 学術部附属学校課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2018年度 附属学校課 保健衛生 平成３０年度　保健衛生・安全　出席停止・学級閉鎖等 学術部附属学校課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2018年度 附属学校課 学内通知文書 平成３０年度　併任・主任発令 学術部附属学校課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2018年度 附属学校課 その他 平成３０年度　固定資産 学術部附属学校課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2018年度 附属学校課 その他 平成３０年度　在外教育施設派遣教員関係通知 学術部附属学校課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄
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2018年度 附属学校課 その他 平成３０年度　内地研修員 学術部附属学校課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2018年度 附属学校課 その他 平成３０年度　学校評議員 学術部附属学校課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2018年度 附属学校課 その他 平成３０年度　教職員海外渡航 学術部附属学校課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2018年度 附属学校課 その他 平成３０年度　警察関係通知 学術部附属学校課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2018年度 附属学校課 行事・儀式 平成３０年度　卒業式・入学式　学長祝辞 学術部附属学校課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2018年度 附属学校課 その他 平成３０年度　海外修学旅行 学術部附属学校課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2018年度 附属学校課 通達等 平成３０年度　法令等改正 学術部附属学校課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2018年度 附属学校課 保健衛生 平成３０年度　インフルエンザ発症報告 学術部附属学校課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2018年度 附属学校課 その他 平成３０年度　謝金 学術部附属学校課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2018年度 附属学校課 その他 平成３０年度　福利厚生 学術部附属学校課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2018年度 附属学校課 服務 平成３０年度　勤務時間 学術部附属学校課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2018年度 附属学校課 行事・儀式 平成３０年度　附属学校園教員と大学教員との研究交流会 学術部附属学校課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2018年度 附属学校課 その他 平成３０年度　年度計画 学術部附属学校課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2018年度 附属学校課 外部資金 平成３０年度　スーパーグローバルハイスクール指定校 学術部附属学校課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2018年度 附属学校課 その他 平成３０年度　学校医採用 学術部附属学校課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2018年度 附属学校課 その他 平成３０年度　臨時的雇用職員・育児休業および病休等 学術部附属学校課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2018年度 附属学校課 外部資金 平成３０年度　研究開発学校 学術部附属学校課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2018年度 附属学校課 調査 平成３０年度　問題行動調査 学術部附属学校課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2018年度 附属学校課 その他 平成３０年度　委嘱状及び承諾書（臨時的・非常勤） 学術部附属学校課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2018年度 附属学校課 会議 第２期　附属学校園改革検討専門部会　H30.4.1～R2.3.31 学術部附属学校課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2018年度 附属学校課 その他 平成３０年度　附属学校部主催　研修関係 学術部附属学校課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2018年度 附属学校課 その他 平成３０年度　学校現場における業務改善加速事業 学術部附属学校課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2018年度 附属学校課 その他
平成３０年度　次世代の教育情報化推進事業（各教科等の指
導におけるＩＣＴ活用）池小

学術部附属学校課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2018年度 附属学校課 その他
平成３０年度　実社会との接点を重視した課題解決型学習プ
ログラム　池高

学術部附属学校課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2018年度 附属学校課 その他 平成３０年度　運動部活動改革プラン　平高 学術部附属学校課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2018年度 附属学校課 その他 平成３０年度　教員公募 学術部附属学校課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2017年度 附属学校課 災害共済給付 平成２９年度　日本スポーツ振興センター 学術部附属学校課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2017年度 附属学校課 教務 平成２９年度　教育関係通知 学術部附属学校課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2017年度 附属学校課 その他 平成２９年度　研修講座 学術部附属学校課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2017年度 附属学校課 教科書 平成２９年度　教科書関係通知 学術部附属学校課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄
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2017年度 附属学校課 外部資金 平成２９年度　研究指定 学術部附属学校課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2017年度 附属学校課 保健衛生 平成２９年度　保健衛生・安全 学術部附属学校課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2017年度 附属学校課 その他 平成２９年度　入学料・授業料免除 学術部附属学校課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2017年度 附属学校課 調査
平成２９年度　調査（学校基本調査及び全国学力・学習状況
調査以外）

学術部附属学校課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2017年度 附属学校課 調査 平成２９年度　全国学力・学習状況調査 学術部附属学校課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2017年度 附属学校課 通達等 平成２９年度　国大協・教大協関係通知 学術部附属学校課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2017年度 附属学校課 その他 平成２９年度　予算 学術部附属学校課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 平成２９年度　その他会計 学術部附属学校課長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2017年度 附属学校課 その他 平成２９年度　執行 学術部附属学校課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2017年度 附属学校課 会議 平成２９年度　正副校園長会議 学術部附属学校課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2017年度 附属学校課 その他 平成２９年度　教員人事 学術部附属学校課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2017年度 附属学校課 その他 平成２９年度　非常勤講師等採用 学術部附属学校課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2017年度 附属学校課 通達等 平成２９年度　安全管理 学術部附属学校課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2017年度 附属学校課 学校安全 平成２９年度　安全管理（チェックリスト） 学術部附属学校課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2017年度 附属学校課 学校安全 平成２９年度　安全管理（防犯・避難訓練計画） 学術部附属学校課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2017年度 附属学校課 外部資金 平成２９年度　研究協力・研究助成（科学研究費補助金） 学術部附属学校課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2017年度 附属学校課 その他 平成２９年度　１０年経験者研修 学術部附属学校課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2017年度 附属学校課 外部資金 平成２９年度　寄附　物品寄附 学術部附属学校課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2017年度 附属学校課 外部資金 平成２９年度　寄附　奨学寄附金 学術部附属学校課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2017年度 附属学校課 その他 平成２９年度　教職員等中央研修 学術部附属学校課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2017年度 附属学校課 調査 平成２９年度　学校基本調査 学術部附属学校課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 平成２９年度　旅行命令簿 学術部附属学校課長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2017年度 附属学校課 服務 平成２９年度　休暇簿 学術部附属学校課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2017年度 附属学校課 その他 平成２９年度　事務職員人事 学術部附属学校課長 2018/4/1 10年 2027/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2017年度 附属学校課 その他 平成２９年度　教員免許更新制 学術部附属学校課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2017年度 附属学校課 その他 平成２９年度　高等学校等就学支援金 学術部附属学校課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2017年度 附属学校課 その他 平成２９年度　特別支援教育就学奨励費交付金 学術部附属学校課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2017年度 附属学校課 会議 平成２９年度　附属学校園人事委員会 学術部附属学校課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2017年度 附属学校課 その他 平成２９年度　進路関係通知 学術部附属学校課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2017年度 附属学校課 その他 平成２９年度　パートナー制 学術部附属学校課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄
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2017年度 附属学校課 会議
平成２９年度　大阪教育大学附属学校園の安全に関する連携
協議会

学術部附属学校課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2017年度 附属学校課 外部資金 平成２９年度　スーパーサイエンスハイスクール指定校 学術部附属学校課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2017年度 附属学校課 服務 平成２９年度　労働災害に関する報告 学術部附属学校課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2017年度 附属学校課 会議 平成２９年度　全国事務長会議 学術部附属学校課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2017年度 附属学校課 学内通知文書 平成２９年度　人事異動通知書 学術部附属学校課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2017年度 附属学校課 その他 平成２９年度　再雇用 学術部附属学校課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2017年度 附属学校課 その他 平成２９年度　教育センター研修 学術部附属学校課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2017年度 附属学校課 その他
平成２９年度　人事交流計画　人事異動予定者調書　意向調
書

学術部附属学校課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2017年度 附属学校課 会議 平成２９年度　教員選考委員会 学術部附属学校課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2017年度 附属学校課 保健衛生 平成２９年度　保健衛生・安全　出席停止・学級閉鎖等 学術部附属学校課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2017年度 附属学校課 学内通知文書 平成２９年度　併任・主任発令 学術部附属学校課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2017年度 附属学校課 その他 平成２９年度　固定資産 学術部附属学校課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2017年度 附属学校課 その他 平成２９年度　在外教育施設派遣教員関係通知 学術部附属学校課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2017年度 附属学校課 その他 平成２９年度　内地研修員 学術部附属学校課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2017年度 附属学校課 その他 平成２９年度　学校評議員 学術部附属学校課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2017年度 附属学校課 その他 平成２９年度　教職員海外渡航 学術部附属学校課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2017年度 附属学校課 その他 平成２９年度　警察関係通知 学術部附属学校課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2017年度 附属学校課 行事・儀式 平成２９年度　卒業式・入学式　学長祝辞 学術部附属学校課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2017年度 附属学校課 その他 平成２９年度　海外修学旅行 学術部附属学校課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2017年度 附属学校課 通達等 平成２９年度　法令等改正 学術部附属学校課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2017年度 附属学校課 保健衛生 平成２９年度　インフルエンザ発症報告 学術部附属学校課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 平成２９年度　謝金 学術部附属学校課長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2017年度 附属学校課 その他 平成２９年度　学校評価 学術部附属学校課長 2018/4/1 10年 2028/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2017年度 附属学校課 その他 平成２９年度　福利厚生 学術部附属学校課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2017年度 附属学校課 服務 平成２９年度　勤務時間 学術部附属学校課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2017年度 附属学校課 行事・儀式 平成２９年度　附属学校園教員と大学教員との研究交流会 学術部附属学校課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2017年度 附属学校課 その他 平成２９年度　年度計画 学術部附属学校課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2017年度 附属学校課 外部資金 平成２９年度　スーパーグローバルハイスクール指定校 学術部附属学校課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2017年度 附属学校課 その他 平成２９年度　学校医採用 学術部附属学校課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2017年度 附属学校課 その他 平成２９年度　臨時的雇用職員・育児休業および病休等 学術部附属学校課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄
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2017年度 附属学校課 外部資金 平成２９年度　研究開発学校 学術部附属学校課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2017年度 附属学校課 外部資金
平成２９年度　学校における交流及び共同学習を通じた障害
者理解（心のバリアフリー）

学術部附属学校課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2017年度 附属学校課 調査 平成２９年度　問題行動調査 学術部附属学校課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2017年度 附属学校課 その他 平成２９年度　委嘱状及び承諾書（臨時的・非常勤） 学術部附属学校課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2017年度 附属学校課 会議
第１期　附属学校園改革検討専門部会　H29.11.27～
H30.3.31

学術部附属学校課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2017年度 附属学校課 その他 平成２９年度　附属学校部主催　研修関係 学術部附属学校課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2016年度 附属学校課 その他 平成２８年度　授業料免除 学術部附属学校課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2016年度 附属学校課 調査
平成２８年度　調査（学校基本調査及び全国学力・学習状況
調査以外）

学術部附属学校課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2016年度 附属学校課 通達等 平成２８年度　国大協・教大協関係通知 学術部附属学校課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2016年度 附属学校課 その他 平成２８年度　会計 学術部附属学校課長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2016年度 附属学校課 会議 平成２８年度　正副校園長会議 学術部附属学校課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2016年度 附属学校課 その他 平成２８年度　教員人事 学術部附属学校課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2016年度 附属学校課 調査 平成２８年度　学校基本調査 学術部附属学校課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2016年度 附属学校課 会計伝票 平成２８年度　旅行命令簿 学術部附属学校課長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2016年度 附属学校課 その他 平成２８年度　事務職員人事 学術部附属学校課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2016年度 附属学校課 会議 平成２８年度　附属学校園人事委員会 学術部附属学校課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2016年度 附属学校課 その他
平成２８年度　人事交流計画　人事異動予定者調書　意向調
書

学術部附属学校課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2016年度 附属学校課 通達等 平成２８年度　法令等改正 学術部附属学校課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2016年度 附属学校課 会計伝票 平成２８年度　謝金 学術部附属学校課長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2016年度 附属学校課 その他 平成２８年度　学校評価 学術部附属学校課長 2017/4/1 10年 2027/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2016年度 附属学校課 その他 平成２８年度　年度計画 学術部附属学校課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2016年度 附属学校課 調査 平成２８年度　学校教員統計調査（３年に１回） 学術部附属学校課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2015年度 附属学校課 その他 平成２７年度　授業料免除 学術部附属学校課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2015年度 附属学校課 調査
平成２７年度　調査（学校基本調査及び全国学力・学習状況
調査以外）

学術部附属学校課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2015年度 附属学校課 通達等 平成２７年度　国大協・教大協関係通知 学術部附属学校課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2015年度 附属学校課 その他 平成２７年度　会計 学術部附属学校課長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2015年度 附属学校課 会議 平成２７年度　正副校園長会議 学術部附属学校課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2015年度 附属学校課 その他 平成２７年度　教員人事 学術部附属学校課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2015年度 附属学校課 調査 平成２７年度　学校基本調査 学術部附属学校課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2015年度 附属学校課 会計伝票 平成２７年度　旅行命令簿 学術部附属学校課長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄
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2015年度 附属学校課 その他 平成２７年度　事務職員人事 学術部附属学校課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2015年度 附属学校課 会議 平成２７年度　附属学校園人事委員会 学術部附属学校課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2015年度 附属学校課 その他
平成２７年度　人事交流計画　人事異動予定者調書　意向調
書

学術部附属学校課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2015年度 附属学校課 通達等 平成２７年度　法令等改正 学術部附属学校課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2015年度 附属学校課 会計伝票 平成２７年度　謝金 学術部附属学校課長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2015年度 附属学校課 その他 平成２７年度　学校評価 学術部附属学校課長 2016/4/1 10年 2026/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2015年度 附属学校課 その他 平成２７年度　年度計画 学術部附属学校課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2015年度 附属学校課 委任経理金 平成２７年度　会計書類（運営交付金） 学術部附属学校課長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 １階事務室 学術部附属学校課長 附属天王寺小学校 廃棄

2015年度 附属学校課 委任経理金 平成２７年度　会計書類（寄附金） 学術部附属学校課長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 １階事務室 学術部附属学校課長 附属天王寺小学校 廃棄

2014年度 附属学校課 その他 平成２６年度　授業料免除 学術部附属学校課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2014年度 附属学校課 調査
平成２６年度　調査（学校基本調査及び全国学力・学習状況
調査以外）

学術部附属学校課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2014年度 附属学校課 通達等 平成２６年度　国大協・教大協関係通知 学術部附属学校課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2014年度 附属学校課 その他 平成２６年度　会計 学術部附属学校課長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2014年度 附属学校課 会議 平成２６年度　正副校園長会議 学術部附属学校課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2014年度 附属学校課 その他 平成２６年度　教員人事 学術部附属学校課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2014年度 附属学校課 調査 平成２６年度　学校基本調査 学術部附属学校課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2014年度 附属学校課 会計伝票 平成２６年度　旅行命令簿 学術部附属学校課長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2014年度 附属学校課 その他 平成２６年度　事務職員人事 学術部附属学校課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2014年度 附属学校課 会議 平成２６年度　附属学校園人事委員会 学術部附属学校課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2014年度 附属学校課 その他
平成２６年度　人事交流計画　人事異動予定者調書　意向調
書

学術部附属学校課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2014年度 附属学校課 通達等 平成２６年度　法令等改正 学術部附属学校課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2014年度 附属学校課 会計伝票 平成２６年度　謝金 学術部附属学校課長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2014年度 附属学校課 その他 平成２６年度　学校評価 学術部附属学校課長 2015/4/1 10年 2025/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2014年度 附属学校課 会議 平成２６年度　附属学校室 学術部附属学校課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2014年度 附属学校課 委任経理金 平成２６年度　会計書類（運営交付金） 学術部附属学校課長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 １階事務室 学術部附属学校課長 附属天王寺小学校 廃棄

2014年度 附属学校課 委任経理金 平成２６年度　会計書類（寄附金） 学術部附属学校課長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 １階事務室 学術部附属学校課長 附属天王寺小学校 廃棄

2013年度 附属学校課 その他 平成２５年度　授業料免除 学術部附属学校課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2013年度 附属学校課 調査
平成２５年度　調査（学校基本調査及び全国学力・学習状況
調査以外）

学術部附属学校課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2013年度 附属学校課 通達等 平成２５年度　国大協・教大協関係通知 学術部附属学校課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2013年度 附属学校課 会議 平成２５年度　正副校園長会議 学術部附属学校課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄
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2013年度 附属学校課 その他 平成２５年度　教員人事 学術部附属学校課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2013年度 附属学校課 調査 平成２５年度　学校基本調査 学術部附属学校課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2013年度 附属学校課 その他 平成２５年度　事務職員人事 学術部附属学校課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2013年度 附属学校課 会議
平成２５年度　会議資料（全学教員会議）（改革構想検討委員
会）（総務企画室会議）（控え）

学術部附属学校課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2013年度 附属学校課 会議 平成２５年度　会議資料（局議）（控え） 学術部附属学校課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2013年度 附属学校課 会議 平成２５年度　会議資料（役員会）（控え） 学術部附属学校課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2013年度 附属学校課 会議 平成２５年度　会議資料（経営協議会）（控え） 学術部附属学校課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2013年度 附属学校課 会議 平成２５年度　会議資料（教育研究評議会）（控え） 学術部附属学校課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2013年度 附属学校課 会議 平成２５年度　会議資料（役員協議会）（控え） 学術部附属学校課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2013年度 附属学校課 会議
平成２５年度　会議資料（部局長連絡会議）（部局長協議会）
（控え）

学術部附属学校課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2013年度 附属学校課 会議

平成２５年度　大阪市教育委員会と大阪教育大学との拡大連
携協議会
大阪府教育委員会と大阪教育大学との拡大連携協議会
堺市教育委員会と大阪教育大学との拡大連携協議会

学術部附属学校課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2013年度 附属学校課 会議 平成２５年度　附属学校園人事委員会 学術部附属学校課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2013年度 附属学校課 その他
平成２５年度　人事交流計画　人事異動予定者調書　意向調
書

学術部附属学校課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2013年度 附属学校課 通達等 平成２５年度　法令等改正 学術部附属学校課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2013年度 附属学校課 その他 平成２５年度　学校評価 学術部附属学校課長 2014/4/1 10年 2024/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2013年度 附属学校課 会議 平成２５年度　附属学校室 学術部附属学校課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2012年度 附属学校課 その他 平成２４年度　授業料免除 学術部附属学校課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2012年度 附属学校課 調査
平成２４年度　調査（学校基本調査及び全国学力・学習状況
調査以外）

学術部附属学校課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2012年度 附属学校課 通達等 平成２４年度　国大協・教大協関係通知 学術部附属学校課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2012年度 附属学校課 会議 平成２４年度　正副校園長会議 学術部附属学校課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2012年度 附属学校課 その他 平成２４年度　教員人事 学術部附属学校課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2012年度 附属学校課 調査 平成２４年度　学校基本調査 学術部附属学校課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2012年度 附属学校課 その他 平成２４年度　事務職員人事 学術部附属学校課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2012年度 附属学校課 会議
平成２４年度　会議資料（全学教員会議）（改革構想検討委員
会）（総務企画室会議）（控え）

学術部附属学校課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2012年度 附属学校課 会議 平成２４年度　会議資料（局議）（控え） 学術部附属学校課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2012年度 附属学校課 会議 平成２４年度　会議資料（役員会）（控え） 学術部附属学校課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2012年度 附属学校課 会議 平成２４年度　会議資料（経営協議会）（控え） 学術部附属学校課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2012年度 附属学校課 会議 平成２４年度　会議資料（教育研究評議会）（控え） 学術部附属学校課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2012年度 附属学校課 会議 平成２４年度　会議資料（役員協議会）（控え） 学術部附属学校課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄
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2012年度 附属学校課 会議
平成２４年度　会議資料（部局長連絡会議）（部局長協議会）
（控え）

学術部附属学校課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2012年度 附属学校課 会議

平成２４年度　大阪市教育委員会と大阪教育大学との拡大連
携協議会
大阪府教育委員会と大阪教育大学との拡大連携協議会
堺市教育委員会と大阪教育大学との拡大連携協議会

学術部附属学校課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2012年度 附属学校課 会議 平成２４年度　附属学校園人事委員会 学術部附属学校課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2012年度 附属学校課 その他
平成２４年度　人事交流計画　人事異動予定者調書　意向調
書

学術部附属学校課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2012年度 附属学校課 通達等 平成２４年度　法令等改正 学術部附属学校課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2012年度 附属学校課 その他 平成２４年度　学校評価 学術部附属学校課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2012年度 附属学校課 会議 平成２４年度　附属学校室 学術部附属学校課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2011年度 附属学校課 その他
平成２３年度　冊子「附属池田小学校事件を語り伝えていくた
めに」

学術部附属学校課長 2012/4/1 永久 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係

2011年度 附属学校課 会議 平成２３年度　附属学校室 学術部附属学校課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2010年度 学術部附属学校課 総務関係 平成２２年度　附属学校室関係 附属学校係 2010/4/1 30年 2041/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2010年度 学術部附属学校課 総務関係
平成２２年度　大阪教育大学附属学校園校園長専任化等検
討プロジェクト

附属学校係 2010/4/1 30年 2041/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2010年度 学術部附属学校課 総務関係 平成２２年度　正副校園長会議 附属学校係 2010/4/1 30年 2041/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2009年度 学術部附属学校課 総務関係 平成２１年度　正副校園長会議 附属学校係 2009/4/1 30年 2040/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2009年度 学術部附属学校課 総務関係 平成２１年度　附属学校室関係 附属学校係 2009/4/1 30年 2040/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2008年度 学術部附属学校課 総務関係 平成２０年度　正副校園長会議 附属学校係 2008/4/1 30年 2039/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2008年度 学術部附属学校課 総務関係 平成２０年度　附属学校室関係 附属学校係 2008/4/1 30年 2039/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2007年度 学術部附属学校課 総務関係 平成１９年度　正副校園長会議 附属学校係 2007/4/1 30年 2038/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2007年度 学術部附属学校課 総務関係 平成１９年度　附属学校室関係 附属学校係 2007/4/1 30年 2038/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2006年度 学術部附属学校課 総務関係 平成１８年度　正副校園長会議 附属学校係 2006/4/1 30年 2037/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2006年度 学術部附属学校課 総務関係 平成１８年度　附属学校室関係 附属学校係 2006/4/1 30年 2037/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2005年度 学術部附属学校課 総務関係 平成１７年度　正副校園長会議 附属学校係 2005/4/1 30年 2036/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2005年度 学術部附属学校課 総務関係 平成１７年度　附属学校室関係 附属学校係 2005/4/1 30年 2036/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2005年度 学術部附属学校課 総務関係 平成１８年度　　附属学校園再編計画検討委員会関係 附属学校係 2006/3/1 30年 2037/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2004年度 学術部附属学校課 総務関係 平成１６年度　正副校園長会議関係
天王寺キャンパス管理
課附属学校係

2004/4/1 30年 2035/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2004年度 学術部附属学校課 総務関係 平成１６年度　附属学校室関係
天王寺キャンパス管理
課附属学校係

2004/4/1 30年 2035/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2004年度 学術部附属学校課 総務関係 平成１６年度　学内規程等制定・改正
天王寺キャンパス管理
課附属学校係

2004/4/1 30年 2035/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2002年度 学術部附属学校課 諸会議 平成１４～１５年度　附属学校委員会
天王寺キャンパス事務
室附属学校係

2002/4/1 30年 2034/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2002年度 学術部附属学校課 その他 協定書関係
天王寺キャンパス事務
室附属学校係

2003/3/28 永久 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係

2001年度 学術部附属学校課 諸会議 平成１３～１５年度　　附属学校運営委員会 附属学校部総務係 2001/4/1 30年 2034/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

291/398



作成・取得
年度

大分類 中分類
法人文書ファイル名

（小分類）
作成・取得時の

文書管理者
保存期間
の起算日

保存期間
保存期間の
満了する日

媒体の種別 保存場所
現状の

文書管理者
保有担当
係等名称

保存期間が満
了したときの措

置

2001年度 学術部附属学校課 諸会議
平成１３～１５年度　附属学校運営委員会・安全対策専門委員
会

附属学校部総務係 2001/7/1 30年 2034/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2000年度 学術部附属学校課 諸会議 平成１２～１３年度　附属学校委員会 附属学校部総務係 2000/4/1 30年 2032/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

1999年度 学術部附属学校課 諸会議 平成１１～１５年度　附属学校教育研究委員会 附属学校部総務係 1999/4/1 30年 2034/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

1995年度 学術部附属学校課 諸会議 平成７～１１年度　附属学校委員会 附属学校部総務係 1995/4/1 30年 2030/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

1995年度 学術部附属学校課 諸会議 平成７～８年度　附属学校運営委員会小委員会 附属学校部総務係 1995/4/1 30年 2027/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

1994年度 学術部附属学校課 諸会議 平成６～１２年度　附属学校運営委員会 附属学校部総務係 1994/4/1 30年 2031/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

1994年度 学術部附属学校課 諸会議 平成６～１０年度　附属学校教育研究委員会 附属学校部総務係 1994/4/1 30年 2029/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

1994年度 学術部附属学校課 その他 Ｈ７．１．１７阪神淡路大震災関係 附属学校部総務係 1995/1/17 30年 2026/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

1992年度 学術部附属学校課 諸会議 平成４～５年度　附属学校委員会 附属学校部総務係 1992/4/1 30年 2024/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

1992年度 学術部附属学校課 諸会議 平成４～５年度　附属学校運営委員会 附属学校部総務係 1992/4/1 30年 2024/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

1992年度 学術部附属学校課 諸会議 平成４～５年度　附属学校教育研究委員会 附属学校部総務係 1992/4/1 30年 2024/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 令和3年度債務計上票（附属幼稚園） 学術部附属学校課長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 附属平野地区係　(平中事務室内） 学術部附属学校課長 附属平野地区係 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 令和3年度立替経費精算書（附属幼稚園） 学術部附属学校課長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 附属平野地区係　(平中事務室内） 学術部附属学校課長 附属平野地区係 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 令和3年度債務計上票（附属平野小学校） 学術部附属学校課長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 附属平野地区係　(平中事務室内） 学術部附属学校課長 附属平野地区係 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 令和3年度立替経費精算書（附属平野小学校） 学術部附属学校課長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 附属平野地区係　(平中事務室内） 学術部附属学校課長 附属平野地区係 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 令和3年度債務計上票（附属平野中学校） 学術部附属学校課長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 附属平野地区係　(平中事務室内） 学術部附属学校課長 附属平野地区係 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 令和3年度立替経費精算書（附属平野中学校） 学術部附属学校課長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 附属平野地区係　(平中事務室内） 学術部附属学校課長 附属平野地区係 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 令和3年度債務計上票（附属高等学校平野校舎） 学術部附属学校課長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 附属平野地区係　(平中事務室内） 学術部附属学校課長 附属平野地区係 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 令和3年度立替経費精算書（附属高等学校平野校舎） 学術部附属学校課長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 附属平野地区係　(平中事務室内） 学術部附属学校課長 附属平野地区係 廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 令和２年度債務計上票（附属幼稚園） 学術部附属学校課長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 附属平野地区係　(平中事務室内） 学術部附属学校課長 附属平野地区事務係 廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 令和２年度立替経費精算書（附属幼稚園） 学術部附属学校課長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 附属平野地区係　(平中事務室内） 学術部附属学校課長 附属平野地区事務係 廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 令和２年度債務計上票（附属平野小学校） 学術部附属学校課長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 附属平野地区係　(平中事務室内） 学術部附属学校課長 附属平野地区事務係 廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 令和２年度立替経費精算書（附属平野小学校） 学術部附属学校課長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 附属平野地区係　(平中事務室内） 学術部附属学校課長 附属平野地区事務係 廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 令和２年度債務計上票（附属平野中学校） 学術部附属学校課長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 附属平野地区係　(平中事務室内） 学術部附属学校課長 附属平野地区事務係 廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 令和２年度立替経費精算書（附属平野中学校） 学術部附属学校課長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 附属平野地区係　(平中事務室内） 学術部附属学校課長 附属平野地区事務係 廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 令和２年度債務計上票（附属高等学校平野校舎） 運営費 学術部附属学校課長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 附属平野地区係　(平中事務室内） 学術部附属学校課長 附属平野地区事務係 廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票
令和２年度債務計上票（附属高等学校平野校舎） 使途特定
寄附金等

学術部附属学校課長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 附属平野地区係　(平中事務室内） 学術部附属学校課長 附属平野地区事務係 廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 令和２年度立替経費精算書（附属高等学校平野校舎） 学術部附属学校課長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 附属平野地区係　(平中事務室内） 学術部附属学校課長 附属平野地区事務係 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 平成31年度債務計上票（附属幼稚園） 学術部附属学校課長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 附属平野地区係　(平中事務室内） 学術部附属学校課長 附属平野地区事務係 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 平成31年度立替経費精算書（附属幼稚園） 学術部附属学校課長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 附属平野地区係　(平中事務室内） 学術部附属学校課長 附属平野地区事務係 廃棄
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2019年度 附属学校課 会計伝票 平成31年度債務計上票（附属平野小学校） 学術部附属学校課長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 附属平野地区係　(平中事務室内） 学術部附属学校課長 附属平野地区事務係 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 平成31年度立替経費精算書（附属平野小学校） 学術部附属学校課長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 附属平野地区係　(平中事務室内） 学術部附属学校課長 附属平野地区事務係 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 平成31年度債務計上票（附属平野中学校） 学術部附属学校課長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 附属平野地区係　(平中事務室内） 学術部附属学校課長 附属平野地区事務係 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 平成31年度債務計上票（附属平野中学校）改修工事関係 学術部附属学校課長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 附属平野地区係　(平中事務室内） 学術部附属学校課長 附属平野地区事務係 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 平成31年度立替経費精算書（附属平野中学校） 学術部附属学校課長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 附属平野地区係　(平中事務室内） 学術部附属学校課長 附属平野地区事務係 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 平成31年度債務計上票（附属高等学校平野校舎） 運営費 学術部附属学校課長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 附属平野地区係　(平中事務室内） 学術部附属学校課長 附属平野地区事務係 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 平成31年度債務計上票（附属高等学校平野校舎） 外部資金 学術部附属学校課長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 附属平野地区係　(平中事務室内） 学術部附属学校課長 附属平野地区事務係 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 平成31年度立替経費精算書（附属高等学校平野校舎） 学術部附属学校課長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 附属平野地区係　(平中事務室内） 学術部附属学校課長 附属平野地区事務係 廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 平成３０年度債務計上票（附属幼稚園） 学術部附属学校課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 附属平野地区係（平中事務室内） 学術部附属学校課長 附属平野地区事務係 廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 平成３０年度立替経費精算書（附属幼稚園） 学術部附属学校課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 附属平野地区係（平中事務室内） 学術部附属学校課長 附属平野地区事務係 廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 平成３０年度債務計上票（附属平野小学校） 学術部附属学校課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 附属平野地区係（平中事務室内） 学術部附属学校課長 附属平野地区事務係 廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 平成３０年度立替経費精算書（附属平野小学校） 学術部附属学校課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 附属平野地区係（平中事務室内） 学術部附属学校課長 附属平野地区事務係 廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 平成３０年度債務計上票（附属平野中学校） 学術部附属学校課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 附属平野地区係（平中事務室内） 学術部附属学校課長 附属平野地区事務係 廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 平成３０年度立替経費精算書（附属平野中学校） 学術部附属学校課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 附属平野地区係（平中事務室内） 学術部附属学校課長 附属平野地区事務係 廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 平成３０年度債務計上票（附属高等学校平野校舎） 学術部附属学校課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 附属平野地区係（平中事務室内） 学術部附属学校課長 附属平野地区事務係 廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 平成３０年度立替経費精算書（附属高等学校平野校舎） 学術部附属学校課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 附属平野地区係（平中事務室内） 学術部附属学校課長 附属平野地区事務係 廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 平成３０年度債務計上票（ＳＧＨ）（附属高等学校平野校舎） 学術部附属学校課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 附属平野地区係（平中事務室内） 学術部附属学校課長 附属平野地区事務係 廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 平成２９年度債務計上票（附属幼稚園） 学術部附属学校課長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 附属平野地区係（平中事務室内） 学術部附属学校課長 附属平野地区事務係 廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 平成２９年度立替経費精算書（附属幼稚園） 学術部附属学校課長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 附属平野地区係（平中事務室内） 学術部附属学校課長 附属平野地区事務係 廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 平成２９年度債務計上票（附属平野小学校） 学術部附属学校課長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 附属平野地区係（平中事務室内） 学術部附属学校課長 附属平野地区事務係 廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 平成２９年度立替経費精算書（附属平野小学校） 学術部附属学校課長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 附属平野地区係（平中事務室内） 学術部附属学校課長 附属平野地区事務係 廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 平成２９年度債務計上票（附属平野中学校） 学術部附属学校課長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 附属平野地区係（平中事務室内） 学術部附属学校課長 附属平野地区事務係 廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 平成２９年度立替経費精算書（附属平野中学校） 学術部附属学校課長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 附属平野地区係（平中事務室内） 学術部附属学校課長 附属平野地区事務係 廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 平成２９年度債務計上票（附属高等学校平野校舎） 学術部附属学校課長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 附属平野地区係（平中事務室内） 学術部附属学校課長 附属平野地区事務係 廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 平成２９年度立替経費精算書（附属高等学校平野校舎） 学術部附属学校課長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 附属平野地区係（平中事務室内） 学術部附属学校課長 附属平野地区事務係 廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 平成２９年度債務計上票（ＳＧＨ）（附属高等学校平野校舎） 学術部附属学校課長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 附属平野地区係（平中事務室内） 学術部附属学校課長 附属平野地区事務係 廃棄

2016年度 附属学校課 会計伝票 平成２８年度債務計上票（附属幼稚園） 学術部附属学校課長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 附属平野地区係（平中事務室内） 学術部附属学校課長 附属平野地区事務係 廃棄

2016年度 附属学校課 会計伝票 平成２８年度立替経費精算書（附属幼稚園） 学術部附属学校課長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 附属平野地区係（平中事務室内） 学術部附属学校課長 附属平野地区事務係 廃棄

2016年度 附属学校課 会計伝票 平成２８年度債務計上票（附属平野小学校） 学術部附属学校課長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 附属平野地区係（平中事務室内） 学術部附属学校課長 附属平野地区事務係 廃棄

2016年度 附属学校課 会計伝票 平成２８年度立替経費精算書（附属平野小学校） 学術部附属学校課長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 附属平野地区係（平中事務室内） 学術部附属学校課長 附属平野地区事務係 廃棄
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2016年度 附属学校課 会計伝票 平成２８年度債務計上票（附属平野中学校） 学術部附属学校課長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 附属平野地区係（平中事務室内） 学術部附属学校課長 附属平野地区事務係 廃棄

2016年度 附属学校課 会計伝票 平成２８年度立替経費精算書（附属平野中学校） 学術部附属学校課長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 附属平野地区係（平中事務室内） 学術部附属学校課長 附属平野地区事務係 廃棄

2016年度 附属学校課 会計伝票 平成２８年度債務計上票（附属高等学校平野校舎） 学術部附属学校課長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 附属平野地区係（平中事務室内） 学術部附属学校課長 附属平野地区事務係 廃棄

2016年度 附属学校課 会計伝票 平成２８年度立替経費精算書（附属高等学校平野校舎） 学術部附属学校課長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 附属平野地区係（平中事務室内） 学術部附属学校課長 附属平野地区事務係 廃棄

2016年度 附属学校課 会計伝票 平成２８年度債務計上票（ＳＧＨ）（附属高等学校平野校舎） 学術部附属学校課長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 附属平野地区係（平中事務室内） 学術部附属学校課長 附属平野地区事務係 廃棄

2021年度 附属学校課 その他
令和３年度　学びの保障オンライン学習システム（MEXCBT：メ
クビット）天小

学術部附属学校課長 2022/4/1 5年 2027/3/31廃棄 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 令和3年度債務計上票（運営費交付金・委任経理金）（小） 学術部附属学校課長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 1階事務室 学術部附属学校課長 附属天王寺地区事務係 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票
令和3年度立替経費精算書（運営費交付金・委任経理金）
（小）

学術部附属学校課長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 1階事務室 学術部附属学校課長 附属天王寺地区事務係 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 令和3年度債務計上票（運営費交付金・委任経理金）（中高） 学術部附属学校課長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 1階事務室 学術部附属学校課長 附属天王寺地区事務係 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票
令和3年度立替経費精算書（運営費交付金・委任経理金）（中
高）

学術部附属学校課長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 1階事務室 学術部附属学校課長 附属天王寺地区事務係 廃棄

2021年度 附属学校課 災害共済給付 令和3年度日本スポーツ振興センター災害共済給付金（中） 学術部附属学校課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 1階事務室 学術部附属学校課長 附属天王寺地区事務係 廃棄

2021年度 附属学校課 災害共済給付 令和3年度日本スポーツ振興センター災害共済給付金（高） 学術部附属学校課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 1階事務室 学術部附属学校課長 附属天王寺地区事務係 廃棄

2021年度 附属学校課 コロナ対応 令和3年度新型コロナウィルス感染症への対応 学術部附属学校課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 1階事務室 学術部附属学校課長 附属天王寺地区事務係 移管

2021年度 附属学校課 会計伝票 令和3年度旅行命令簿・謝金関係（池小） 学術部附属学校課長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 池中事務室 学術部附属学校課長 附属池田地区事務係 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 令和3年度債務計上票（池小） 学術部附属学校課長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 池中事務室 学術部附属学校課長 附属池田地区事務係 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 令和3年度預り金・日本スポーツ振興センター給付金（池小） 学術部附属学校課長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 池中事務室 学術部附属学校課長 附属池田地区事務係 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 令和3年度旅行命令簿・謝金関係（池中） 学術部附属学校課長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 池中事務室 学術部附属学校課長 附属池田地区事務係 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 令和3年度債務計上票（池中） 学術部附属学校課長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 池中事務室 学術部附属学校課長 附属池田地区事務係 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 令和3年度預り金・日本スポーツ振興センター給付金（池中） 学術部附属学校課長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 池中事務室 学術部附属学校課長 附属池田地区事務係 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 令和3年度旅行命令簿・謝金関係（池高） 学術部附属学校課長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 池中事務室 学術部附属学校課長 附属池田地区事務係 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 令和3年度債務計上票（池高） 学術部附属学校課長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 池中事務室 学術部附属学校課長 附属池田地区事務係 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 令和3年度預り金・日本スポーツ振興センター給付金（池高） 学術部附属学校課長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 池中事務室 学術部附属学校課長 附属池田地区事務係 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 令和3年度債務計上票（補助金・受託事業） 学術部附属学校課長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 池中事務室 学術部附属学校課長 附属池田地区事務係 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 令和3年度出納職員関係 学術部附属学校課長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 池中事務室 学術部附属学校課長 附属池田地区事務係 廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 令和2年度債務計上票（運営費交付金・委任経理金）（小） 学術部附属学校課長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 1階事務室 学術部附属学校課長 附属天王寺地区事務係 廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 令和2年度立替経費精算書（運営費交付金・委任経理金）（小） 学術部附属学校課長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 1階事務室 学術部附属学校課長 附属天王寺地区事務係 廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 令和2年度債務計上票（運営費交付金・委任経理金）（中高） 学術部附属学校課長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 1階事務室 学術部附属学校課長 附属天王寺地区事務係 廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 令和2年度立替経費精算書（運営費交付金・委任経理金）（中高） 学術部附属学校課長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 1階事務室 学術部附属学校課長 附属天王寺地区事務係 廃棄

2020年度 附属学校課 災害共済給付 令和2年度日本スポーツ振興センター災害共済給付金（中） 学術部附属学校課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 1階事務室 学術部附属学校課長 附属天王寺地区事務係 廃棄

2020年度 附属学校課 災害共済給付 令和2年度日本スポーツ振興センター災害共済給付金（高） 学術部附属学校課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 1階事務室 学術部附属学校課長 附属天王寺地区事務係 廃棄
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2020年度 附属学校課 コロナ対応 令和２年度新型コロナウィルス感染症への対応 学術部附属学校課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 1階事務室 学術部附属学校課長 附属天王寺地区事務係 移管

2020年度 附属学校課 会計伝票 令和2年度旅行命令簿・謝金関係（池小） 学術部附属学校課長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 池中事務室 学術部附属学校課長 附属池田地区事務係 廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 令和2年度債務計上票（池小） 学術部附属学校課長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 池中事務室 学術部附属学校課長 附属池田地区事務係 廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 令和2年度預り金・日本スポーツ振興センター給付金（池小） 学術部附属学校課長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 池中事務室 学術部附属学校課長 附属池田地区事務係 廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 令和2年度旅行命令簿・謝金関係（池中） 学術部附属学校課長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 池中事務室 学術部附属学校課長 附属池田地区事務係 廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 令和2年度債務計上票（池中） 学術部附属学校課長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 池中事務室 学術部附属学校課長 附属池田地区事務係 廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 令和2年度預り金・日本スポーツ振興センター給付金（池中） 学術部附属学校課長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 池中事務室 学術部附属学校課長 附属池田地区事務係 廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 令和2年度旅行命令簿・謝金関係（池高） 学術部附属学校課長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 池中事務室 学術部附属学校課長 附属池田地区事務係 廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 令和2年度債務計上票（池高） 学術部附属学校課長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 池中事務室 学術部附属学校課長 附属池田地区事務係 廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 令和2年度預り金・日本スポーツ振興センター給付金（池高） 学術部附属学校課長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 池中事務室 学術部附属学校課長 附属池田地区事務係 廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 令和2年度債務計上票（補助金・受託事業） 学術部附属学校課長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 池中事務室 学術部附属学校課長 附属池田地区事務係 廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 令和2年度出納職員関係 学術部附属学校課長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 池中事務室 学術部附属学校課長 附属池田地区事務係 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 平成31年度債務計上票（運営費交付金・委任経理金）（小） 学術部附属学校課長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 1階事務室 学術部附属学校課長 附属天王寺地区事務係 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 平成3１年度立替経費精算書（運営費交付金・委任経理金）（小） 学術部附属学校課長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 1階事務室 学術部附属学校課長 附属天王寺地区事務係 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 平成3１年度債務計上票（運営費交付金・委任経理金）（中高） 学術部附属学校課長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 1階事務室 学術部附属学校課長 附属天王寺地区事務係 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 平成31年度立替経費精算書（運営費交付金・委任経理金）（中高） 学術部附属学校課長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 1階事務室 学術部附属学校課長 附属天王寺地区事務係 廃棄

2019年度 附属学校課 災害共済給付 平成31年度日本スポーツ振興センター災害共済給付金（中） 学術部附属学校課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 1階事務室 学術部附属学校課長 附属天王寺地区事務係 廃棄

2019年度 附属学校課 災害共済給付 平成31年度日本スポーツ振興センター災害共済給付金（高） 学術部附属学校課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 1階事務室 学術部附属学校課長 附属天王寺地区事務係 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 令和元(平成31)年度出納職員関係 学術部附属学校課長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 池中事務室 学術部附属学校課長 附属池田地区事務係 廃棄

2019年度 附属学校課 公印
令和元年度　附属学校部の組織改編に伴う公印の作成及び
廃止について

学術部附属学校課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課総務係 廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 平成３０年度債務計上票（運営費交付金・委任経理金）（小） 学術部附属学校課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 １階事務室 学術部附属学校課長 附属天王寺地区事務係 廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 平成３０年度立替経費精算書（運営費交付金・委任経理金）（小） 学術部附属学校課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 １階事務室 学術部附属学校課長 附属天王寺地区事務係 廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 平成３０年度債務計上票（運営費交付金・委任経理金）（中高） 学術部附属学校課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 １階事務室 学術部附属学校課長 附属天王寺地区事務係 廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 平成３０年度立替経費精算書（運営費交付金・委任経理金）（中高） 学術部附属学校課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 １階事務室 学術部附属学校課長 附属天王寺地区事務係 廃棄

2018年度 附属学校課 災害共済給付 平成３０年度日本スポーツ振興センター災害共済給付金（中） 学術部附属学校課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階事務室 学術部附属学校課長 附属天王寺地区事務係 廃棄

2018年度 附属学校課 災害共済給付 平成３０年度日本スポーツ振興センター災害共済給付金（高） 学術部附属学校課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階事務室 学術部附属学校課長 附属天王寺地区事務係 廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 平成30年度出納職員関係 学術部附属学校課長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 池中事務室 学術部附属学校課長 附属池田地区事務係 廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 平成２９年度債務計上票（運営費交付金・委任経理金）（小） 学術部附属学校課長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 １階事務室 学術部附属学校課長 附属天王寺地区事務係 廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票
平成２９年度立替経費精算書（運営費交付金・委任経理金）
（小）

学術部附属学校課長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 １階事務室 学術部附属学校課長 附属天王寺地区事務係 廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 平成２９年度債務計上票（運営費交付金・委任経理金）（中高） 学術部附属学校課長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 １階事務室 学術部附属学校課長 附属天王寺地区事務係 廃棄
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2017年度 附属学校課 会計伝票
平成２９年度立替経費精算書（運営費交付金・委任経理金）
（中高）

学術部附属学校課長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 １階事務室 学術部附属学校課長 附属天王寺地区事務係 廃棄

2017年度 附属学校課 災害共済給付 平成２９年度日本スポーツ振興センター災害共済給付金（中） 学術部附属学校課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階事務室 学術部附属学校課長 附属天王寺地区事務係 廃棄

2017年度 附属学校課 災害共済給付 平成２９年度日本スポーツ振興センター災害共済給付金（高） 学術部附属学校課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階事務室 学術部附属学校課長 附属天王寺地区事務係 廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 平成２９年度出納職員関係 学術部附属学校課長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 池中事務室 学術部附属学校課長 附属池田地区事務係 廃棄

2016年度 附属学校課 会計伝票 平成２８年度債務計上票（運営費交付金） 学術部附属学校課長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 １階事務室 学術部附属学校課長 附属天王寺地区事務係 廃棄

2016年度 附属学校課 会計伝票 平成２８年度債務計上票（委任経理金） 学術部附属学校課長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 １階事務室 学術部附属学校課長 附属天王寺地区事務係 廃棄

2016年度 附属学校課 会計伝票 平成２８年度立替経費精算書（運営費交付金・委任経理金） 学術部附属学校課長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 １階事務室 学術部附属学校課長 附属天王寺地区事務係 廃棄

2016年度 附属学校課 会計伝票 平成２８年度出納職員関係 学術部附属学校課長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 池中事務室 学術部附属学校課長 附属池田地区事務係 廃棄

2003年度 学術部附属学校課 その他 平成１４～１５年度　附属学校園警備契約等綴り
天王寺キャンパス事務
室附属学校係

2003/6/3 20年 2024/3/31 紙 附属図書館３階附属学校課内 学術部附属学校課長 学術部附属学校課教育研究係 廃棄

2017年度 監査室 監査 平成２９年度　会計検査院会計実地検査 監査室長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟４階監査室内 監査室長 監査室 廃棄

2021年度 共通 会議 令和３年度　監事協議会（監査室） 監査室長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 事務局棟４階監査室内 監査室長 監査室 廃棄

2021年度 監査室 監査 令和３年度　監事監査（監査室） 監査室長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 事務局棟４階監査室内 監査室長 監査室 廃棄

2021年度 監査室 監査 令和３年度　会計監査法人（監査室） 監査室長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 事務局棟４階監査室内 監査室長 監査室 廃棄

2021年度 監査室 監査
令和３年度　内部監査【業務監査・会計監査】
（監査室）

監査室長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 事務局棟４階監査室内 監査室長 監査室 廃棄

2021年度 共通 服務 令和３年度　人事・旅費・立替・予算 監査室長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟４階監査室内 監査室長 監査室 廃棄

2021年度 共通 その他 令和３年度　雑綴（監査室） 監査室長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟４階監査室内 監査室長 監査室 廃棄

2021年度 共通 会議 令和３年度　監査室会議・諸会議（監査室） 監査室長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 事務局棟４階監査室内 監査室長 監査室 廃棄

2021年度 共通 服務 休暇簿　令和３年　（監査室） 監査室長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務局棟４階監査室内 監査室長 監査室 廃棄

2021年度 共通 その他 文書処理簿　令和３年度　（発信　監査室） 監査室長 2022/4/1 1年 2023/3/31 紙 事務局棟４階監査室内 監査室長 監査室 廃棄

2021年度 監査室 その他 令和３年度　国立大学法人ガバナンス・コード（監査室） 監査室長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 事務局棟４階監査室内 監査室長 監査室 廃棄

2020年度 共通 会議 令和２年度　監事協議会（監査室） 監査室長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟４階監査室内 監査室長 監査室 廃棄

2020年度 監査室 監査 令和２年度　監事監査（監査室） 監査室長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟４階監査室内 監査室長 監査室 廃棄

2020年度 監査室 監査 令和２年度　会計監査法人（監査室） 監査室長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟４階監査室内 監査室長 監査室 廃棄

2020年度 監査室 監査
令和２年度　内部監査【業務監査・会計監査】
（監査室）

監査室長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟４階監査室内 監査室長 監査室 廃棄

2020年度 共通 服務 令和２年度　人事・旅費・立替・予算 監査室長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階監査室内 監査室長 監査室 廃棄

2020年度 共通 その他 令和２年度　雑綴（監査室） 監査室長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階監査室内 監査室長 監査室 廃棄

2020年度 共通 会議 令和２年度　監査室会議・諸会議（監査室） 監査室長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟４階監査室内 監査室長 監査室 廃棄

2020年度 共通 服務 休暇簿　令和2年　（監査室） 監査室長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務局棟４階監査室内 監査室長 監査室 廃棄

2020年度 監査室 その他 令和２年度　国立大学法人ガバナンス・コード（監査室） 監査室長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務局棟４階監査室内 監査室長 監査室 廃棄

2019年度 共通 会議 平成３１年度　監事協議会（監査室） 監査室長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟４階監査室内 監査室長 監査室 廃棄
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2019年度 監査室 監査 平成３１年度　監事監査（監査室） 監査室長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟４階監査室内 監査室長 監査室 廃棄

2019年度 監査室 監査 平成３１年度　会計監査法人（監査室） 監査室長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟４階監査室内 監査室長 監査室 廃棄

2019年度 監査室 監査
平成３１年度　内部監査【業務監査・会計監査】
（監査室）

監査室長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟４階監査室内 監査室長 監査室 廃棄

2019年度 共通 服務 平成３１年度　人事・旅費・立替・予算 監査室長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟４階監査室内 監査室長 監査室 廃棄

2019年度 共通 その他 平成３１年度　雑綴（監査室） 監査室長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟４階監査室内 監査室長 監査室 廃棄

2019年度 共通 会議 平成３１年度　監査室会議・諸会議（監査室） 監査室長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務局棟４階監査室内 監査室長 監査室 廃棄

2019年度 共通 服務 休暇簿　平成３１年　（監査室） 監査室長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務局棟４階監査室内 監査室長 監査室 廃棄

2018年度 共通 会議 平成３０年度　監事協議会（監査室） 監査室長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟４階監査室内 監査室長 監査室 廃棄

2018年度 監査室 監査 平成３０年度　監事監査（監査室） 監査室長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟４階監査室内 監査室長 監査室 廃棄

2018年度 監査室 監査 平成３０年度　会計監査法人（監査室） 監査室長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟４階監査室内 監査室長 監査室 廃棄

2018年度 監査室 監査
平成３０年度　内部監査【業務監査・会計監査】
（監査室）

監査室長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟４階監査室内 監査室長 監査室 廃棄

2018年度 共通 服務 平成３０年度　人事・旅費・立替・予算 監査室長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟４階監査室内 監査室長 監査室 廃棄

2018年度 共通 その他 平成３０年度　雑綴（監査室） 監査室長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟４階監査室内 監査室長 監査室 廃棄

2018年度 共通 会議 平成３０年度　監査室会議・諸会議（監査室） 監査室長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務局棟４階監査室内 監査室長 監査室 廃棄

2018年度 共通 服務 休暇簿　平成３０年　（監査室） 監査室長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務局棟４階監査室内 監査室長 監査室 廃棄

2017年度 共通 会議 平成２９年度　監事協議会（監査室） 監査室長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟４階監査室内 監査室長 監査室 廃棄

2017年度 監査室 監査 平成２９年度　監事監査（監査室） 監査室長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟４階監査室内 監査室長 監査室 廃棄

2017年度 監査室 監査 平成２９年度　会計監査法人（監査室） 監査室長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟４階監査室内 監査室長 監査室 廃棄

2017年度 監査室 監査
平成２９年度　内部監査【業務監査・会計監査】
（監査室）

監査室長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟４階監査室内 監査室長 監査室 廃棄

2017年度 共通 服務 平成２９年度　人事・旅費・立替・予算 監査室長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟４階監査室内 監査室長 監査室 廃棄

2017年度 共通 その他 平成２９年度　雑綴（監査室） 監査室長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟４階監査室内 監査室長 監査室 廃棄

2017年度 共通 会議 平成２９年度　監査室会議・諸会議（監査室） 監査室長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務局棟４階監査室内 監査室長 監査室 廃棄

2017年度 共通 服務 休暇簿　平成２９年　　（監査室） 監査室長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務局棟４階監査室内 監査室長 監査室 廃棄

2016年度 共通 会議 平成２８年度　監事協議会（監査室） 監査室長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟４階監査室内 監査室長 監査室 廃棄

2016年度 監査室 監査 平成２８年度　監事監査（監査室） 監査室長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟４階監査室内 監査室長 監査室 廃棄

2016年度 監査室 監査 平成２８年度　会計監査法人（監査室） 監査室長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟４階監査室内 監査室長 監査室 廃棄

2016年度 監査室 監査
平成２８年度　内部監査【業務監査・会計監査】
（監査室）

監査室長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟４階監査室内 監査室長 監査室 廃棄

2016年度 共通 会議 平成２８年度　監査室会議・諸会議（監査室） 監査室長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務局棟４階監査室内 監査室長 監査室 廃棄

2015年度 共通 会議 平成２７年度　監事協議会（監査室） 監査室長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟４階監査室内 監査室長 監査室 廃棄

2015年度 監査室 監査 平成２７年度　監事監査（監査室） 監査室長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟４階監査室内 監査室長 監査室 廃棄
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2015年度 監査室 監査 平成２７年度　会計監査法人（監査室） 監査室長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟４階監査室内 監査室長 監査室 廃棄

2015年度 監査室 監査 平成２７年度　内部監査【業務監査・会計監査】（監査室） 監査室長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟４階監査室内 監査室長 監査室 廃棄

2015年度 共通 その他 平成２７年度　監事・監査室人事（監査室） 監査室長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟４階監査室内 監査室長 監査室 廃棄

2015年度 共通 会議 平成２７年度　監査室会議・諸会議（監査室） 監査室長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟４階監査室内 監査室長 監査室 廃棄

2015年度 監査室 監査 事務監査・監査室 総務部総務企画課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務局棟４階監査室内 監査室長 監査室 廃棄

2014年度 監査室 監査 業務監査・監査室 管理部総務企画課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟４階文書庫内 監査室長 監査室 廃棄

2014年度 監査室 会議 監事協議会 管理部総務企画課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟４階文書庫内 監査室長 監査室 廃棄

2014年度 監査室 監査 Ｈ２６　監査室（雑綴） 管理部総務企画課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務局棟４階監査室内 監査室長 監査室 廃棄

2013年度 監査室 会議 平成２５年度　監事協議会 管理部総務企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟４階文書庫内 監査室長 監査室 廃棄

2013年度 監査室 監査 平成２５年度　監査室 管理部総務企画課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務局棟４階文書庫内 監査室長 監査室 廃棄

2012年度 監査室 会議 平成２４年度監事協議会 管理部総務企画課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局棟４階文書庫内 監査室長 監査室 廃棄

2012年度 監査室 監査 平成２４年度監査室 管理部総務企画課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務局棟４階文書庫内 監査室長 監査室 廃棄

2021年度 附属学校課 服務 令和3年出勤簿（教員・非常勤講師） 附属池田小学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 服務 令和3年度特殊勤務命令簿 附属池田小学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 服務 令和3年休暇簿 附属池田小学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 服務 令和3年度休日の振替簿 附属池田小学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 教科書 令和3年度教科書 附属池田小学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

２階職員室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 その他 令和3年度予算 附属池田小学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 委任経理金 令和3年度寄附受入 附属池田小学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 令和3年度３年宿泊行事積立 附属池田小学校長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 令和3年度冬季林間学舎積立 附属池田小学校長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 令和3年度富士体験キャンプ積立 附属池田小学校長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 令和3年度卒業積立 附属池田小学校長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 令和3年度臨海学舎積立 附属池田小学校長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 令和3年度学年費１年 附属池田小学校長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 令和3年度学年費２年 附属池田小学校長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 令和3年度学年費３年 附属池田小学校長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 令和3年度学年費４年 附属池田小学校長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 令和3年度学年費５年 附属池田小学校長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 令和3年度学年費６年 附属池田小学校長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄
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2021年度 附属学校課 服務 令和3年度共済及び諸手当 附属池田小学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 その他 令和3年度電気設備点検記録 附属池田小学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階用務員室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 調査 令和3年度回答文書 附属池田小学校長 2022/4/1 3年 2025/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 調査 令和3年度附属学校調査 附属池田小学校長 2022/4/1 3年 2025/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 調査 令和3年度学校基本調査 附属池田小学校長 2022/4/1 3年 2025/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 服務 令和3年度勤務時間報告書控え 附属池田小学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 服務 令和3年度普通昇給・勤勉手当 附属池田小学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 給食 令和3年度行政、各種団体等諸文書 附属池田小学校長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 地下１階栄養士室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 給食 令和3年度給食衛生に関する諸点検、検査票 附属池田小学校長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 地下１階栄養士室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 給食 令和3年度実施献立表・作業動線図 附属池田小学校長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 地下１階栄養士室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 令和3年度給食会計帳簿 附属池田小学校長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 地下１階栄養士室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 令和3年度給食会計領収書・納品書 附属池田小学校長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 地下１階栄養士室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 給食 令和3年度給食用リフト保守点検票 附属池田小学校長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 地下１階栄養士室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 保健衛生 健康診断票・歯の検査表（R3入学生） 附属池田小学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 地下１階保健室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 その他 令和3年度固定資産貸付 附属池田小学校長 2022/4/1 1年 2023/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 教務 令和3年度児童出席簿 附属池田小学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 ３階会議室横保管室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 教務 令和3年度担任学級・担任の教科・科目・時間表 附属池田小学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

２階職員室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 通達等 令和3年度独立行政法人日本スポーツ振興センター 附属池田小学校長 2022/4/1 3年 2025/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 職員会議 令和3年度職員会議録 附属池田小学校長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 ２階職員室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 学籍 令和3年度卒業生台帳 附属池田小学校長 2022/4/1 永久 紙 ３階会議室横保管室 附属池田小学校長 附属池田小学校

2021年度 附属学校課 生徒指導
令和9年３月卒業予定小学校児童指導要録様式１（学籍に関
する記録）

附属池田小学校長 2027/4/1 20年 2047/3/31 紙 ３階会議室横保管室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 指導要録
令和9年３月卒業予定小学校児童指導要録様式２（指導に関
する記録）

附属池田小学校長 2027/4/1 5年 2032/3/31
電子媒体：公務
支援システム

共有サーバ内 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 コロナ対応 令和3年度新型コロナ感染症対策関係 附属池田小学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

２階職員室 附属池田小学校長 附属池田小学校 移管

2020年度 附属学校課 服務 令和2年出勤簿（教員・非常勤講師） 附属池田小学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 服務 令和2年度特殊勤務命令簿 附属池田小学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 服務 令和2年休暇簿 附属池田小学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 服務 令和2年度休日の振替簿 附属池田小学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 教科書 令和2年度教科書 附属池田小学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

２階職員室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 その他 令和2年度予算 附属池田小学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 委任経理金 令和2年度寄附受入 附属池田小学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄
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2020年度 附属学校課 会計伝票 令和2年度３年宿泊行事積立 附属池田小学校長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 令和2年度冬季林間学舎積立 附属池田小学校長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 令和2年度富士体験キャンプ積立 附属池田小学校長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 令和2年度卒業積立 附属池田小学校長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 令和2年度臨海学舎積立 附属池田小学校長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 令和2年度学年費１年 附属池田小学校長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 令和2年度学年費２年 附属池田小学校長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 令和2年度学年費３年 附属池田小学校長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 令和2年度学年費４年 附属池田小学校長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 令和2年度学年費５年 附属池田小学校長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 令和2年度学年費６年 附属池田小学校長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 服務 令和2年度共済及び諸手当 附属池田小学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 その他 令和2年度電気設備点検記録 附属池田小学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階用務員室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 調査 令和2年度回答文書 附属池田小学校長 2021/4/1 3年 2024/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 調査 令和2年度附属学校調査 附属池田小学校長 2021/4/1 3年 2024/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 調査 令和2年度学校基本調査 附属池田小学校長 2021/4/1 3年 2024/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 服務 令和2年度勤務時間報告書控え 附属池田小学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 服務 令和2年度普通昇給・勤勉手当 附属池田小学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 給食 令和2年度行政、各種団体等諸文書 附属池田小学校長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 地下１階栄養士室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 給食 令和2年度給食衛生に関する諸点検、検査票 附属池田小学校長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 地下１階栄養士室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 給食 令和2年度実施献立表・作業動線図 附属池田小学校長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 地下１階栄養士室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 令和2年度給食会計帳簿 附属池田小学校長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 地下１階栄養士室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 令和2年度給食会計領収書・納品書 附属池田小学校長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 地下１階栄養士室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 給食 令和2年度給食用リフト保守点検票 附属池田小学校長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 地下１階栄養士室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 保健衛生 健康診断票・歯の検査表（R2入学生） 附属池田小学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 地下１階保健室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 教務 令和2年度児童出席簿 附属池田小学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 ３階会議室横保管室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 教務 令和2年度担任学級・担任の教科・科目・時間表 附属池田小学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

２階職員室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 通達等 令和2年度独立行政法人日本スポーツ振興センター 附属池田小学校長 2021/4/1 3年 2024/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 職員会議 令和2年度職員会議録 附属池田小学校長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 ２階職員室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 学籍 令和2年度卒業生台帳 附属池田小学校長 2021/4/1 永久 紙 ３階会議室横保管室 附属池田小学校長 附属池田小学校
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2020年度 附属学校課 生徒指導
令和8年３月卒業予定小学校児童指導要録様式１（学籍に関
する記録）

附属池田小学校長 2026/4/1 20年 2046/3/31 紙 ３階会議室横保管室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 指導要録
令和8年３月卒業予定小学校児童指導要録様式２（指導に関
する記録）

附属池田小学校長 2026/4/1 5年 2031/3/31 紙 ３階会議室横保管室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 コロナ対応 令和２年度新型コロナ感染症対策関係 附属池田小学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

２階職員室 附属池田小学校長 附属池田小学校 移管

2019年度 附属学校課 服務 令和元年度海外渡航 附属池田小学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 服務 令和元年出勤簿（教員・非常勤講師） 附属池田小学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 服務 令和元年度特殊勤務命令簿 附属池田小学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 服務 令和元年休暇簿 附属池田小学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 服務 令和元年度休日の振替簿 附属池田小学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 教科書 令和元年度教科書 附属池田小学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 ２階職員室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 その他 令和元年度予算 附属池田小学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 委任経理金 令和元年度寄附受入 附属池田小学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 令和元年度３年宿泊行事積立 附属池田小学校長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 令和元年度冬季林間学舎積立 附属池田小学校長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 令和元年度富士体験キャンプ積立 附属池田小学校長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 令和元年度卒業積立 附属池田小学校長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 令和元年度臨海学舎積立 附属池田小学校長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 令和元年度学年費１年 附属池田小学校長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 令和元年度学年費２年 附属池田小学校長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 令和元年度学年費３年 附属池田小学校長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 令和元年度学年費４年 附属池田小学校長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 令和元年度学年費５年 附属池田小学校長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 令和元年度学年費６年 附属池田小学校長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 令和元年度学校教育活動費 附属池田小学校長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 令和元年度研究会費 附属池田小学校長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 服務 令和元年度共済及び諸手当 附属池田小学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 その他 令和元年度電気設備点検記録 附属池田小学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階用務員室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 調査 令和元年度回答文書 附属池田小学校長 2020/4/1 3年 2023/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 調査 令和元年度附属学校調査 附属池田小学校長 2020/4/1 3年 2023/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 調査 令和元年度学校基本調査 附属池田小学校長 2020/4/1 3年 2023/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 服務 令和元年度勤務時間報告書控え 附属池田小学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄
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2019年度 附属学校課 服務 令和元年度普通昇給・勤勉手当 附属池田小学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 給食 令和元年度行政、各種団体等諸文書 附属池田小学校長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 地下１階栄養士室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 給食 令和元年度給食衛生に関する諸点検、検査票 附属池田小学校長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 地下１階栄養士室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 給食 令和元年度実施献立表・作業動線図 附属池田小学校長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 地下１階栄養士室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 令和元年度給食会計帳簿 附属池田小学校長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 地下１階栄養士室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 令和元年度給食会計領収書・納品書 附属池田小学校長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 地下１階栄養士室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 給食 令和元年度給食用リフト保守点検票 附属池田小学校長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 地下１階栄養士室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 保健衛生 健康診断票・歯の検査表（R1入学生） 附属池田小学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 地下１階保健室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 保健衛生 令和元年度水泳日誌 附属池田小学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 ２階職員室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 教務 令和元年度児童出席簿 附属池田小学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 ３階会議室横保管室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 教務 令和元年度担任学級・担任の教科・科目・時間表 附属池田小学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

２階職員室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 通達等 令和元年度独立行政法人日本スポーツ振興センター 附属池田小学校長 2020/4/1 3年 2023/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 職員会議 令和元年度職員会議録 附属池田小学校長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 ２階職員室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 学籍 令和元年度卒業生台帳 附属池田小学校長 2020/4/1 永久 紙 ３階会議室横保管室 附属池田小学校長 附属池田小学校

2019年度 附属学校課 生徒指導
令和７年３月卒業予定小学校児童指導要録様式１（学籍に関
する記録）

附属池田小学校長 2025/4/1 20年 2045/3/31 紙 ３階会議室横保管室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 指導要録
令和７年３月卒業予定小学校児童指導要録様式２（指導に関
する記録）

附属池田小学校長 2025/4/1 5年 2030/3/31
紙/電子媒体：
公務支援シス
テム

３階会議室横保管室/共有サーバ内 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 令和元(平成31)年度旅行命令簿・謝金関係 附属池田小学校長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 池中事務室 附属池田小学校長 附属池田地区事務係 廃棄

2019年度 附属学校課 その他 令和元(平成31)年度債務計上票 附属池田小学校長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 池中事務室 附属池田小学校長 附属池田地区事務係 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票
令和元(平成31)年度預り金・日本スポーツ振興センター給付
金

附属池田小学校長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 池中事務室 附属池田小学校長 附属池田地区事務係 廃棄

2018年度 附属学校課 服務 平成３０年度海外渡航 附属池田小学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 服務 平成３０年出勤簿（教員・非常勤講師） 附属池田小学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 服務 平成３０年度特殊勤務命令簿 附属池田小学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 服務 平成３０年休暇簿 附属池田小学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 服務 平成３０年度休日の振替簿 附属池田小学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 教科書 平成３０年度教科書 附属池田小学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 ２階職員室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 その他 平成３０年度予算 附属池田小学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 委任経理金 平成３０年度寄附受入 附属池田小学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 平成３０年度３年宿泊行事積立 附属池田小学校長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 平成３０年度冬季林間学舎積立 附属池田小学校長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 平成３０年度富士体験キャンプ積立 附属池田小学校長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄
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2018年度 附属学校課 会計伝票 平成３０年度卒業積立 附属池田小学校長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 平成３０年度臨海学舎積立 附属池田小学校長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 平成３０年度学年費１年 附属池田小学校長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 平成３０年度学年費２年 附属池田小学校長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 平成３０年度学年費３年 附属池田小学校長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 平成３０年度学年費４年 附属池田小学校長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 平成３０年度学年費５年 附属池田小学校長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 平成３０年度学年費６年 附属池田小学校長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 平成３０年度学校教育活動費 附属池田小学校長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 平成３０年度研究会費 附属池田小学校長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 服務 平成３０年度共済及び諸手当 附属池田小学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 その他 平成３０年度電気設備点検記録 附属池田小学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階用務員室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 服務 平成３０年度勤務時間報告書控え 附属池田小学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 服務 平成３０年度普通昇給・勤勉手当 附属池田小学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 平成３０年度給食会計帳簿 附属池田小学校長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 地下１階栄養士室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 平成３０年度給食会計領収書・納品書 附属池田小学校長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 地下１階栄養士室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 保健衛生 健康診断票・歯の検査表（Ｈ３０入学生） 附属池田小学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 地下１階保健室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 保健衛生 平成３０年度水泳日誌 附属池田小学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 ２階職員室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 教務 平成３０年度児童出席簿 附属池田小学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 ３階会議室横保管室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 教務 平成３０年度担任学級・担任の教科・科目・時間表 附属池田小学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 ２階職員室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 学籍 平成３０年度卒業生台帳 附属池田小学校長 2019/4/1 永久 紙 ３階会議室横保管室 附属池田小学校長 附属池田小学校

2018年度 附属学校課 生徒指導
令和６年３月卒業予定小学校児童指導要録様式１（学籍に関
する記録）

附属池田小学校長 2024/4/1 20年 2044/3/31 紙 ３階会議室横保管室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 指導要録
令和６年３月卒業予定小学校児童指導要録様式２（指導に関
する記録）

附属池田小学校長 2024/4/1 5年 2029/3/31
紙/電子媒体：
公務支援シス
テム

３階会議室横保管室/共有サーバ内 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 平成３０年度旅行命令簿・謝金関係 附属池田小学校長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 池中事務室 附属池田小学校長 附属池田地区事務係 廃棄

2018年度 附属学校課 その他 平成３０年度債務計上票 附属池田小学校長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 池中事務室 附属池田小学校長 附属池田地区事務係 廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 平成３０年度預り金・日本スポーツ振興センター給付金 附属池田小学校長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 池中事務室 附属池田小学校長 附属池田地区事務係 廃棄

2017年度 附属学校課 服務 平成２９年度海外渡航 附属池田小学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 服務 平成２９年出勤簿（教員・非常勤講師） 附属池田小学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 服務 平成２９年度特殊勤務命令簿 附属池田小学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 服務 平成２９年休暇簿 附属池田小学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄
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2017年度 附属学校課 服務 平成２９年度休日の振替簿 附属池田小学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 教科書 平成２９年度教科書 附属池田小学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 ２階職員室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 その他 平成２９年度予算 附属池田小学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 委任経理金 平成２９年度寄附受入 附属池田小学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 平成２９年度３年宿泊行事積立 附属池田小学校長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 平成２９年度冬季林間学舎積立 附属池田小学校長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 平成２９年度富士体験キャンプ積立 附属池田小学校長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 平成２９年度卒業積立 附属池田小学校長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 平成２９年度臨海学舎積立 附属池田小学校長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 平成２９年度学年費１年 附属池田小学校長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 平成２９年度学年費２年 附属池田小学校長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 平成２９年度学年費３年 附属池田小学校長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 平成２９年度学年費４年 附属池田小学校長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 平成２９年度学年費５年 附属池田小学校長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 平成２９年度学年費６年 附属池田小学校長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 平成２９年度学校教育活動費 附属池田小学校長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 平成２９年度研究会費 附属池田小学校長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 服務 平成２９年度共済及び諸手当 附属池田小学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 その他 平成２９年度電気設備点検記録 附属池田小学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階用務員室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 服務 平成２９年度勤務時間報告書控え 附属池田小学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 服務 平成２９年度普通昇給・勤勉手当 附属池田小学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 平成２９年度給食会計帳簿 附属池田小学校長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 地下１階栄養士室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 平成２９年度給食会計領収書・納品書 附属池田小学校長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 地下１階栄養士室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 保健衛生 健康診断票・歯の検査表（Ｈ２９入学生） 附属池田小学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 ２階校長室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 保健衛生 平成２９年度水泳日誌 附属池田小学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 ２階職員室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 教務 平成２９年度児童出席簿 附属池田小学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 ２階職員室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 教務 平成２９年度担任学級・担任の教科・科目・時間表 附属池田小学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 ２階職員室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 学籍 平成２９年度卒業生台帳 附属池田小学校長 2018/4/1 永久 紙 ２階校長室 附属池田小学校長 附属池田小学校

2017年度 附属学校課 生徒指導
平成３５年３月卒業予定小学校児童指導要録様式１（学籍に
関する記録）

附属池田小学校長 2023/4/1 20年 2043/3/31 紙 ２階校長室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 指導要録
平成３５年３月卒業予定小学校児童指導要録様式２（指導に
関する記録）

附属池田小学校長 2023/4/1 5年 2028/3/31
紙/電子媒体：
公務支援シス
テム

２階校長室/共有サーバ内 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄
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2017年度 附属学校課 会計伝票 平成２９年度旅行命令簿・謝金関係 附属池田小学校長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 池中事務室 附属池田小学校長 附属池田地区事務係 廃棄

2017年度 附属学校課 その他 平成２９年度債務計上票 附属池田小学校長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 池中事務室 附属池田小学校長 附属池田地区事務係 廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 平成２９年度預り金・日本スポーツ振興センター給付金 附属池田小学校長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 池中事務室 附属池田小学校長 附属池田地区事務係 廃棄

2016年度 附属学校課 会計伝票 平成２８年度３年宿泊行事積立 附属池田小学校長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2016年度 附属学校課 会計伝票 平成２８年度冬季林間学舎積立 附属池田小学校長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2016年度 附属学校課 会計伝票 平成２８年度富士体験キャンプ積立 附属池田小学校長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2016年度 附属学校課 会計伝票 平成２８年度卒業積立 附属池田小学校長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2016年度 附属学校課 会計伝票 平成２８年度臨海学舎積立 附属池田小学校長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2016年度 附属学校課 会計伝票 平成２８年度学年費１年 附属池田小学校長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2016年度 附属学校課 会計伝票 平成２８年度学年費２年 附属池田小学校長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2016年度 附属学校課 会計伝票 平成２８年度学年費３年 附属池田小学校長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2016年度 附属学校課 会計伝票 平成２８年度学年費４年 附属池田小学校長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2016年度 附属学校課 会計伝票 平成２８年度学年費５年 附属池田小学校長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2016年度 附属学校課 会計伝票 平成２８年度学年費６年 附属池田小学校長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2016年度 附属学校課 会計伝票 平成２８年度学校教育活動費 附属池田小学校長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2016年度 附属学校課 会計伝票 平成２８年度研究会費 附属池田小学校長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2016年度 附属学校課 会計伝票 平成２８年度給食会計帳簿 附属池田小学校長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 地下１階栄養士室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2016年度 附属学校課 会計伝票 平成２８年度給食会計領収書・納品書 附属池田小学校長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 地下１階栄養士室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2016年度 附属学校課 学籍 平成２８年度卒業生台帳 附属池田小学校長 2017/4/1 永久 紙 ２階校長室 附属池田小学校長 附属池田小学校

2016年度 附属学校課 生徒指導
平成３４年３月卒業予定小学校児童指導要録様式１（学籍に
関する記録）

附属池田小学校長 2022/4/1 20年 2042/3/31 紙 ２階校長室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2016年度 附属学校課 指導要録
平成３４年３月卒業予定小学校児童指導要録様式２（指導に
関する記録）

附属池田小学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31
紙/電子媒体：
公務支援シス
テム

２階校長室/共有サーバ内 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2016年度 附属学校課 会計伝票 平成２８年度旅行命令簿・謝金関係 附属池田小学校長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 池中事務室 附属池田小学校長 附属池田地区事務係 廃棄

2016年度 附属学校課 その他 平成２８年度債務計上票 附属池田小学校長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 池中事務室 附属池田小学校長 附属池田地区事務係 廃棄

2016年度 附属学校課 会計伝票 平成２８年度預り金・日本スポーツ振興センター給付金 附属池田小学校長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 池中事務室 附属池田小学校長 附属池田地区事務係 廃棄

2015年度 附属学校課 会計伝票 平成２７年度旅行命令簿 附属池田小学校長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2015年度 附属学校課 会計伝票 平成２７年度債務計上票 附属池田小学校長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2015年度 附属学校課 会計伝票 平成２７年度立替経費精算書 附属池田小学校長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2015年度 附属学校課 会計伝票 平成２７年度預り金報告書 附属池田小学校長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2015年度 附属学校課 会計伝票 平成２７年度３年宿泊行事積立 附属池田小学校長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2015年度 附属学校課 会計伝票 平成２７年度冬季林間学舎積立 附属池田小学校長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄
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2015年度 附属学校課 会計伝票 平成２７年度富士体験キャンプ積立 附属池田小学校長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2015年度 附属学校課 会計伝票 平成２７年度卒業積立 附属池田小学校長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2015年度 附属学校課 会計伝票 平成２７年度臨海学舎積立 附属池田小学校長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2015年度 附属学校課 会計伝票 平成２７年度学年費１年 附属池田小学校長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2015年度 附属学校課 会計伝票 平成２７年度学年費２年 附属池田小学校長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2015年度 附属学校課 会計伝票 平成２７年度学年費３年 附属池田小学校長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2015年度 附属学校課 会計伝票 平成２７年度学年費４年 附属池田小学校長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2015年度 附属学校課 会計伝票 平成２７年度学年費５年 附属池田小学校長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2015年度 附属学校課 会計伝票 平成２７年度学年費６年 附属池田小学校長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2015年度 附属学校課 会計伝票 平成２７年度学校教育活動費 附属池田小学校長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2015年度 附属学校課 会計伝票 平成２７年度研究会費 附属池田小学校長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2015年度 附属学校課 会計伝票 平成２７年度謝金 附属池田小学校長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2015年度 附属学校課 会計伝票 平成２７年度日本スポーツ振興センター給付金 附属池田小学校長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2015年度 附属学校課 会計伝票 平成２７年度給食会計帳簿 附属池田小学校長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 地下１階栄養士室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2015年度 附属学校課 会計伝票 平成２７年度給食会計領収書・納品書 附属池田小学校長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 地下１階栄養士室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2015年度 附属学校課 学籍 平成２７年度卒業生台帳 附属池田小学校長 2016/4/1 永久 紙 ２階校長室 附属池田小学校長 附属池田小学校

2015年度 附属学校課 生徒指導
平成３３年３月卒業予定小学校児童指導要録様式１（学籍に
関する記録）

附属池田小学校長 2021/4/1 20年 2041/3/31 紙 ２階校長室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2015年度 附属学校課 指導要録
平成３３年３月卒業予定小学校児童指導要録様式２（指導に
関する記録）

附属池田小学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 ２階校長室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2014年度 附属学校課 会計伝票 平成２６年度旅行命令簿 附属池田小学校長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2014年度 附属学校課 会計伝票 平成２６年度債務計上票 附属池田小学校長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2014年度 附属学校課 会計伝票 平成２６年度立替経費精算書 附属池田小学校長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2014年度 附属学校課 会計伝票 平成２６年度預り金報告書 附属池田小学校長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2014年度 附属学校課 会計伝票 平成２６年度３年宿泊行事積立 附属池田小学校長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2014年度 附属学校課 会計伝票 平成２６年度冬季林間学舎積立 附属池田小学校長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2014年度 附属学校課 会計伝票 平成２６年度富士体験キャンプ積立 附属池田小学校長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2014年度 附属学校課 会計伝票 平成２６年度卒業積立 附属池田小学校長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2014年度 附属学校課 会計伝票 平成２６年度臨海学舎積立 附属池田小学校長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2014年度 附属学校課 会計伝票 平成２６年度学年費１年 附属池田小学校長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2014年度 附属学校課 会計伝票 平成２６年度学年費２年 附属池田小学校長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2014年度 附属学校課 会計伝票 平成２６年度学年費３年 附属池田小学校長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄
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2014年度 附属学校課 会計伝票 平成２６年度学年費４年 附属池田小学校長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2014年度 附属学校課 会計伝票 平成２６年度学年費５年 附属池田小学校長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2014年度 附属学校課 会計伝票 平成２６年度学年費６年 附属池田小学校長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2014年度 附属学校課 会計伝票 平成２６年度学校教育活動費 附属池田小学校長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2014年度 附属学校課 会計伝票 平成２６年度研究会費 附属池田小学校長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2014年度 附属学校課 会計伝票 平成２６年度謝金 附属池田小学校長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2014年度 附属学校課 会計伝票 平成２６年度日本スポーツ振興センター給付金 附属池田小学校長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 ２階事務室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2014年度 附属学校課 会計伝票 平成２６年度給食会計帳簿 附属池田小学校長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 地下１階栄養士室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2014年度 附属学校課 会計伝票 平成２６年度給食会計領収書・納品書 附属池田小学校長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 地下１階栄養士室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2014年度 附属学校課 学籍 平成２６年度卒業生台帳 附属池田小学校長 2015/4/1 永久 紙 ２階校長室 附属池田小学校長 附属池田小学校

2014年度 附属学校課 生徒指導
平成３２年３月卒業予定小学校児童指導要録様式１（学籍に
関する記録）

附属池田小学校長 2020/4/1 20年 2040/3/31 紙 ２階校長室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2014年度 附属学校課 指導要録
平成３２年３月卒業予定小学校児童指導要録様式２（指導に
関する記録）

附属池田小学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 ２階校長室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2013年度 附属学校課 学籍 平成２５年度卒業生台帳 附属池田小学校長 2014/4/1 永久 紙 ２階校長室 附属池田小学校長 附属池田小学校

2013年度 附属学校課 指導要録
平成３１年３月卒業予定小学校児童指導要録様式１（学籍に
関する記録）

附属池田小学校長 2019/4/1 20年 2039/3/31 紙 ２階校長室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2013年度 附属学校課 指導要録
平成３１年３月卒業予定小学校児童指導要録様式２（指導に
関する記録）

附属池田小学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 ２階校長室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2012年度 附属学校課 学籍 平成２４年度卒業生台帳 附属池田小学校長 2013/4/1 永久 紙 ２階校長室 附属池田小学校長 附属池田小学校

2012年度 附属学校課 指導要録
平成３０年３月卒業予定小学校児童指導要録様式１（学籍に
関する記録）

附属池田小学校長 2018/4/1 20年 2038/3/31 紙 ２階校長室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2012年度 附属学校課 指導要録
平成３０年３月卒業予定小学校児童指導要録様式２（指導に
関する記録）

附属池田小学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 ２階校長室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2011年度 附属学校課 学籍 平成２３年度卒業生台帳 附属池田小学校長 2012/4/1 永久 紙 ２階校長室 附属池田小学校長 附属池田小学校

2011年度 附属学校課 指導要録
平成２９年３月卒業予定小学校児童指導要録様式１（学籍に
関する記録）

附属池田小学校長 2017/4/1 20年 2037/3/31 紙 ２階校長室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2008年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録
平成２６年３月卒業予定小学校児童指導要録様式１（学籍に
関する記録）

附属池田小学校長 2008/4/1 20年 2034/3/31 紙 校長室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2007年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録
平成２５年３月卒業予定小学校児童指導要録様式１（学籍に
関する記録）

附属池田小学校長 2007/4/1 20年 2033/3/31 紙 校長室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2006年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録
平成２４年３月卒業予定小学校児童指導要録様式１（学籍に
関する記録）

附属池田小学校長 2006/4/1 20年 2032/3/31 紙 校長室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2005年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録
平成２３年３月卒業予定小学校児童指導要録様式１（学籍に
関する記録）

附属池田小学校長 2005/4/1 20年 2031/3/31 紙 校長室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2004年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録
平成２２年３月卒業予定小学校児童指導要録様式１（学籍に
関する記録）

附属池田小学校長 2004/4/1 20年 2030/3/31 紙 校長室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2003年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録
平成２１年３月卒業予定小学校児童指導要録様式１（学籍に
関する記録）

附属池田小学校長 2003/4/1 20年 2029/3/31 紙 校長室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2002年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録
平成２０年３月卒業予定小学校児童指導要録様式１（学籍に
関する記録）

附属池田小学校長 2002/4/1 20年 2028/3/31 紙 校長室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2001年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録
平成１９年３月卒業予定小学校児童指導要録様式１（学籍に
関する記録）

附属池田小学校長 2001/4/1 20年 2027/3/31 紙 校長室 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2000年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録
平成１８年３月卒業小学校児童指導要録様式１（学籍に関する
記録）

附属池田小学校長 2000/4/1 20年 2026/3/31 紙 ４階倉庫 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

1999年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録
平成１７年３月卒業小学校児童指導要録様式１（学籍に関する
記録）

附属池田小学校長 1999/4/1 20年 2025/3/31 紙 ４階倉庫 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄
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1998年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録
平成１６年３月卒業小学校児童指導要録様式１（学籍に関する
記録）

附属池田小学校長 1998/4/1 20年 2024/3/31 紙 ４階倉庫 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

1997年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録
平成１５年３月卒業小学校児童指導要録様式１（学籍に関する
記録）

附属池田小学校長 1997/4/1 20年 2023/3/31 紙 ４階倉庫 附属池田小学校長 附属池田小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 教務 令和3年度学級成績一覧表（１Ａ組） 附属池田中学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 附属池田中学校１階印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2021年度 附属学校課 教務 令和3年度学級成績一覧表（１Ｂ組） 附属池田中学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 附属池田中学校１階印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2021年度 附属学校課 教務 令和3年度学級成績一覧表（１Ｃ組） 附属池田中学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 附属池田中学校１階印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2021年度 附属学校課 教務 令和3年度学級成績一覧表（１Ｄ組） 附属池田中学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 附属池田中学校１階印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2021年度 附属学校課 教務 令和3年度学級成績一覧表（２Ａ組） 附属池田中学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 附属池田中学校１階印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2021年度 附属学校課 教務 令和3年度学級成績一覧表（２Ｂ組） 附属池田中学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 附属池田中学校１階印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2021年度 附属学校課 教務 令和3年度学級成績一覧表（２Ｃ組） 附属池田中学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 附属池田中学校１階印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2021年度 附属学校課 教務 令和3年度学級成績一覧表（２Ｄ組） 附属池田中学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 附属池田中学校１階印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2021年度 附属学校課 教務 令和3年度学級成績一覧表（３Ａ組） 附属池田中学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 附属池田中学校１階印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2021年度 附属学校課 教務 令和3年度学級成績一覧表（３Ｂ組） 附属池田中学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 附属池田中学校１階印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2021年度 附属学校課 教務 令和3年度学級成績一覧表（３Ｃ組） 附属池田中学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 附属池田中学校１階印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2021年度 附属学校課 教務 令和3年度学級成績一覧表（３Ｄ組） 附属池田中学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 附属池田中学校１階印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2021年度 附属学校課 教務 令和3年度出席簿 附属池田中学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 附属池田中学校１階印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2021年度 附属学校課 学籍 74期生卒業者台帳 附属池田中学校長 2022/4/1 永久 紙 附属池田中学校１階印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校

2021年度 附属学校課 服務 令和3年度出勤簿 附属池田中学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 附属池田中学校１階事務室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2021年度 附属学校課 服務 令和3年度休暇簿 附属池田中学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 附属池田中学校１階事務室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2021年度 附属学校課 教務 令和3年度在学証明書発行台帳 附属池田中学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 附属池田中学校１階事務室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2021年度 附属学校課 教務 令和3年度卒業（見込）証明書発行台帳 附属池田中学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 附属池田中学校１階事務室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2021年度 附属学校課 教務 令和3年度成績証明書関係書類 附属池田中学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 附属池田中学校１階事務室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2021年度 附属学校課 教科書 令和3年度教科書関係（教科用図書配当表等） 附属池田中学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 附属池田中学校１階事務室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2021年度 附属学校課 行事・儀式
令和3年度行事関係（入学式・卒業式・体育大会・文化祭・修
学旅行・自然学舎・校外学習）

附属池田中学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 附属池田中学校１階職員室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2021年度 附属学校課 職員会議 令和3年職員会議 附属池田中学校長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 附属池田中学校１階職員室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2021年度 附属学校課 研究会等 令和3年度研究会 附属池田中学校長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 附属池田中学校１階職員室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2021年度 附属学校課 入学試験 令和3年度入試関係 附属池田中学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 附属池田中学校１階職員室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2021年度 附属学校課 学校安全 令和3年度学校安全関係（安全計画、訓練要綱等） 附属池田中学校長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 附属池田中学校１階職員室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2021年度 附属学校課 教務 令和3年度時間割 附属池田中学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 附属池田中学校１階職員室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2021年度 附属学校課 生徒指導 令和3年度生徒会関係 附属池田中学校長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 附属池田中学校１階職員室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2021年度 附属学校課 生徒指導 令和3年度生徒指導関係（安全指導行事等） 附属池田中学校長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 附属池田中学校１階職員室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄
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2021年度 附属学校課 生徒指導 令和3年度指導日誌 附属池田中学校長 2022/4/1 1年 2023/3/31 紙 附属池田中学校１階職員室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2021年度 附属学校課 教務
令和3年度教務関係（学校日誌、時程表、校務分掌表、職員
一覧表等）

附属池田中学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 附属池田中学校１階職員室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2021年度 附属学校課 教育実習 令和3年度教育実習関係 附属池田中学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 附属池田中学校１階職員室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2021年度 附属学校課 進路 令和3年度進路指導関係 附属池田中学校長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 附属池田中学校１階職員室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2021年度 附属学校課 災害共済給付 令和3年度スポーツ振興センター関係書類 附属池田中学校長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 附属池田中学校１階保健室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2021年度 附属学校課 保健衛生 令和3年度健康診断結果書類 附属池田中学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 附属池田中学校１階保健室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2021年度 附属学校課 保健衛生 令和3年度保健調査票 附属池田中学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 附属池田中学校１階保健室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2021年度 附属学校課 保健衛生 令和3年度生活管理指導票 附属池田中学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 附属池田中学校１階保健室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2021年度 附属学校課 保健衛生 令和3年度保健日誌 附属池田中学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 附属池田中学校１階保健室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2021年度 附属学校課 保健衛生 令和3年度結核予防問診票 附属池田中学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 附属池田中学校１階保健室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2021年度 附属学校課 保健衛生 令和3年度麻疹アンケート調査 附属池田中学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 附属池田中学校１階保健室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2021年度 附属学校課 災害共済給付 令和3年度スポーツ振興センター加入同意書 附属池田中学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 附属池田中学校１階保健室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2021年度 附属学校課 保健衛生 令和3年度学校医執務記録簿（学校医・歯科医・薬剤師） 附属池田中学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 附属池田中学校１階保健室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2021年度 附属学校課 学籍 第76期生在学者台帳 附属池田中学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

附属池田中学校２階資料室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2021年度 附属学校課 生徒指導 第76期生指導要録その１（学籍） 附属池田中学校長 2024/4/1 20年 2044/3/31 紙 附属池田中学校１階印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2021年度 附属学校課 指導要録 第76期生指導要録その２（指導記録） 附属池田中学校長 2024/4/1 5年 2029/3/31 紙 附属池田中学校１階印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2021年度 附属学校課 コロナ対応 令和3年度新型コロナウイルス感染症への対応 附属池田中学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

附属池田中学校2階資料室 附属池田中学校長 附属池田中学校 移管

2020年度 附属学校課 教務 令和２年度学級成績一覧表（１Ａ組） 附属池田中学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属池田中学校１階印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2020年度 附属学校課 教務 令和２年度学級成績一覧表（１Ｂ組） 附属池田中学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属池田中学校１階印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2020年度 附属学校課 教務 令和２年度学級成績一覧表（１Ｃ組） 附属池田中学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属池田中学校１階印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2020年度 附属学校課 教務 令和２年度学級成績一覧表（１Ｄ組） 附属池田中学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属池田中学校１階印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2020年度 附属学校課 教務 令和２年度学級成績一覧表（２Ａ組） 附属池田中学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属池田中学校１階印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2020年度 附属学校課 教務 令和２年度学級成績一覧表（２Ｂ組） 附属池田中学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属池田中学校１階印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2020年度 附属学校課 教務 令和２年度学級成績一覧表（２Ｃ組） 附属池田中学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属池田中学校１階印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2020年度 附属学校課 教務 令和２年度学級成績一覧表（２Ｄ組） 附属池田中学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属池田中学校１階印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2020年度 附属学校課 教務 令和２年度学級成績一覧表（３Ａ組） 附属池田中学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属池田中学校１階印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2020年度 附属学校課 教務 令和２年度学級成績一覧表（３Ｂ組） 附属池田中学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属池田中学校１階印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2020年度 附属学校課 教務 令和２年度学級成績一覧表（３Ｃ組） 附属池田中学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属池田中学校１階印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2020年度 附属学校課 教務 令和２年度学級成績一覧表（３Ｄ組） 附属池田中学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属池田中学校１階印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2020年度 附属学校課 教務 令和２年度出席簿 附属池田中学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属池田中学校１階印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄
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2020年度 附属学校課 学籍 ７３期生卒業者台帳 附属池田中学校長 2021/4/1 永久 紙 附属池田中学校１階印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校

2020年度 附属学校課 服務 令和２年度出勤簿 附属池田中学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属池田中学校１階事務室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2020年度 附属学校課 服務 令和２年度休暇簿 附属池田中学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属池田中学校１階事務室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2020年度 附属学校課 教務 令和２年度在学証明書発行台帳 附属池田中学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属池田中学校１階事務室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2020年度 附属学校課 教務 令和２年度卒業（見込）証明書発行台帳 附属池田中学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属池田中学校１階事務室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2020年度 附属学校課 教務 令和２年度成績証明書関係書類 附属池田中学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属池田中学校１階事務室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2020年度 附属学校課 教科書 令和２年度教科書関係（教科用図書配当表等） 附属池田中学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属池田中学校１階事務室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2020年度 附属学校課 行事・儀式
令和２年度行事関係（入学式・卒業式・体育大会・文化祭・修
学旅行・自然学舎・校外学習）

附属池田中学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属池田中学校１階職員室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2020年度 附属学校課 職員会議 令和２年職員会議 附属池田中学校長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 附属池田中学校１階職員室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2020年度 附属学校課 研究会等 令和２年度研究会 附属池田中学校長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 附属池田中学校１階職員室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2020年度 附属学校課 入学試験 令和２年度入試関係 附属池田中学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属池田中学校１階職員室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2020年度 附属学校課 学校安全 令和２年度学校安全関係（安全計画、訓練要綱等） 附属池田中学校長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 附属池田中学校１階職員室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2020年度 附属学校課 教務 令和２年度時間割 附属池田中学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属池田中学校１階職員室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2020年度 附属学校課 生徒指導 令和２年度生徒会関係 附属池田中学校長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 附属池田中学校１階職員室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2020年度 附属学校課 生徒指導 令和２年度生徒指導関係（安全指導行事等） 附属池田中学校長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 附属池田中学校１階職員室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2020年度 附属学校課 教務
令和２年度教務関係（学校日誌、時程表、校務分掌表、職員
一覧表等）

附属池田中学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属池田中学校１階職員室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2020年度 附属学校課 教育実習 令和２年度教育実習関係 附属池田中学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属池田中学校１階職員室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2020年度 附属学校課 進路 令和２年度進路指導関係 附属池田中学校長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 附属池田中学校１階職員室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2020年度 附属学校課 災害共済給付 令和２年度スポーツ振興センター関係書類 附属池田中学校長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 附属池田中学校１階保健室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2020年度 附属学校課 保健衛生 令和２年度健康診断結果書類 附属池田中学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属池田中学校１階保健室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2020年度 附属学校課 保健衛生 令和２年度保健調査票 附属池田中学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属池田中学校１階保健室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2020年度 附属学校課 保健衛生 令和２年度生活管理指導票 附属池田中学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属池田中学校１階保健室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2020年度 附属学校課 保健衛生 令和２年度保健日誌 附属池田中学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属池田中学校１階保健室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2020年度 附属学校課 保健衛生 令和２年度結核予防問診票 附属池田中学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属池田中学校１階保健室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2020年度 附属学校課 保健衛生 令和２年度麻疹アンケート調査 附属池田中学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属池田中学校１階保健室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2020年度 附属学校課 災害共済給付 令和２年度スポーツ振興センター加入同意書 附属池田中学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属池田中学校１階保健室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2020年度 附属学校課 保健衛生 令和２年度学校医執務記録簿（学校医・歯科医・薬剤師） 附属池田中学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属池田中学校１階保健室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2020年度 附属学校課 学籍 第７５期生在学者台帳 附属池田中学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

附属池田中学校２階資料室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2020年度 附属学校課 生徒指導 第７５期生指導要録その１（学籍） 附属池田中学校長 2023/4/1 20年 2043/3/31 紙 附属池田中学校１階印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2020年度 附属学校課 指導要録 第７５期生指導要録その２（指導記録） 附属池田中学校長 2023/4/1 5年 2028/3/31 紙 附属池田中学校１階印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄
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2020年度 附属学校課 コロナ対応 令和２年度新型コロナウイルス感染症への対応 附属池田中学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

附属池田中学校１階職員室 附属池田中学校長 附属池田中学校 移管

2019年度 附属学校課 教務 令和元年度学級成績一覧表（１Ａ組） 附属池田中学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属池田中学校１階印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2019年度 附属学校課 教務 令和元年度学級成績一覧表（１Ｂ組） 附属池田中学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属池田中学校１階印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2019年度 附属学校課 教務 令和元年度学級成績一覧表（１Ｃ組） 附属池田中学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属池田中学校１階印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2019年度 附属学校課 教務 令和元年度学級成績一覧表（１Ｄ組） 附属池田中学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属池田中学校１階印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2019年度 附属学校課 教務 令和元年度学級成績一覧表（２Ａ組） 附属池田中学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属池田中学校１階印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2019年度 附属学校課 教務 令和元年度学級成績一覧表（２Ｂ組） 附属池田中学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属池田中学校１階印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2019年度 附属学校課 教務 令和元年度学級成績一覧表（２Ｃ組） 附属池田中学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属池田中学校１階印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2019年度 附属学校課 教務 令和元年度学級成績一覧表（２Ｄ組） 附属池田中学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属池田中学校１階印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2019年度 附属学校課 教務 令和元年度学級成績一覧表（３Ａ組） 附属池田中学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属池田中学校１階印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2019年度 附属学校課 教務 令和元年度学級成績一覧表（３Ｂ組） 附属池田中学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属池田中学校１階印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2019年度 附属学校課 教務 令和元年度学級成績一覧表（３Ｃ組） 附属池田中学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属池田中学校１階印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2019年度 附属学校課 教務 令和元年度学級成績一覧表（３Ｄ組） 附属池田中学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属池田中学校１階印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2019年度 附属学校課 教務 令和元年度出席簿 附属池田中学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属池田中学校１階印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2019年度 附属学校課 学籍 ７２期生卒業者台帳 附属池田中学校長 2020/4/1 永久 紙 附属池田中学校１階印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校

2019年度 附属学校課 服務 令和元年度出勤簿 附属池田中学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属池田中学校１階事務室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2019年度 附属学校課 服務 令和元年度休暇簿 附属池田中学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属池田中学校１階事務室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2019年度 附属学校課 教務 令和元年度在学証明書発行台帳 附属池田中学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属池田中学校１階事務室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2019年度 附属学校課 教務 令和元年度卒業（見込）証明書発行台帳 附属池田中学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属池田中学校１階事務室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2019年度 附属学校課 教務 令和元年度成績証明書関係書類 附属池田中学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属池田中学校１階事務室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2019年度 附属学校課 教科書 令和元年度教科書関係（教科用図書配当表等） 附属池田中学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属池田中学校１階事務室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2019年度 附属学校課 行事・儀式
令和元年度行事関係（入学式・卒業式・体育大会・文化祭・修
学旅行・自然学舎・校外学習）

附属池田中学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属池田中学校１階職員室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2019年度 附属学校課 職員会議 令和元年職員会議 附属池田中学校長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 附属池田中学校１階職員室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2019年度 附属学校課 研究会等 令和元年度研究会 附属池田中学校長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 附属池田中学校１階職員室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2019年度 附属学校課 入学試験 令和元年度入試関係 附属池田中学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属池田中学校１階職員室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2019年度 附属学校課 学校安全 令和元年度学校安全関係（安全計画、訓練要綱等） 附属池田中学校長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 附属池田中学校１階職員室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2019年度 附属学校課 教務 令和元年度時間割 附属池田中学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属池田中学校１階職員室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2019年度 附属学校課 生徒指導 令和元年度生徒会関係 附属池田中学校長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 附属池田中学校１階職員室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2019年度 附属学校課 生徒指導 令和元年度生徒指導関係（安全指導行事等） 附属池田中学校長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 附属池田中学校１階職員室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2019年度 附属学校課 教務
令和元年度教務関係（学校日誌、時程表、校務分掌表、職員
一覧表等）

附属池田中学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属池田中学校１階職員室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄
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2019年度 附属学校課 教育実習 令和元年度教育実習関係 附属池田中学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属池田中学校１階職員室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2019年度 附属学校課 進路 令和元年度進路指導関係 附属池田中学校長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 附属池田中学校１階職員室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2019年度 附属学校課 災害共済給付 令和元年度スポーツ振興センター関係書類 附属池田中学校長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 附属池田中学校１階保健室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2019年度 附属学校課 保健衛生 令和元年度健康診断結果書類 附属池田中学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属池田中学校１階保健室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2019年度 附属学校課 保健衛生 令和元年度保健調査票 附属池田中学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属池田中学校１階保健室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2019年度 附属学校課 保健衛生 令和元年度生活管理指導票 附属池田中学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属池田中学校１階保健室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2019年度 附属学校課 保健衛生 令和元年度保健日誌 附属池田中学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属池田中学校１階保健室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2019年度 附属学校課 保健衛生 令和元年度結核予防問診票 附属池田中学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属池田中学校１階保健室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2019年度 附属学校課 保健衛生 令和元年度麻疹アンケート調査 附属池田中学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属池田中学校１階保健室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2019年度 附属学校課 災害共済給付 令和元年度スポーツ振興センター加入同意書 附属池田中学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属池田中学校１階保健室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2019年度 附属学校課 保健衛生 令和元年度学校医執務記録簿（学校医・歯科医・薬剤師） 附属池田中学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属池田中学校１階保健室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2019年度 附属学校課 学籍 第７４期生在学者台帳 附属池田中学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

附属池田中学校２階資料室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2019年度 附属学校課 生徒指導 第７４期生指導要録その１（学籍） 附属池田中学校長 2022/4/1 20年 2042/3/31 紙 附属池田中学校１階印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2019年度 附属学校課 指導要録 第７４期生指導要録その２（指導記録） 附属池田中学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 附属池田中学校１階印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 令和元(平成31)年度旅行命令簿・謝金関係 附属池田中学校長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 池中事務室 附属池田中学校長 附属池田地区事務係 廃棄

2019年度 附属学校課 その他 令和元(平成31)年度債務計上票 附属池田中学校長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 池中事務室 附属池田中学校長 附属池田地区事務係 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票
令和元(平成31)年度預り金・日本スポーツ振興センター給付
金

附属池田中学校長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 池中事務室 附属池田中学校長 附属池田地区事務係 廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 平成30年度旅行命令簿・謝金関係 附属池田中学校長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 池中事務室 附属池田中学校長 附属池田地区事務係 廃棄

2018年度 附属学校課 その他 平成30年度債務計上票 附属池田中学校長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 池中事務室 附属池田中学校長 附属池田地区事務係 廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 平成30年度預り金・日本スポーツ振興センター給付金 附属池田中学校長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 池中事務室 附属池田中学校長 附属池田地区事務係 廃棄

2018年度 附属学校課 生徒指導 第７３期生指導要録その１（学籍） 附属池田中学校長 2021/4/1 20年 2041/3/31 紙 附属池田中学校１階印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2018年度 附属学校課 指導要録 第７３期生指導要録その２（指導記録） 附属池田中学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 附属池田中学校１階印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2018年度 附属学校課 教務 平成３０年度学級成績一覧表（１Ａ組） 附属池田中学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属池田中学校１階印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2018年度 附属学校課 教務 平成３０年度学級成績一覧表（１Ｂ組） 附属池田中学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属池田中学校１階印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2018年度 附属学校課 教務 平成３０年度学級成績一覧表（１Ｃ組） 附属池田中学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属池田中学校１階印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2018年度 附属学校課 教務 平成３０年度学級成績一覧表（１Ｄ組） 附属池田中学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属池田中学校１階印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2018年度 附属学校課 教務 平成３０年度学級成績一覧表（２Ａ組） 附属池田中学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属池田中学校１階印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2018年度 附属学校課 教務 平成３０年度学級成績一覧表（２Ｂ組） 附属池田中学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属池田中学校１階印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2018年度 附属学校課 教務 平成３０年度学級成績一覧表（２Ｃ組） 附属池田中学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属池田中学校１階印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2018年度 附属学校課 教務 平成３０年度学級成績一覧表（２Ｄ組） 附属池田中学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属池田中学校１階印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄
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2018年度 附属学校課 教務 平成３０年度学級成績一覧表（３Ａ組） 附属池田中学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属池田中学校１階印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2018年度 附属学校課 教務 平成３０年度学級成績一覧表（３Ｂ組） 附属池田中学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属池田中学校１階印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2018年度 附属学校課 教務 平成３０年度学級成績一覧表（３Ｃ組） 附属池田中学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属池田中学校１階印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2018年度 附属学校課 教務 平成３０年度学級成績一覧表（３Ｄ組） 附属池田中学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属池田中学校１階印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2018年度 附属学校課 教務 平成３０年度出席簿 附属池田中学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属池田中学校１階印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2018年度 附属学校課 学籍 ７１期生卒業者台帳 附属池田中学校長 2019/4/1 永久 紙 附属池田中学校１階印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校

2018年度 附属学校課 服務 平成３０年度出勤簿 附属池田中学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属池田中学校１階事務室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2018年度 附属学校課 服務 平成３０年度休暇簿 附属池田中学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属池田中学校１階事務室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2018年度 附属学校課 教務 平成３０年度在学証明書発行台帳 附属池田中学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属池田中学校１階事務室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2018年度 附属学校課 教務 平成３０年度卒業（見込）証明書発行台帳 附属池田中学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属池田中学校１階事務室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2018年度 附属学校課 教務 平成３０年度成績証明書関係書類 附属池田中学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属池田中学校１階事務室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2018年度 附属学校課 教科書 平成３０年度教科書関係（教科用図書配当表等） 附属池田中学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属池田中学校１階事務室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2018年度 附属学校課 行事・儀式
平成３０年度行事関係（入学式・卒業式・体育大会・文化祭・修
学旅行・自然学舎・校外学習）

附属池田中学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属池田中学校１階職員室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2018年度 附属学校課 入学試験 平成３０年度入試関係 附属池田中学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属池田中学校１階職員室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2018年度 附属学校課 学校安全 平成３０年度学校安全関係（安全計画、訓練要綱等） 附属池田中学校長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 附属池田中学校１階職員室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2018年度 附属学校課 教務 平成３０年度時間割 附属池田中学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属池田中学校１階職員室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2018年度 附属学校課 生徒指導 平成３０年度生徒会関係 附属池田中学校長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 附属池田中学校１階職員室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2018年度 附属学校課 生徒指導 平成３０年度生徒指導関係（安全指導行事等） 附属池田中学校長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 附属池田中学校１階職員室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2018年度 附属学校課 教務
平成３０年度教務関係（学校日誌、時程表、校務分掌表、職員
一覧表等）

附属池田中学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属池田中学校１階職員室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2018年度 附属学校課 教育実習 平成３０年度教育実習関係 附属池田中学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属池田中学校１階職員室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2018年度 附属学校課 災害共済給付 平成３０年度スポーツ振興センター関係書類 附属池田中学校長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 附属池田中学校１階保健室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2018年度 附属学校課 保健衛生 平成３０年度健康診断結果書類 附属池田中学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属池田中学校１階保健室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2018年度 附属学校課 保健衛生 平成３０年度保健調査票 附属池田中学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属池田中学校１階保健室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2018年度 附属学校課 保健衛生 平成３０年度生活管理指導票 附属池田中学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属池田中学校１階保健室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2018年度 附属学校課 保健衛生 平成３０年度保健日誌 附属池田中学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属池田中学校１階保健室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2018年度 附属学校課 保健衛生 平成３０年度結核予防問診票 附属池田中学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属池田中学校１階保健室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2018年度 附属学校課 保健衛生 平成３０年度麻疹アンケート調査 附属池田中学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属池田中学校１階保健室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2018年度 附属学校課 災害共済給付 平成３０年度スポーツ振興センター加入同意書 附属池田中学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属池田中学校１階保健室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2018年度 附属学校課 保健衛生 平成３０年度学校医執務記録簿（学校医・歯科医・薬剤師） 附属池田中学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属池田中学校１階保健室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2018年度 附属学校課 学籍 第７３期生在学者台帳 附属池田中学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

附属池田中学校２階資料室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄
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2017年度 附属学校課 会計伝票 平成２９年度旅行命令簿・謝金関係 附属池田中学校長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 池中事務室 附属池田中学校長 附属池田地区事務係 廃棄

2017年度 附属学校課 その他 平成２９年度債務計上票 附属池田中学校長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 池中事務室 附属池田中学校長 附属池田地区事務係 廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 平成２９年度預り金・日本スポーツ振興センター給付金 附属池田中学校長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 池中事務室 附属池田中学校長 附属池田地区事務係 廃棄

2017年度 附属学校課 生徒指導 第７２期生指導要録その１（学籍） 附属池田中学校長 2020/4/1 20年 2040/3/31 紙 附属池田中学校１階印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2017年度 附属学校課 指導要録 第７２期生指導要録その２（指導記録） 附属池田中学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 附属池田中学校１階印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2017年度 附属学校課 教務 平成２９年度学級成績一覧表（１Ａ組） 附属池田中学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属池田中学校１階印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2017年度 附属学校課 教務 平成２９年度学級成績一覧表（１Ｂ組） 附属池田中学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属池田中学校１階印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2017年度 附属学校課 教務 平成２９年度学級成績一覧表（１Ｃ組） 附属池田中学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属池田中学校１階印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2017年度 附属学校課 教務 平成２９年度学級成績一覧表（１Ｄ組） 附属池田中学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属池田中学校１階印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2017年度 附属学校課 教務 平成２９年度学級成績一覧表（２Ａ組） 附属池田中学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属池田中学校１階印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2017年度 附属学校課 教務 平成２９年度学級成績一覧表（２Ｂ組） 附属池田中学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属池田中学校１階印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2017年度 附属学校課 教務 平成２９年度学級成績一覧表（２Ｃ組） 附属池田中学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属池田中学校１階印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2017年度 附属学校課 教務 平成２９年度学級成績一覧表（２Ｄ組） 附属池田中学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属池田中学校１階印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2017年度 附属学校課 教務 平成２９年度学級成績一覧表（３Ａ組） 附属池田中学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属池田中学校１階印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2017年度 附属学校課 教務 平成２９年度学級成績一覧表（３Ｂ組） 附属池田中学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属池田中学校１階印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2017年度 附属学校課 教務 平成２９年度学級成績一覧表（３Ｃ組） 附属池田中学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属池田中学校１階印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2017年度 附属学校課 教務 平成２９年度学級成績一覧表（３Ｄ組） 附属池田中学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属池田中学校１階印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2017年度 附属学校課 教務 平成２９年度出席簿 附属池田中学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属池田中学校１階印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2017年度 附属学校課 学籍 第７０期生卒業者台帳 附属池田中学校長 2018/4/1 永久 紙 附属池田中学校１階印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校

2017年度 附属学校課 服務 平成２９年度出勤簿 附属池田中学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属池田中学校１階事務室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2017年度 附属学校課 服務 平成２９年度休暇簿 附属池田中学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属池田中学校１階事務室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2017年度 附属学校課 教務 平成２９年度在学証明書発行台帳 附属池田中学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属池田中学校１階事務室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2017年度 附属学校課 教務 平成２９年度卒業（見込）証明書発行台帳 附属池田中学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属池田中学校１階事務室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2017年度 附属学校課 教務 平成２９年度成績証明書関係書類 附属池田中学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属池田中学校１階事務室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2017年度 附属学校課 教科書 平成２９年度教科書関係（教科用図書配当表等） 附属池田中学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属池田中学校１階事務室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2017年度 附属学校課 行事・儀式
平成２９年度行事関係（入学式・卒業式・体育大会・文化祭・修
学旅行・自然学舎・校外学習）

附属池田中学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属池田中学校１階職員室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2017年度 附属学校課 入学試験 平成２９年度入試関係 附属池田中学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属池田中学校１階職員室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2017年度 附属学校課 学校安全 平成２９年度学校安全関係（安全計画、訓練要綱等） 附属池田中学校長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 附属池田中学校１階職員室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2017年度 附属学校課 教務 平成２９年度時間割 附属池田中学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属池田中学校１階職員室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2017年度 附属学校課 生徒指導 平成２９年度生徒会関係 附属池田中学校長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 附属池田中学校１階職員室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄
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2017年度 附属学校課 生徒指導 平成２９年度生徒指導関係（安全指導行事等） 附属池田中学校長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 附属池田中学校１階職員室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2017年度 附属学校課 教務
平成２９年度教務関係（学校日誌、時程表、校務分掌表、職員
一覧表等）

附属池田中学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属池田中学校１階職員室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2017年度 附属学校課 教育実習 平成２９年度教育実習関係 附属池田中学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属池田中学校１階職員室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2017年度 附属学校課 災害共済給付 平成２９年度スポーツ振興センター関係書類 附属池田中学校長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 附属池田中学校１階保健室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2017年度 附属学校課 保健衛生 平成２９年度健康診断結果書類 附属池田中学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属池田中学校１階保健室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2017年度 附属学校課 保健衛生 平成２９年度保健調査票 附属池田中学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属池田中学校１階保健室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2017年度 附属学校課 保健衛生 平成２９年度生活管理指導票 附属池田中学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属池田中学校１階保健室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2017年度 附属学校課 保健衛生 平成２９年度保健日誌 附属池田中学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属池田中学校１階保健室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2017年度 附属学校課 保健衛生 平成２９年度結核予防問診票 附属池田中学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属池田中学校１階保健室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2017年度 附属学校課 保健衛生 平成２９年度麻疹アンケート調査 附属池田中学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属池田中学校１階保健室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2017年度 附属学校課 災害共済給付 平成２９年度スポーツ振興センター加入同意書 附属池田中学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属池田中学校１階保健室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2017年度 附属学校課 保健衛生 平成２９年度学校医執務記録簿（学校医・歯科医・薬剤師） 附属池田中学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属池田中学校１階保健室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2017年度 附属学校課 学籍 第７２期生在学者台帳 附属池田中学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

附属池田中学校２階資料室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2016年度 附属学校課 学校安全 平成２８年度学校安全関係（安全計画、訓練要綱等） 附属池田中学校長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 附属池田中学校１階職員室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2016年度 附属学校課 生徒指導 平成２８年度生徒会関係 附属池田中学校長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 附属池田中学校１階職員室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2016年度 附属学校課 生徒指導 平成２８年度生徒指導関係（安全指導行事等） 附属池田中学校長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 附属池田中学校１階職員室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2016年度 附属学校課 指導要録 第７１期生指導要録その１（学籍） 附属池田中学校長 2019/4/1 20年 2039/3/31 紙 附属池田中学校１階印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2016年度 附属学校課 指導要録 第７１期生指導要録その２（指導記録） 附属池田中学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 附属池田中学校１階印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2016年度 附属学校課 学籍 第６９期生卒業者台帳 附属池田中学校長 2017/4/1 永久 紙 附属池田中学校１階印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校

2016年度 附属学校課 災害共済給付 平成２８年度スポーツ振興センター関係書類 附属池田中学校長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 附属池田中学校１階保健室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2016年度 附属学校課 会計伝票 平成２８年度旅行命令簿・謝金関係 附属池田中学校長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 池中事務室 附属池田中学校長 附属池田地区事務係 廃棄

2016年度 附属学校課 その他 平成２８年度債務計上票 附属池田中学校長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 池中事務室 附属池田中学校長 附属池田地区事務係 廃棄

2016年度 附属学校課 会計伝票 平成２８年度預り金・日本スポーツ振興センター給付金 附属池田中学校長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 池中事務室 附属池田中学校長 附属池田地区事務係 廃棄

2015年度 附属学校課 会計伝票 平成２７年度旅行命令関係 附属池田中学校長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 附属池田中学校１階事務室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2015年度 附属学校課 学校安全 平成２７年度学校安全関係（安全計画、訓練要綱等） 附属池田中学校長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 附属池田中学校１階職員室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2015年度 附属学校課 生徒指導 平成２７年度生徒会関係 附属池田中学校長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 附属池田中学校１階職員室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2015年度 附属学校課 生徒指導 平成２７年度生徒指導関係（安全指導行事等） 附属池田中学校長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 附属池田中学校１階職員室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2015年度 附属学校課 指導要録 第７０期生指導要録その１（学籍） 附属池田中学校長 2018/4/1 20年 2038/3/31 紙 附属池田中学校１階印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2015年度 附属学校課 指導要録 第７０期生指導要録その２（指導記録） 附属池田中学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 附属池田中学校１階印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2015年度 附属学校課 学籍 第６８期生卒業者台帳 附属池田中学校長 2016/4/1 永久 紙 附属池田中学校１階印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校
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2015年度 附属学校課 災害共済給付 平成２７年度スポーツ振興センター関係書類 附属池田中学校長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 附属池田中学校１階保健室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2014年度 附属学校課 会計伝票 平成２６年度旅行命令関係 附属池田中学校長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 附属池田中学校１階事務室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2014年度 附属学校課 会計伝票 平成２６年度謝金関係 附属池田中学校長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 附属池田中学校１階事務室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2014年度 附属学校課 学校安全 平成２６年度学校安全関係（安全計画、訓練要綱等） 附属池田中学校長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 附属池田中学校１階職員室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2014年度 附属学校課 生徒指導 平成２６年度生徒会関係 附属池田中学校長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 附属池田中学校１階職員室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2014年度 附属学校課 生徒指導 平成２６年度生徒指導関係（安全指導行事等） 附属池田中学校長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 附属池田中学校１階職員室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2014年度 附属学校課 生徒指導 第６９期生指導要録その１（学籍） 附属池田中学校長 2017/4/1 20年 2037/3/31 紙 附属池田中学校１階印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2014年度 附属学校課 学籍 第６７期生卒業者台帳 附属池田中学校長 2015/4/1 永久 紙 附属池田中学校１階印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校

2014年度 附属学校課 災害共済給付 平成２６年度スポーツ振興センター関係書類 附属池田中学校長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 附属池田中学校１階保健室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2013年度 附属学校課 学校安全 平成２５年度学校安全関係（安全計画、訓練要綱等） 附属池田中学校長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 附属池田中学校１階職員室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2013年度 附属学校課 生徒指導 平成２５年度生徒会関係 附属池田中学校長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 附属池田中学校１階職員室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2013年度 附属学校課 生徒指導 平成２５年度生徒指導関係（安全指導行事等） 附属池田中学校長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 附属池田中学校１階職員室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2013年度 附属学校課 指導要録 第６８期生指導要録その１（学籍） 附属池田中学校長 2016/4/1 20年 2036/3/31 紙 附属池田中学校１階印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2013年度 附属学校課 学籍 第６６期生卒業者台帳 附属池田中学校長 2014/4/1 永久 紙 附属池田中学校１階印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校

2013年度 附属学校課 災害共済給付 平成２５年度スポーツ振興センター関係書類 附属池田中学校長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 附属池田中学校１階保健室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2012年度 附属学校課 学校安全 平成２４年度学校安全関係（安全計画、訓練要綱等） 附属池田中学校長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 附属池田中学校１階職員室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2012年度 附属学校課 生徒指導 平成２４年度生徒会関係 附属池田中学校長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 附属池田中学校１階職員室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2012年度 附属学校課 生徒指導 平成２４年度生徒指導関係（安全指導行事等） 附属池田中学校長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 附属池田中学校１階職員室 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2012年度 附属学校課 指導要録 第６７期生指導要録その１（学籍） 附属池田中学校長 2015/4/1 20年 2035/3/31 紙 附属池田中学校１階印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2012年度 附属学校課 学籍 第６５期生卒業者台帳 附属池田中学校長 2013/4/1 永久 紙 附属池田中学校１階印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校

2011年度 附属学校課 指導要録 第６６期生指導要録その１（学籍） 附属池田中学校長 2014/4/1 20年 2034/3/31 紙 附属池田中学校１階印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2011年度 附属学校課 学籍 第６４期生卒業者台帳 附属池田中学校長 2012/4/1 永久 紙 附属池田中学校１階印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校

2010年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録 第６５期生指導要録その１（学籍） 附属池田中学校長 2010/4/1 20年 2031/3/31 紙 印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2009年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録 第６４期生指導要録その１（学籍） 附属池田中学校長 2009/4/1 20年 2030/3/31 紙 印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2008年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録 第６３期生指導要録その１（学籍） 附属池田中学校長 2008/4/1 20年 2029/3/31 紙 印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2007年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録 第６２期生指導要録その１（学籍） 附属池田中学校長 2007/4/1 20年 2028/3/31 紙 印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2006年度 学術部附属学校課 儀式・行事 ６０周年記念行事・式典等 附属池田中学校長 2006/4/1 永久 紙 校長室 附属池田中学校長 附属池田中学校

2006年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録 第６１期生指導要録その１（学籍） 附属池田中学校長 2006/4/1 20年 2027/3/31 紙 印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2005年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録 第６０期生指導要録その１（学籍） 附属池田中学校長 2005/4/1 20年 2026/3/31 紙 印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2004年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録 第５９期生指導要録その１（学籍） 附属池田中学校長 2004/4/1 20年 2025/3/31 紙 印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄
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2003年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録 第５８期生指導要録その１（学籍） 附属池田中学校長 2003/4/1 20年 2024/3/31 紙 印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2002年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録 第５７期生指導要録その１（学籍） 附属池田中学校長 2002/4/1 20年 2023/3/31 紙 印刷室内金庫 附属池田中学校長 附属池田中学校 廃棄

2000年度 学術部附属学校課 法令関係 大阪府学校関係法令集 附属池田中学校長 2000/4/1 永久 紙 事務室 附属池田中学校長 附属池田中学校

1996年度 学術部附属学校課 儀式・行事 ５０周年記念行事・式典等 附属池田中学校長 1996/4/1 永久 紙 校長室 附属池田中学校長 附属池田中学校

1986年度 学術部附属学校課 儀式・行事 ４０周年記念行事・式典等 附属池田中学校長 1986/4/1 永久 紙 校長室 附属池田中学校長 附属池田中学校

2021年度 附属学校課 生徒指導 令和３年度　入学学習と出席の記録（令和４年度入学者） 附属天王寺小学校長 2022/4/1 10年 2032/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

２階職員室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 教務 令和３年度　児童出席簿 附属天王寺小学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

２階職員室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 生徒指導 令和３年度　指導要録 附属天王寺小学校長 2027/4/1 20年 2047/3/31
紙，電子媒体：
共有サーバー
内

２階職員室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 指導要録 令和３年度　指導要録（成績） 附属天王寺小学校長 2027/4/1 5年 2032/3/31
紙，電子媒体：
共有サーバー
内

２階職員室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 学内通知文書 令和３年度　学内通知文書 附属天王寺小学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

１階事務室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 保健衛生 令和３年度　プール日誌 附属天王寺小学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 ２階職員室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 会議 令和３年度　職員会議録 附属天王寺小学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 ２階職員室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 学籍 令和３年度　卒業者台帳 附属天王寺小学校長 2022/4/1 永久 紙 ２階校長室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校

2021年度 附属学校課 教育実習 令和３年度　教育実習生関係 附属天王寺小学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 ２階研究室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 保健衛生 令和３年度　健康診断関係書類 附属天王寺小学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階保健室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 保健衛生 令和３年度　養護日誌 附属天王寺小学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階保健室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 教科書 令和３年度　教科書関係書類 附属天王寺小学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 ２階職員室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 令和３年度　旅行命令簿 附属天王寺小学校長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 １階事務室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 令和３年度　謝金関係 附属天王寺小学校長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 １階事務室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 服務 令和３年度　勤務時間関係（出勤簿・休暇簿を含む） 附属天王寺小学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階事務室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 給食 令和３年度　給食衛生に関する諸点検、検査票 附属天王寺小学校長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 １階資料室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 予算 令和３年度　財務関係書類 附属天王寺小学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階事務室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 災害共済給付 令和３年度　独立行政法人日本スポーツ振興センター関係 附属天王寺小学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階事務室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 その他 令和３年度　人事関係書類 附属天王寺小学校長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 １階事務室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 コロナ対応 令和３年度　新型コロナ感染症対策関係 附属天王寺小学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

２階職員室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 移管

2020年度 附属学校課 服務 令和２年度　変形労働時間関係（勤務割振表を含む） 附属天王寺小学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階事務室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 生徒指導 令和２年度　入学学習と出席の記録（令和３年度入学者） 附属天王寺小学校長 2021/4/1 10年 2031/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

２階職員室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 教務 令和２年度　児童出席簿 附属天王寺小学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

２階職員室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 生徒指導 令和２年度　指導要録 附属天王寺小学校長 2026/4/1 20年 2046/3/31
紙，電子媒体：
共有サーバー
内

２階職員室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 指導要録 令和２年度　指導要録（成績） 附属天王寺小学校長 2026/4/1 5年 2031/3/31
紙，電子媒体：
共有サーバー
内

２階職員室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄
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2020年度 附属学校課 学内通知文書 令和２年度　学内通知文書 附属天王寺小学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

１階事務室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 保健衛生 令和２年度　プール日誌 附属天王寺小学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 ２階職員室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 会議 令和２年度　職員会議録 附属天王寺小学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 ２階職員室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 学籍 令和２年度　卒業者台帳 附属天王寺小学校長 2021/4/1 永久 紙 ２階校長室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校

2020年度 附属学校課 教育実習 令和２年度　教育実習生関係 附属天王寺小学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 ２階研究室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 保健衛生 令和２年度　健康診断関係書類 附属天王寺小学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階保健室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 保健衛生 令和２年度　養護日誌 附属天王寺小学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階保健室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 教科書 令和２年度　教科書関係書類 附属天王寺小学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 ２階職員室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 令和２年度　旅行命令簿 附属天王寺小学校長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 １階事務室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 令和２年度　謝金関係 附属天王寺小学校長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 １階事務室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 服務 令和２年度　勤務時間関係（出勤簿・休暇簿を含む） 附属天王寺小学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階事務室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 給食 令和２年度　給食衛生に関する諸点検、検査票 附属天王寺小学校長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 １階資料室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 予算 令和２年度　財務関係書類 附属天王寺小学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階事務室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 災害共済給付 令和２年度　独立行政法人日本スポーツ振興センター関係 附属天王寺小学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階事務室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 その他 令和２年度　人事関係書類 附属天王寺小学校長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 １階事務室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 コロナ対応 令和２年度　新型コロナ感染症対策関係 附属天王寺小学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31
電子媒体：共有
サーバー内
 紙

２階職員室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 移管

2019年度 附属学校課 服務 令和元年度　勤務割振表 附属天王寺小学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階事務室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 服務 令和元年度　変形労働時間関係 附属天王寺小学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階事務室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 生徒指導 令和元年度　入学学習と出席の記録（令和元年度入学者） 附属天王寺小学校長 2020/4/1 10年 2030/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

２階職員室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 教務 令和元年度　児童出席簿 附属天王寺小学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

２階職員室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 生徒指導 令和元年度　指導要録 附属天王寺小学校長 2025/4/1 20年 2045/3/31
紙，電子媒体：
共有サーバー
内

２階職員室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 指導要録 令和元年度　指導要録（成績） 附属天王寺小学校長 2025/4/1 5年 2030/3/31
紙，電子媒体：
共有サーバー
内

２階職員室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 学内通知文書 令和元年度　学内通知文書 附属天王寺小学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

１階事務室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 保健衛生 令和元年度　プール日誌 附属天王寺小学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 ２階職員室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 会議 令和元年度　職員会議録 附属天王寺小学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 ２階職員室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 学籍 令和元年度　卒業者台帳 附属天王寺小学校長 2020/4/1 永久 紙 ２階校長室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校

2019年度 附属学校課 教育実習 令和元年度　教育実習生関係 附属天王寺小学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 ２階研究室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 保健衛生 令和元年度　健康診断関係書類 附属天王寺小学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階保健室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 保健衛生 令和元年度　養護日誌 附属天王寺小学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階保健室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 教科書 令和元年度　教科書関係書類 附属天王寺小学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 ２階職員室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄
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2019年度 附属学校課 会計伝票 令和元年度　旅行命令簿 附属天王寺小学校長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 １階事務室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 服務 令和元年度　出勤簿 附属天王寺小学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階事務室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 服務 令和元年度　休暇簿 附属天王寺小学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階事務室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 令和元年度　謝金関係 附属天王寺小学校長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 １階事務室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 服務 令和元年度　勤務時間関係（含勤務時間等記録簿） 附属天王寺小学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階事務室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 給食 令和元年度　給食衛生に関する諸点検、検査票 附属天王寺小学校長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 １階資料室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 予算 令和元年度　財務関係書類 附属天王寺小学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階事務室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 災害共済給付 令和元年度　独立行政法人日本スポーツ振興センター関係 附属天王寺小学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階事務室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 その他 令和元年度　人事関係書類 附属天王寺小学校長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 １階事務室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 服務 平成３０年度　勤務割振表 附属天王寺小学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階事務室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 服務 平成３０年度　変形労働時間関係 附属天王寺小学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階事務室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 生徒指導 平成３０年度　入学学習と出席の記録（平成３０年度入学者） 附属天王寺小学校長 2019/4/1 10年 2029/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

２階職員室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 教務 平成３０年度　児童出席簿 附属天王寺小学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

２階職員室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 生徒指導 平成３０年度　指導要録 附属天王寺小学校長 2024/4/1 20年 2044/3/31
紙，電子媒体：
共有サーバー
内

２階職員室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 指導要録 平成３０年度　指導要録（成績） 附属天王寺小学校長 2024/4/1 5年 2029/3/31
紙，電子媒体：
共有サーバー
内

２階職員室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 学内通知文書 平成３０年度　学内通知文書 附属天王寺小学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

１階事務室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 保健衛生 平成３０年度　プール日誌 附属天王寺小学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 ２階職員室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 会議 平成３０年度　職員会議録 附属天王寺小学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 ２階職員室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 学籍 平成３０年度　卒業者台帳 附属天王寺小学校長 2019/4/1 永久 紙 ２階校長室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校

2018年度 附属学校課 教育実習 平成３０年度　教育実習生関係 附属天王寺小学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 ２階研究室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 保健衛生 平成３０年度　健康診断関係書類 附属天王寺小学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階保健室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 保健衛生 平成３０年度　養護日誌 附属天王寺小学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階保健室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 教科書 平成３０年度　教科書関係書類 附属天王寺小学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 ２階職員室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 平成３０年度　旅行命令簿 附属天王寺小学校長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 １階事務室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 服務 平成３０年　出勤簿 附属天王寺小学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階事務室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 服務 平成３０年　休暇簿 附属天王寺小学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階事務室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 平成３０年　謝金関係 附属天王寺小学校長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 １階事務室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 服務 平成３０年度　勤務時間関係（含勤務時間等記録簿） 附属天王寺小学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階事務室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 予算 平成３０年度　財務関係書類 附属天王寺小学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階事務室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 災害共済給付 平成３０年度　独立行政法人日本スポーツ振興センター関係 附属天王寺小学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階事務室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄
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2017年度 附属学校課 服務 平成２９年度　勤務割振表 附属天王寺小学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 1階事務室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 服務 平成２９年度　変形労働時間関係 附属天王寺小学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 1階事務室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 生徒指導 平成２９年度　入学学習と出席の記録（平成２９年度入学者） 附属天王寺小学校長 2018/4/1 10年 2028/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

２階職員室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 教務 平成２９年度　児童出席簿 附属天王寺小学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 ２階職員室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 生徒指導 平成２９年度　指導要録 附属天王寺小学校長 2023/4/1 20年 2043/3/31
紙，電子媒体：
共有サーバー
内

２階職員室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 指導要録 平成２９年度　指導要録（成績） 附属天王寺小学校長 2023/4/1 5年 2028/3/31
紙，電子媒体：
共有サーバー
内

２階職員室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 学内通知文書 平成２９年度　学内通知文書 附属天王寺小学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

１階事務室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 保健衛生 平成２９年度　プール日誌 附属天王寺小学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 ２階職員室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 会議 平成２９年度　職員会議録 附属天王寺小学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 ２階職員室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 学籍 平成２９年度　卒業者台帳 附属天王寺小学校長 2018/4/1 永久 紙 ２階校長室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校

2017年度 附属学校課 教育実習 平成２９年度　教育実習生関係 附属天王寺小学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 ２階研究室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 保健衛生 平成２９年度　健康診断関係書類 附属天王寺小学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階保健室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 保健衛生 平成２９年度　養護日誌 附属天王寺小学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階保健室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 教科書 平成２９年度　教科書関係書類 附属天王寺小学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 ２階職員室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 平成２９年度　旅行命令簿 附属天王寺小学校長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 １階事務室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 服務 平成２９年　出勤簿 附属天王寺小学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階事務室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 服務 平成２９年　休暇簿 附属天王寺小学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階事務室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 平成２９年　謝金関係 附属天王寺小学校長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 １階事務室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 服務 平成２９年度　勤務時間関係（含勤務時間等記録簿） 附属天王寺小学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階事務室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 予算 平成２９年度　財務関係書類 附属天王寺小学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階事務室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 災害共済給付 平成２９年度　独立行政法人日本スポーツ振興センター関係 附属天王寺小学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階事務室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2016年度 附属学校課 生徒指導 平成２８年度　入学学習と出席の記録（平成２８年度入学者） 附属天王寺小学校長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 ２階職員室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2016年度 附属学校課 生徒指導 平成２８年度　指導要録 附属天王寺小学校長 2022/4/1 20年 2042/3/31 紙 ２階職員室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2016年度 附属学校課 指導要録 平成２８年度　指導要録（成績） 附属天王寺小学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 ２階職員室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2016年度 附属学校課 学籍 平成２８年度　卒業者台帳 附属天王寺小学校長 2017/4/1 永久 紙 ２階校長室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校

2016年度 附属学校課 会計伝票 平成２８年度　旅行命令簿 附属天王寺小学校長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 １階事務室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2016年度 附属学校課 会計伝票 平成２８年　謝金関係 附属天王寺小学校長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 １階事務室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2015年度 附属学校課 生徒指導 平成２７年度　入学学習と出席の記録（平成２７年度入学者） 附属天王寺小学校長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 ２階職員室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2015年度 附属学校課 生徒指導 平成２７年度　指導要録 附属天王寺小学校長 2021/4/1 20年 2041/3/31 紙 ２階職員室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2015年度 附属学校課 指導要録 平成２７年度　指導要録（成績） 附属天王寺小学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 ２階職員室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄
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2015年度 附属学校課 学籍 平成２７年度　卒業者台帳 附属天王寺小学校長 2016/4/1 永久 紙 ２階校長室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校

2015年度 附属学校課 会計伝票 平成２７年度　旅行命令簿 附属天王寺小学校長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 １階事務室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2014年度 附属学校課 会計伝票 平成２６年度　旅行命令簿 附属天王寺小学校長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 １階事務室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2014年度 附属学校課 生徒指導 平成２６年度　入学学習と出席の記録（平成２６年度入学者） 附属天王寺小学校長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 ２階職員室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2014年度 附属学校課 生徒指導 平成２６年度　指導要録 附属天王寺小学校長 2020/4/1 20年 2040/3/31 紙 ２階職員室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2014年度 附属学校課 指導要録 平成２６年度　指導要録（成績） 附属天王寺小学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 ２階職員室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2014年度 附属学校課 学籍 平成２６年度　卒業者台帳 附属天王寺小学校長 2015/4/1 永久 紙 ２階校長室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校

2013年度 附属学校課 生徒指導 平成２５年度　入学学習と出席の記録（平成２５年度入学者） 附属天王寺小学校長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 ２階職員室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2013年度 附属学校課 指導要録 平成２５年度　指導要録 附属天王寺小学校長 2019/4/1 20年 2039/3/31 紙 ２階職員室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2013年度 附属学校課 指導要録 平成２５年度　指導要録（成績） 附属天王寺小学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 ２階職員室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2013年度 附属学校課 学籍 平成２５年度　卒業者台帳 附属天王寺小学校長 2014/4/1 永久 紙 ２階校長室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校

2012年度 附属学校課 生徒指導 平成２４年度　入学学習と出席の記録（平成２４年度入学者） 附属天王寺小学校長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 ２階職員室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2012年度 附属学校課 指導要録 平成２４年度　指導要録 附属天王寺小学校長 2018/4/1 20年 2038/3/31 紙 ２階職員室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2012年度 附属学校課 指導要録 平成２４年度　指導要録（成績） 附属天王寺小学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 ２階職員室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2012年度 附属学校課 学籍 平成２４年度　卒業者台帳 附属天王寺小学校長 2013/4/1 永久 紙 ２階校長室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校

2011年度 附属学校課 指導要録 平成２３年度　指導要録 附属天王寺小学校長 2017/4/1 20年 2037/3/31 紙 ２階職員室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2011年度 附属学校課 学籍 平成２３年度　卒業者台帳 附属天王寺小学校長 2012/4/1 永久 紙 ２階校長室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校

2009年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児・記録 平成２１年度入学指導要録 附属天王寺小学校長 2009/4/1 20年 2030/3/31 紙 事務室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2008年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児・記録 平成２０年度入学指導要録 附属天王寺小学校長 2008/4/1 20年 2029/3/31 紙 事務室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2007年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児・記録 平成１９年度入学指導要録 附属天王寺小学校長 2007/4/1 20年 2028/3/31 紙 事務室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2006年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児・記録 平成１８年度入学指導要録 附属天王寺小学校長 2006/4/1 20年 2027/3/31 紙 事務室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2005年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児・記録 平成１７年度入学指導要録 附属天王寺小学校長 2005/4/1 20年 2026/3/31 紙 事務室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2004年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児・記録 平成１６年度入学指導要録 附属天王寺小学校長 2004/4/1 20年 2025/3/31 紙 事務室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2003年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児・記録 平成１５年度入学指導要録 附属天王寺小学校長 2003/4/1 20年 2024/3/31 紙 事務室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2003年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児・記録 平成１５年度入学指導要録 附属天王寺小学校長 2003/4/1 20年 2024/3/31 紙 事務室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2002年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児・記録 平成１４年度入学指導要録 附属天王寺小学校長 2002/4/1 20年 2023/3/31 紙 事務室 附属天王寺小学校長 附属天王寺小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 服務 平成３０年度勤務割振表（中） 附属天王寺中学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階事務室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校 廃棄

2018年度 附属学校課 教務 平成３０年度在学証明書発行台帳中学校 附属天王寺中学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階事務室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校 廃棄

2018年度 附属学校課 教務 平成３０年度卒業証明書発行台帳中学校 附属天王寺中学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階事務室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校 廃棄

2018年度 附属学校課 教務 平成３０年度学割発行台帳中学校 附属天王寺中学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階事務室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校 廃棄
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2018年度 附属学校課 災害共済給付 平成３０年度預り金帳簿日本スポーツ振興センター（中） 附属天王寺中学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階事務室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校 廃棄

2018年度 附属学校課 服務
平成３０年度特殊勤務手当（クラブ活動及び対外試合）（中）
（写）

附属天王寺中学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階事務室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校 廃棄

2017年度 附属学校課 服務 平成２９年度勤務割振表（中） 附属天王寺中学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階事務室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校 廃棄

2017年度 附属学校課 教務 平成２９年度在学証明書発行台帳中学校 附属天王寺中学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階事務室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校 廃棄

2017年度 附属学校課 教務 平成２９年度卒業証明書発行台帳中学校 附属天王寺中学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階事務室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校 廃棄

2017年度 附属学校課 教務 平成２９年度学割発行台帳中学校 附属天王寺中学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階事務室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校 廃棄

2017年度 附属学校課 災害共済給付 平成２９年度預り金帳簿日本スポーツ振興センター（中） 附属天王寺中学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階事務室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校 廃棄

2017年度 附属学校課 服務
平成２９年度特殊勤務手当（クラブ活動及び対外試合）（中）
（写）

附属天王寺中学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階事務室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校 廃棄

2014年度 附属学校課 生徒指導 第６８期生指導要録その１（学籍） 附属天王寺中学校長 2017/4/1 20年 2037/3/31 紙 １階中教員室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校 廃棄

2014年度 附属学校課 その他 平成２６年度教務規程ファイル 附属天王寺中学校長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 １階中教員室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校 廃棄

2014年度 附属学校課 学籍 卒業者台帳 附属天王寺中学校長 2015/4/1 永久 紙 １階事務室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校

2013年度 附属学校課 会議 平成２５年度会議資料ファイル 附属天王寺中学校長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 １階中教員室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校 廃棄

2013年度 附属学校課 指導要録 第６７期生指導要録その１（学籍） 附属天王寺中学校長 2016/4/1 20年 2036/3/31 紙 １階中教員室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校 廃棄

2013年度 附属学校課 その他 平成２５年度教務規程ファイル 附属天王寺中学校長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 １階中教員室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校 廃棄

2013年度 附属学校課 学籍 卒業者台帳 附属天王寺中学校長 2014/4/1 永久 紙 １階事務室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校

2012年度 附属学校課 会議 平成２４年度会議資料ファイル 附属天王寺中学校長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 １階中教員室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校 廃棄

2012年度 附属学校課 指導要録 第６６期生指導要録その１（学籍） 附属天王寺中学校長 2015/4/1 20年 2035/3/31 紙 １階中教員室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校 廃棄

2012年度 附属学校課 その他 平成２４年度教務規程ファイル 附属天王寺中学校長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 １階中教員室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校 廃棄

2012年度 附属学校課 学籍 卒業者台帳 附属天王寺中学校長 2013/4/1 永久 紙 １階事務室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校

2011年度 附属学校課 指導要録 第６５期生指導要録その１（学籍） 附属天王寺中学校長 2014/4/1 20年 2034/3/31 紙 １階中教員室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校 廃棄

2011年度 附属学校課 学籍 卒業者台帳 附属天王寺中学校長 2012/4/1 永久 紙 １階事務室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校

2021年度 附属学校課 保健衛生 令和3年度健康診断綴（中） 附属高等学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階保健室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 令和3年度旅行命令簿(中) 附属天王寺中学校長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 １階事務室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校 廃棄

2021年度 附属学校課 学籍 令和3年度生徒証（身分証明書番号）中学校 附属天王寺中学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階事務室 附属天王寺中学校長
附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2020年度 附属学校課 学籍 令和2年度生徒証（身分証明書番号）中学校 附属天王寺中学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階事務室 附属天王寺中学校長
附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2021年度 附属学校課 服務 令和3年度勤務割振表（中） 附属天王寺中学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階事務室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校 廃棄

2021年度 附属学校課 教務 令和3年度在学証明書発行台帳中学校 附属天王寺中学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階事務室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校 廃棄

2021年度 附属学校課 教務 令和3年度卒業証明書発行台帳中学校 附属天王寺中学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階事務室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校 廃棄

2021年度 附属学校課 教務 令和3年度学割発行台帳中学校 附属天王寺中学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階事務室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校 廃棄

2021年度 附属学校課 保健衛生 令和3年度水質検査 附属天王寺中学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階保健室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校 廃棄
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2021年度 附属学校課 入学試験 令和3年度入試関係ファイル 附属天王寺中学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 電子媒体 USBメモリ 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校 廃棄

2021年度 附属学校課 教務 令和3年度出席簿 附属天王寺中学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階中教員室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校 廃棄

2021年度 附属学校課 服務
令和3年度特殊勤務手当（クラブ活動及び対外試合）（中）
（写）

附属天王寺中学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階事務室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校 廃棄

2021年度 附属学校課 学籍 令和3年度卒業者台帳 附属天王寺中学校長 2022/4/1 永久 紙 １階事務室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校

2021年度 附属学校課 職員会議 令和3年度職員会議録・会議資料ファイル 附属天王寺中学校長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 １階中教員室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校 廃棄

2021年度 附属学校課 生徒指導 第７5期生指導要録その１（学籍） 附属天王寺中学校長 2024/4/1 20年 2044/3/31
電子媒体：校務
支援システム

共有サーバ内 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校 廃棄

2021年度 附属学校課 指導要録 第７5期生指導要録その２（指導記録） 附属天王寺中学校長 2024/4/1 5年 2029/3/31
電子媒体：校務
支援システム

共有サーバ内 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校 廃棄

2021年度 附属学校課 服務 令和3年度休日の振替簿（中） 附属天王寺中学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階事務室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校 廃棄

2020年度 附属学校課 服務 令和2年度勤務割振表（中） 附属天王寺中学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階事務室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校 廃棄

2020年度 附属学校課 教務 令和2年度在学証明書発行台帳中学校 附属天王寺中学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階事務室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校 廃棄

2020年度 附属学校課 教務 令和2年度卒業証明書発行台帳中学校 附属天王寺中学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階事務室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校 廃棄

2020年度 附属学校課 教務 令和2年度学割発行台帳中学校 附属天王寺中学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階事務室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校 廃棄

2020年度 附属学校課 保健衛生 令和2年度水質検査 附属天王寺中学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階保健室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校 廃棄

2020年度 附属学校課 入学試験 令和2年度入試関係ファイル 附属天王寺中学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階中教員室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校 廃棄

2020年度 附属学校課 災害共済給付 令和2年度預り金帳簿日本スポーツ振興センター（中） 附属天王寺中学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階事務室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校 廃棄

2020年度 附属学校課 教務 令和2年度出席簿 附属天王寺中学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階中教員室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校 廃棄

2020年度 附属学校課 服務
令和2年度特殊勤務手当（クラブ活動及び対外試合）（中）
（写）

附属天王寺中学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階事務室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校 廃棄

2020年度 附属学校課 学籍 令和2年度卒業者台帳 附属天王寺中学校長 2021/4/1 永久 紙 １階事務室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校

2020年度 附属学校課 職員会議 令和2年度職員会議録・会議資料ファイル 附属天王寺中学校長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 １階中教員室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校 廃棄

2020年度 附属学校課 生徒指導 第７４期生指導要録その１（学籍） 附属天王寺中学校長 2023/4/1 20年 2043/3/31 紙 １階中教員室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校 廃棄

2020年度 附属学校課 指導要録 第７４期生指導要録その２（指導記録） 附属天王寺中学校長 2023/4/1 5年 2028/3/31 紙 １階中教員室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校 廃棄

2019年度 附属学校課 服務 平成31年度勤務割振表（中） 附属天王寺中学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階事務室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校 廃棄

2019年度 附属学校課 教務 平成31年度在学証明書発行台帳中学校 附属天王寺中学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階事務室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校 廃棄

2019年度 附属学校課 教務 平成31年度卒業証明書発行台帳中学校 附属天王寺中学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階事務室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校 廃棄

2019年度 附属学校課 教務 平成31年度学割発行台帳中学校 附属天王寺中学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階事務室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校 廃棄

2019年度 附属学校課 保健衛生 平成31年度水質検査 附属天王寺中学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階保健室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校 廃棄

2019年度 附属学校課 保健衛生 平成31年度プール管理日誌 附属天王寺中学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階体育研究室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校 廃棄

2019年度 附属学校課 入学試験 平成31年度入試関係ファイル 附属天王寺中学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階中教員室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校 廃棄

2019年度 附属学校課 災害共済給付 平成31年度預り金帳簿日本スポーツ振興センター（中） 附属天王寺中学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階事務室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校 廃棄

2019年度 附属学校課 教務 平成31年度出席簿 附属天王寺中学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階中教員室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校 廃棄
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2019年度 附属学校課 服務
平成31年度特殊勤務手当（クラブ活動及び対外試合）（中）
（写）

附属天王寺中学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階事務室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校 廃棄

2019年度 附属学校課 その他 平成31年度教務規程ファイル 附属天王寺中学校長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 １階中教員室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校 廃棄

2019年度 附属学校課 学籍 令和元年度卒業者台帳 附属天王寺中学校長 2020/4/1 永久 紙 １階事務室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校

2019年度 附属学校課 職員会議 平成31年度職員会議録・会議資料ファイル 附属天王寺中学校長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 １階中教員室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校 廃棄

2019年度 附属学校課 学籍 平成31年度生徒証（身分証明書番号）中学校 附属天王寺中学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階事務室 附属天王寺中学校長
附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2019年度 附属学校課 生徒指導 第７３期生指導要録その１（学籍） 附属天王寺中学校長 2022/4/1 20年 2042/3/31 紙 １階中教員室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校 廃棄

2019年度 附属学校課 指導要録 第７３期生指導要録その２（指導記録） 附属天王寺中学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階中教員室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校 廃棄

2018年度 附属学校課 保健衛生 平成３０年度学校保健日誌（中） 附属天王寺中学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階保健室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校 廃棄

2018年度 附属学校課 保健衛生 平成３０年度水質検査 附属天王寺中学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階保健室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校 廃棄

2018年度 附属学校課 保健衛生 平成３０年度プール管理日誌 附属天王寺中学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階体育研究室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校 廃棄

2018年度 附属学校課 教科書 平成３０年度教科書関係 附属天王寺中学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階中教員室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校 廃棄

2018年度 附属学校課 教科書 平成３０年度教科書事務書類 附属天王寺中学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階中教員室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校 廃棄

2018年度 附属学校課 入学試験 平成３０年度入試関係ファイル 附属天王寺中学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階中教員室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校 廃棄

2018年度 附属学校課 生徒指導 第７２期生指導要録その１（学籍） 附属天王寺中学校長 2021/4/1 20年 2041/3/31 紙 １階中教員室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校 廃棄

2018年度 附属学校課 指導要録 第７２期生指導要録その２（指導記録） 附属天王寺中学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階中教員室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校 廃棄

2018年度 附属学校課 教務 平成３０年度出席簿 附属天王寺中学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階中教員室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校 廃棄

2018年度 附属学校課 その他 平成３０年度教務規程ファイル 附属天王寺中学校長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 １階中教員室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校 廃棄

2018年度 附属学校課 学籍 卒業者台帳 附属天王寺中学校長 2019/4/1 永久 紙 １階事務室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校

2018年度 附属学校課 学籍 生徒証（身分証明書番号）中学校 附属天王寺中学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階事務室 附属天王寺中学校長
附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2017年度 附属学校課 保健衛生 平成２９年度学校保健日誌（中） 附属天王寺中学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階保健室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校 廃棄

2017年度 附属学校課 保健衛生 平成２９年度水質検査 附属天王寺中学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階保健室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校 廃棄

2017年度 附属学校課 保健衛生 平成２９年度プール管理日誌 附属天王寺中学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階体育研究室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校 廃棄

2017年度 附属学校課 教科書 平成２９年度教科書関係 附属天王寺中学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階中教員室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校 廃棄

2017年度 附属学校課 教科書 平成２９年度教科書事務書類 附属天王寺中学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階中教員室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校 廃棄

2017年度 附属学校課 入学試験 平成２９年度入試関係ファイル 附属天王寺中学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階中教員室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校 廃棄

2017年度 附属学校課 生徒指導 第７１期生指導要録その１（学籍） 附属天王寺中学校長 2020/4/1 20年 2040/3/31 紙 １階中教員室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校 廃棄

2017年度 附属学校課 指導要録 第７１期生指導要録その２（指導記録） 附属天王寺中学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階中教員室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校 廃棄

2017年度 附属学校課 教務 平成２９年度出席簿 附属天王寺中学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階中教員室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校 廃棄

2017年度 附属学校課 その他 平成２９年度教務規程ファイル 附属天王寺中学校長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 １階中教員室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校 廃棄

2017年度 附属学校課 学籍 卒業者台帳 附属天王寺中学校長 2018/4/1 永久 紙 １階事務室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校
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2017年度 附属学校課 学籍 生徒証（身分証明書番号）中学校 附属天王寺中学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階事務室 附属天王寺中学校長
附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2016年度 附属学校課 生徒指導 第７０期生指導要録その１（学籍） 附属天王寺中学校長 2019/4/1 20年 2039/3/31 紙 １階中教員室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校 廃棄

2016年度 附属学校課 指導要録 第７０期生指導要録その２（指導記録） 附属天王寺中学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階中教員室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校 廃棄

2016年度 附属学校課 その他 平成２８年度教務規程ファイル 附属天王寺中学校長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 １階中教員室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校 廃棄

2016年度 附属学校課 学籍 卒業者台帳 附属天王寺中学校長 2017/4/1 永久 紙 １階事務室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校

2015年度 附属学校課 生徒指導 第６９期生指導要録その１（学籍） 附属天王寺中学校長 2018/4/1 20年 2038/3/31 紙 １階中教員室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校 廃棄

2015年度 附属学校課 指導要録 第６９期生指導要録その２（指導記録） 附属天王寺中学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階中教員室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校 廃棄

2015年度 附属学校課 その他 平成２７年度教務規程ファイル 附属天王寺中学校長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 １階中教員室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校 廃棄

2015年度 附属学校課 学籍 卒業者台帳 附属天王寺中学校長 2016/4/1 永久 紙 １階事務室 附属天王寺中学校長 附属天王寺中学校

2020年度 附属学校課 会計伝票 令和2年度旅行命令簿
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2010年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録 第６４期生指導要録その１（学籍） 附属天王寺中学校長 2010/4/1 20年 2033/3/31 紙 中教員室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2010年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録 第５５期生生徒指導要録（１）
附属高等学校天王寺校
舎主任

2010/4/1 20年 2033/3/31 紙 高教員室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2010年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録 第５５期生学習指導要録（１）
附属高等学校天王寺校
舎主任

2010/4/1 20年 2033/3/31 紙 高教官室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2009年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録 第６３期生指導要録その１（学籍） 附属天王寺中学校長 2009/4/1 20年 2032/3/31 紙 中教員室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2009年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録 第５４期生生徒指導要録（１）
附属高等学校天王寺校
舎主任

2009/4/1 20年 2032/3/31 紙 高教員室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2009年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録 第５４期生学習指導要録（１）
附属高等学校天王寺校
舎主任

2009/4/1 20年 2032/3/31 紙 高教官室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2008年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録 第６２期生指導要録その１（学籍） 附属天王寺中学校長 2008/4/1 20年 2031/3/31 紙 中教員室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2008年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録 第５３期生生徒指導要録（１）
附属高等学校天王寺校
舎主任

2008/4/1 20年 2031/3/31 紙 高教員室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2008年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録 第５３期生学習指導要録（１）
附属高等学校天王寺校
舎主任

2008/4/1 20年 2031/3/31 紙 高教官室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2007年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録 第６１期生指導要録その１（学籍） 附属天王寺中学校長 2007/4/1 20年 2030/3/31 紙 中教員室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2007年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録 第５２期生生徒指導要録（１）
附属高等学校天王寺校
舎主任

2007/4/1 20年 2030/3/31 紙 高教員室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2007年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録 第５２期生学習指導要録（１）
附属高等学校天王寺校
舎主任

2007/4/1 20年 2030/3/31 紙 高教官室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2006年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録 第６０期生指導要録その１（学籍） 附属天王寺中学校長 2006/4/1 20年 2029/3/31 紙 中教員室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2006年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録 第５１期生生徒指導要録（１）
附属高等学校天王寺校
舎主任

2006/4/1 20年 2029/3/31 紙 高教員室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2006年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録 第５１期生学習指導要録（１）
附属高等学校天王寺校
舎主任

2006/4/1 20年 2029/3/31 紙 高教官室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2005年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録 第５９期生指導要録その１（学籍） 附属天王寺中学校長 2005/4/1 20年 2028/3/31 紙 中教員室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2005年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録 第５０期生生徒指導要録（１）
附属高等学校天王寺校
舎主任

2005/4/1 20年 2028/3/31 紙 高教員室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2005年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録 第５０期生学習指導要録（１）
附属高等学校天王寺校
舎主任

2005/4/1 20年 2028/3/31 紙 高教官室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2004年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録 第５８期生指導要録その１（学籍） 附属天王寺中学校長 2004/4/1 20年 2027/3/31 紙 中教員室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2004年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録 第４９期生生徒指導要録（１）
附属高等学校天王寺校
舎主任

2004/4/1 20年 2027/3/31 紙 高教員室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄
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2004年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録 第４９期生学習指導要録（１）
附属高等学校天王寺校
舎主任

2004/4/1 20年 2027/3/31 紙 高教官室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2003年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録 第５７期生指導要録その１（学籍） 附属天王寺中学校長 2003/4/1 20年 2026/3/31 紙 中教員室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2003年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録 第４８期生生徒指導要録（１）
附属高等学校天王寺校
舎主任

2003/4/1 20年 2026/3/31 紙 高教員室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2003年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録 第４８期生学習指導要録（１）
附属高等学校天王寺校
舎主任

2003/4/1 20年 2026/3/31 紙 高教官室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2002年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録 第５６期生指導要録その１（学籍） 附属天王寺中学校長 2002/4/1 20年 2025/3/31 紙 中教員室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2002年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録 第４７期生生徒指導要録（１）
附属高等学校天王寺校
舎主任

2002/4/1 20年 2025/3/31 紙 高教員室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2002年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録 第４７期生学習指導要録（１）
附属高等学校天王寺校
舎主任

2002/4/1 20年 2025/3/31 紙 高教官室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2001年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録 第５５期生指導要録その１（学籍） 附属天王寺中学校長 2001/4/1 20年 2024/3/31 紙 中教員室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2001年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録 第４６期生生徒指導要録（１）
附属高等学校天王寺校
舎主任

2001/4/1 20年 2024/3/31 紙 高教員室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2001年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録 第４６期生学習指導要録（１）
附属高等学校天王寺校
舎主任

2001/4/1 20年 2024/3/31 紙 高教官室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2000年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録 第５４期生指導要録その１（学籍） 附属天王寺中学校長 2000/4/1 20年 2023/3/31 紙 中教員室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2000年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録 第４５期生生徒指導要録（１）
附属高等学校天王寺校
舎主任

2000/4/1 20年 2023/3/31 紙 高教員室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2000年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録 第４５期生学習指導要録（１）
附属高等学校天王寺校
舎主任

2000/4/1 20年 2023/3/31 紙 高教官室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

1995年度 学術部附属学校課 儀式・行事 高４０・中５０周年記念行事・式典等
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

1995/4/1 永久 紙 校長室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

1966年度 学術部附属学校課 儀式・行事 高１０・中２０周年記念行事
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

1966/4/1 永久 紙 校長室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

2021年度 附属学校課 委任経理金 令和3年度奨学寄附金申請関係
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2021年度 附属学校課 服務 令和3年度勤務時間報告等関係
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2021年度 附属学校課 服務 令和3年度特殊勤務命令簿
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2021年度 附属学校課 教務 令和3年度卒業見込証明書発行台帳中・高等学校
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2021年度 附属学校課 その他 令和3年度非常勤講師関係
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2021年度 附属学校課 その他 令和3年度年末調整
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2021年度 附属学校課 その他 令和3年度人事関係
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2021年度 附属学校課 保健衛生 令和3年度健康診断関係
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2021年度 附属学校課 その他 令和3年度就学支援金関係
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2021年度 附属学校課 その他 令和3年度予算要求関係
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2021年度 附属学校課 その他 令和3年度授業料債権発生関係
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2021年度 附属学校課 その他 令和3年度警備日誌
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2021年度 附属学校課 災害共済給付 令和3年度日本スポーツ振興センター関係
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 令和3年度予算執行・購入・役務依頼書
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 令和3年度預り金報告書（写）
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

326/398



作成・取得
年度

大分類 中分類
法人文書ファイル名

（小分類）
作成・取得時の

文書管理者
保存期間
の起算日

保存期間
保存期間の
満了する日

媒体の種別 保存場所
現状の

文書管理者
保有担当
係等名称

保存期間が満
了したときの措

置

2021年度 附属学校課 会計伝票 令和3年度謝金支払計画書
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 令和3年度切手受払い簿
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2021年度 附属学校課 その他 令和3年度エレベーター定期点検報告書（写）
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2022/4/1 1年 2023/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2021年度 附属学校課 服務 令和3年出勤簿
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2021年度 附属学校課 服務 令和3年休暇簿
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2021年度 附属学校課 服務 令和3年度職務専念義務の免除に関する願
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2020年度 附属学校課 委任経理金 令和2年度奨学寄附金申請関係
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2020年度 附属学校課 服務 令和2年度勤務時間報告等関係
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2020年度 附属学校課 服務 令和2年度特殊勤務命令簿
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2020年度 附属学校課 教務 令和2年度卒業見込証明書発行台帳中・高等学校
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2020年度 附属学校課 その他 令和2年度非常勤講師関係
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2020年度 附属学校課 その他 令和2年度年末調整
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2020年度 附属学校課 その他 令和2年度人事関係
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2020年度 附属学校課 保健衛生 令和2年度健康診断関係
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2020年度 附属学校課 その他 令和2年度就学支援金関係
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2020年度 附属学校課 その他 令和2年度予算要求関係
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2020年度 附属学校課 その他 令和2年度授業料債権発生関係
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2020年度 附属学校課 その他 令和2年度警備日誌
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2020年度 附属学校課 その他 令和2年度共済関係
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2020年度 附属学校課 通達等 令和2年度日本スポーツ振興センター関係
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2020年度 附属学校課 学内通知文書 令和2年度通知・依頼関係
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 令和2年度予算執行・購入・役務依頼書
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 令和2年度預り金報告書（写）
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 令和2年度謝金支払計画書
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 令和2年度切手受払い簿
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 平成31年度旅行命令簿
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2019年度 附属学校課 委任経理金 平成31年度奨学寄附金申請関係
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2019年度 附属学校課 服務 平成31年度勤務時間報告等関係
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2019年度 附属学校課 服務 平成31年度特殊勤務命令簿
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2019年度 附属学校課 教務 令和元年度卒業見込証明書発行台帳中・高等学校
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄
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2019年度 附属学校課 その他 令和元年度非常勤講師関係
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2019年度 附属学校課 その他 平成31年度年末調整
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2019年度 附属学校課 その他 平成31年度人事関係
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2019年度 附属学校課 その他 平成31年度勤務状況報告関係
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2019年度 附属学校課 保健衛生 平成31年度健康診断関係
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2019年度 附属学校課 その他 平成31年度就学支援金関係
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2019年度 附属学校課 その他 平成31年度予算要求関係
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2019年度 附属学校課 その他 平成31年度授業料債権発生関係
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2019年度 附属学校課 その他 平成31年度警備日誌
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2019年度 附属学校課 その他 平成31年度共済関係
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2019年度 附属学校課 通達等 平成31年度日本スポーツ振興センター関係
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2019年度 附属学校課 学内通知文書 平成31年度通知・依頼関係
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 平成31年度予算執行・購入・役務依頼書
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 平成31年度預り金報告書（写）
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 平成31年度謝金支払計画書
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 平成31年度切手受払い簿
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 平成３０年度旅行命令簿
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2019/4/1 8年 2026/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2018年度 附属学校課 その他 平成３０年度海外渡航関係
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2018年度 附属学校課 服務 平成３０年度研修願
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2018年度 附属学校課 服務 平成３０年度中央研修講座綴
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2018年度 附属学校課 委任経理金 平成３０年度奨学寄附金申請関係
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2018年度 附属学校課 外部資金 平成３０年度科学研究費補助金関係
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2018年度 附属学校課 服務 平成３０年度勤務時間報告等関係
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2018年度 附属学校課 服務 平成３０年度特殊勤務命令簿
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2018年度 附属学校課 服務 平成３０年度変形労働時間制関係
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2018年度 附属学校課 教務 平成３０年度卒業見込証明書発行台帳中・高等学校
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2018年度 附属学校課 その他 平成３０年度非常勤講師関係
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2018年度 附属学校課 その他 平成３０年度諸手当事実確認
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2018年度 附属学校課 その他 平成３０年度年末調整
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2018年度 附属学校課 その他 平成３０年度人事関係
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

328/398



作成・取得
年度

大分類 中分類
法人文書ファイル名

（小分類）
作成・取得時の

文書管理者
保存期間
の起算日

保存期間
保存期間の
満了する日

媒体の種別 保存場所
現状の

文書管理者
保有担当
係等名称

保存期間が満
了したときの措

置

2018年度 附属学校課 その他 平成３０年度勤務状況報告関係
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2018年度 附属学校課 保健衛生 平成３０年度健康診断関係
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2018年度 附属学校課 その他 平成３０年度就学支援金関係
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2018年度 附属学校課 その他 平成３０年度予算要求関係
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2018年度 附属学校課 その他 平成３０年度授業料債権発生関係
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2018年度 附属学校課 その他 平成３０年度警備確認調書
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2018年度 附属学校課 その他 平成３０年度警備日誌
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2018年度 附属学校課 その他 平成３０年度共済関係
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2018年度 附属学校課 その他 平成３０年度共済組合員証検認
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2018年度 附属学校課 学内通知文書 平成３０年度通知・依頼関係
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 平成３０度支出契約決議書（運営費交付金）
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2019/4/1 8年 2026/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 平成３０年度預り金報告書（写）
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2019/4/1 8年 2026/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 平成３０年度謝金支払計画書
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2019/4/1 8年 2026/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 平成３０年度切手受払い簿
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2019/4/1 8年 2026/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2018年度 附属学校課 その他 平成３０年度授業料債権管理データシート（写）
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2018年度 附属学校課 その他 平成３０年度運営費交付金要求書（写）
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2018年度 附属学校課 その他 平成３０年度就学給付金関係
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 平成２９年度旅行命令簿
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2017年度 附属学校課 その他 平成２９年度海外渡航関係
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2017年度 附属学校課 服務 平成２９年度研修願
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2017年度 附属学校課 服務 平成２９年度中央研修講座綴
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2017年度 附属学校課 委任経理金 平成２９年度奨学寄附金申請関係
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2017年度 附属学校課 外部資金 平成２９年度科学研究費補助金関係
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2017年度 附属学校課 服務 平成２９年度勤務時間報告等関係
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2017年度 附属学校課 服務 平成２９年度特殊勤務命令簿
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2017年度 附属学校課 服務 平成２９年度変形労働時間制関係
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2017年度 附属学校課 教務 平成２９年度卒業見込証明書発行台帳中・高等学校
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2017年度 附属学校課 その他 平成２９年度非常勤講師関係
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2017年度 附属学校課 その他 平成２９年度諸手当事実確認
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2017年度 附属学校課 その他 平成２９年度年末調整
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄
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2017年度 附属学校課 その他 平成２９年度人事関係
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2017年度 附属学校課 その他 平成２９年度勤務状況報告関係
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2017年度 附属学校課 保健衛生 平成２９年度健康診断関係
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2017年度 附属学校課 その他 平成２９年度就学支援金関係
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2017年度 附属学校課 その他 平成２９年度予算要求関係
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2017年度 附属学校課 その他 平成２９年度授業料債権発生関係
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2017年度 附属学校課 その他 平成２９年度警備確認調書
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2017年度 附属学校課 その他 平成２９年度警備日誌
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2017年度 附属学校課 その他 平成２９年度共済関係
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2017年度 附属学校課 その他 平成２９年度共済組合員証検認
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2017年度 附属学校課 学内通知文書 平成２９年度通知・依頼関係
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 平成２９度支出契約決議書（運営費交付金）
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 平成２９年度預り金報告書（写）
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 平成２９年度謝金支払計画書
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 平成２９年度切手受払い簿
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2017年度 附属学校課 その他 平成２９年度授業料債権管理データシート（写）
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2017年度 附属学校課 その他 平成２９年度運営費交付金要求書（写）
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2017年度 附属学校課 その他 平成２９年度就学給付金関係
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2016年度 附属学校課 会計伝票 平成２８年度旅行命令簿
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2016年度 附属学校課 その他 平成２８年度人事関係
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2016年度 附属学校課 会計伝票 平成２８年度支出契約決議書（運営費交付金）
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2016年度 附属学校課 会計伝票 平成２８年度預り金報告書（写）
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2016年度 附属学校課 会計伝票 平成２８年度謝金支払計画書
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2016年度 附属学校課 会計伝票 平成２８年度切手受払い簿
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2015年度 附属学校課 会計伝票 平成２７年度旅行命令簿
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2015年度 附属学校課 その他 平成２７年度人事関係
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2015年度 附属学校課 会計伝票 平成２７年度支出契約決議書（運営費交付金）
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2015年度 附属学校課 会計伝票 平成２７年度債務計上票（運営費交付金）
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2015年度 附属学校課 会計伝票 平成２７年度債務計上票（委任経理金）
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2015年度 附属学校課 会計伝票 平成２７年度立替経費精算書（運営費交付金・委任経理金）
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄
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2015年度 附属学校課 会計伝票 平成２７年度預り金報告書（写）
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2015年度 附属学校課 会計伝票 平成２７年度謝金支払計画書
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2015年度 附属学校課 会計伝票 平成２７年度切手受払い簿
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2014年度 附属学校課 会計伝票 平成２６年度旅行命令簿
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2014年度 附属学校課 その他 平成２６年度人事関係
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2014年度 附属学校課 会計伝票 平成２６年度支出契約決議書（運営費交付金）
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2014年度 附属学校課 会計伝票 平成２６年度債務計上票（運営費交付金）
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2014年度 附属学校課 会計伝票 平成２６年度債務計上票（委任経理金）
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2014年度 附属学校課 会計伝票 平成２６年度立替経費精算書（運営費交付金・委任経理金）
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2014年度 附属学校課 会計伝票 平成２６年度預り金報告書（写）
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2014年度 附属学校課 会計伝票 平成２６年度謝金支払計画書
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2014年度 附属学校課 会計伝票 平成２６年度切手受払い簿
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2013年度 附属学校課 その他 平成２５年度人事関係
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2012年度 附属学校課 その他 平成２４年度人事関係
附属天王寺中学校長・
附属高等学校天王寺校
舎主任

2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 １階事務室
附属天王寺中学校長・附属高等学校天王
寺校舎主任

附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2019年度 附属学校課 服務 平成31年度勤務割振表（高）
附属高等学校天王寺校
舎主任

2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階事務室 附属高等学校天王寺校舎主任 附属高等学校天王寺校舎 廃棄

2019年度 附属学校課 教務 平成31年度在学証明書発行台帳高等学校
附属高等学校天王寺校
舎主任

2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階事務室 附属高等学校天王寺校舎主任 附属高等学校天王寺校舎 廃棄

2019年度 附属学校課 教務 平成31年度卒業証明書発行台帳高等学校
附属高等学校天王寺校
舎主任

2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階事務室 附属高等学校天王寺校舎主任 附属高等学校天王寺校舎 廃棄

2019年度 附属学校課 教務 平成31年度学割発行台帳高等学校
附属高等学校天王寺校
舎主任

2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階事務室 附属高等学校天王寺校舎主任 附属高等学校天王寺校舎 廃棄

2019年度 附属学校課 災害共済給付 平成31年度預り金帳簿日本スポーツ振興センター（高）
附属高等学校天王寺校
舎主任

2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階事務室 附属高等学校天王寺校舎主任 附属高等学校天王寺校舎 廃棄

2019年度 附属学校課 服務
平成31年度特殊勤務手当（クラブ活動及び対外試合）（高）
（写）

附属高等学校天王寺校
舎主任

2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階事務室 附属高等学校天王寺校舎主任 附属高等学校天王寺校舎 廃棄

2018年度 附属学校課 服務 平成３０年度勤務割振表（高）
附属高等学校天王寺校
舎主任

2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階事務室 附属高等学校天王寺校舎主任 附属高等学校天王寺校舎 廃棄

2018年度 附属学校課 教務 平成３０年度在学証明書発行台帳高等学校
附属高等学校天王寺校
舎主任

2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階事務室 附属高等学校天王寺校舎主任 附属高等学校天王寺校舎 廃棄

2018年度 附属学校課 教務 平成３０年度卒業証明書発行台帳高等学校
附属高等学校天王寺校
舎主任

2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階事務室 附属高等学校天王寺校舎主任 附属高等学校天王寺校舎 廃棄

2018年度 附属学校課 教務 平成３０年度学割発行台帳高等学校
附属高等学校天王寺校
舎主任

2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階事務室 附属高等学校天王寺校舎主任 附属高等学校天王寺校舎 廃棄

2018年度 附属学校課 災害共済給付 平成３０年度預り金帳簿日本スポーツ振興センター（高）
附属高等学校天王寺校
舎主任

2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階事務室 附属高等学校天王寺校舎主任 附属高等学校天王寺校舎 廃棄

2018年度 附属学校課 服務
平成３０年度特殊勤務手当（クラブ活動及び対外試合）（高）
（写）

附属高等学校天王寺校
舎主任

2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階事務室 附属高等学校天王寺校舎主任 附属高等学校天王寺校舎 廃棄

2017年度 附属学校課 服務 平成２９年度勤務割振表（高）
附属高等学校天王寺校
舎主任

2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階事務室 附属高等学校天王寺校舎主任 附属高等学校天王寺校舎 廃棄

2017年度 附属学校課 教務 平成２９年度在学証明書発行台帳高等学校
附属高等学校天王寺校
舎主任

2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階事務室 附属高等学校天王寺校舎主任 附属高等学校天王寺校舎 廃棄

2017年度 附属学校課 教務 平成２９年度卒業証明書発行台帳高等学校
附属高等学校天王寺校
舎主任

2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階事務室 附属高等学校天王寺校舎主任 附属高等学校天王寺校舎 廃棄

2017年度 附属学校課 教務 平成２９年度学割発行台帳高等学校
附属高等学校天王寺校
舎主任

2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階事務室 附属高等学校天王寺校舎主任 附属高等学校天王寺校舎 廃棄
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2017年度 附属学校課 災害共済給付 平成２９年度預り金帳簿日本スポーツ振興センター（高）
附属高等学校天王寺校
舎主任

2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階事務室 附属高等学校天王寺校舎主任 附属高等学校天王寺校舎 廃棄

2017年度 附属学校課 服務
平成２９年度特殊勤務手当（クラブ活動及び対外試合）（高）
（写）

附属高等学校天王寺校
舎主任

2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階事務室 附属高等学校天王寺校舎主任 附属高等学校天王寺校舎 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 令和3年度旅行命令簿(高)
附属高等学校天王寺校
舎主任

2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 １階事務室 附属高等学校天王寺校舎主任 附属高等学校天王寺校舎 廃棄

2021年度 附属学校課 学籍 令和3年度生徒証（身分証明書番号）高等学校 附属高等学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階事務室 附属高等学校天王寺校舎主任
附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2020年度 附属学校課 学籍 令和2年度生徒証（身分証明書番号）高等学校 附属高等学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階事務室 附属高等学校天王寺校舎主任
附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2021年度 附属学校課 服務 令和3年度休日の振替簿（高）
附属高等学校天王寺校
舎主任

2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階事務室 附属高等学校天王寺校舎主任 附属高等学校天王寺校舎 廃棄

2019年度 附属学校課 学籍 平成31年度生徒証（身分証明書番号）高等学校
附属高等学校天王寺校
舎主任

2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階事務室 附属高等学校天王寺校舎主任
附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2018年度 附属学校課 学籍 生徒証（身分証明書番号）高等学校
附属高等学校天王寺校
舎主任

2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階事務室 附属高等学校天王寺校舎主任
附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2017年度 附属学校課 学籍 生徒証（身分証明書番号）高等学校
附属高等学校天王寺校
舎主任

2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階事務室 附属高等学校天王寺校舎主任
附属天王寺中学校・附属高等
学校天王寺校舎

廃棄

2021年度 附属学校課 教科書 令和３年度教科書関係書類 附属平野小学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 服務 令和３年出勤簿（教員・非常勤講師） 附属平野小学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 服務 令和３年休暇簿 附属平野小学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 服務 令和３年度勤務時間報告関係 附属平野小学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 令和３年度預り金報告書関係 附属平野小学校長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 令和３年度日本スポーツ振興センター共済給付金関係 附属平野小学校長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 １２２期生学年費 附属平野小学校長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 １２３期生学年費 附属平野小学校長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 １２４期生学年費 附属平野小学校長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 １２５期生学年費 附属平野小学校長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 １２６期生学年費 附属平野小学校長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 １２７期生学年費 附属平野小学校長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 １２８期生学年費 附属平野小学校長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 ５年臨海積立金 附属平野小学校長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 １２２期生卒業積立（普通） 附属平野小学校長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 １２２期生卒業積立（定期） 附属平野小学校長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 １２３期生卒業積立（普通） 附属平野小学校長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 １２３期生卒業積立（定期） 附属平野小学校長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 １２４期生卒業積立（普通） 附属平野小学校長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 １２４期生卒業積立（定期） 附属平野小学校長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 令和３年度旅行命令簿 附属平野小学校長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄
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2021年度 附属学校課 会計伝票 令和３年度謝金支払計画書写 附属平野小学校長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 給食 令和３年度給食衛生に関する諸点検、検査票 附属平野小学校長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 給食 令和３年度給食実施、予定献立表 附属平野小学校長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 令和３年度給食会計 附属平野小学校長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 給食 令和３年度ダムウェーダー保守点検票 附属平野小学校長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 教務 令和３年度担任学級・担任の教科・科目・時間表 附属平野小学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 教務 児童出席簿（６年１組） 附属平野小学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 教務 児童出席簿（６年２組） 附属平野小学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 教務 児童出席簿（６年３組） 附属平野小学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 教務 児童出席簿（５年１組） 附属平野小学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 教務 児童出席簿（５年２組） 附属平野小学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 教務 児童出席簿（５年３組） 附属平野小学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 教務 児童出席簿（４年１組） 附属平野小学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 教務 児童出席簿（４年２組） 附属平野小学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 教務 児童出席簿（４年３組） 附属平野小学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 教務 児童出席簿（３年１組） 附属平野小学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 教務 児童出席簿（３年２組） 附属平野小学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 教務 児童出席簿（３年３組） 附属平野小学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 教務 児童出席簿（２年１組） 附属平野小学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 教務 児童出席簿（２年２組） 附属平野小学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 教務 児童出席簿（２年３組） 附属平野小学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 教務 児童出席簿（１年１組） 附属平野小学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 教務 児童出席簿（１年２組） 附属平野小学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 教務 児童出席簿（１年３組） 附属平野小学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 保健衛生 健康診断票・歯の検査表（１２６期生） 附属平野小学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階保健室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 保健衛生 令和３年度養護日誌 附属平野小学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階保健室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 生徒指導
令和３年度入学指導要録１２７期生①②③　様式１（学籍に関
する記録）　令和９年３月卒業予定

附属平野小学校長 2027/4/1 20年 2047/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 指導要録
令和３年度入学指導要録１２７期生①②③　様式２（指導に関
する記録）　令和９年３月卒業予定

附属平野小学校長 2027/4/1 5年 2032/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 学籍 令和３年度卒業者台帳 附属平野小学校長 2022/4/1 永久 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校

2021年度 附属学校課 職員会議 令和３年度職員会議録 附属平野小学校長 2022/4/1 3年 2024/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

１階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄
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2021年度 附属学校課 コロナ対応 令和３年度新型コロナウイルス感染症への対応に関するもの 附属平野小学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

１階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 移管

2020年度 附属学校課 教科書 令和２年度教科書関係書類 附属平野小学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 服務 令和２年出勤簿（教員・非常勤講師） 附属平野小学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 服務 令和２年休暇簿 附属平野小学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 服務 令和２年度勤務時間報告関係 附属平野小学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 令和２年度預り金報告書関係 附属平野小学校長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 令和２年度日本スポーツ振興センター共済給付金関係 附属平野小学校長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 １２１期生学年費 附属平野小学校長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 １２２期生学年費 附属平野小学校長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 １２３期生学年費 附属平野小学校長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 １２４期生学年費 附属平野小学校長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 １２５期生学年費 附属平野小学校長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 １２６期生学年費 附属平野小学校長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 １２７期生学年費 附属平野小学校長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 ４年自然教室積立金 附属平野小学校長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 ５年臨海積立金 附属平野小学校長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 １２１期生卒業積立（普通） 附属平野小学校長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 １２１期生卒業積立（定期） 附属平野小学校長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 １２２期生卒業積立（普通） 附属平野小学校長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 １２２期生卒業積立（定期） 附属平野小学校長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 １２３期生卒業積立（普通） 附属平野小学校長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 １２３期生卒業積立（定期） 附属平野小学校長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 令和２年度旅行命令簿 附属平野小学校長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 令和２年度謝金支払計画書写 附属平野小学校長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 給食 令和２年度給食衛生に関する諸点検、検査票 附属平野小学校長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 給食 令和２年度給食実施、予定献立表 附属平野小学校長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 令和２年度給食会計 附属平野小学校長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 給食 令和２年度ダムウェーダー保守点検票 附属平野小学校長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 教務 令和２年度担任学級・担任の教科・科目・時間表 附属平野小学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 教務 児童出席簿（６年１組） 附属平野小学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄
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2020年度 附属学校課 教務 児童出席簿（６年２組） 附属平野小学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 教務 児童出席簿（６年３組） 附属平野小学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 教務 児童出席簿（５年１組） 附属平野小学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 教務 児童出席簿（５年２組） 附属平野小学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 教務 児童出席簿（５年３組） 附属平野小学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 教務 児童出席簿（４年１組） 附属平野小学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 教務 児童出席簿（４年２組） 附属平野小学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 教務 児童出席簿（４年３組） 附属平野小学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 教務 児童出席簿（３年１組） 附属平野小学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 教務 児童出席簿（３年２組） 附属平野小学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 教務 児童出席簿（３年３組） 附属平野小学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 教務 児童出席簿（２年１組） 附属平野小学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 教務 児童出席簿（２年２組） 附属平野小学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 教務 児童出席簿（２年３組） 附属平野小学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 教務 児童出席簿（１年１組） 附属平野小学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 教務 児童出席簿（１年２組） 附属平野小学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 教務 児童出席簿（１年３組） 附属平野小学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 保健衛生 健康診断票・歯の検査表（１２５期生） 附属平野小学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階保健室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 保健衛生 令和２年度養護日誌 附属平野小学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階保健室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 生徒指導
令和２年度入学指導要録１２６期生①②③　様式１（学籍に関
する記録）　令和８年３月卒業予定

附属平野小学校長 2026/4/1 20年 2046/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 指導要録
令和２年度入学指導要録１２６期生①②③　様式２（指導に関
する記録）　令和８年３月卒業予定

附属平野小学校長 2026/4/1 5年 2031/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 学籍 令和２年度卒業者台帳 附属平野小学校長 2021/4/1 永久 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校

2020年度 附属学校課 職員会議 令和２年度職員会議録 附属平野小学校長 2021/4/1 3年 2024/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

１階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2020年度 附属学校課 コロナ対応 令和２年度新型コロナウイルス感染症への対応に関するもの 附属平野小学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

１階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 移管

2019年度 附属学校課 教科書 平成３１年度教科書関係書類 附属平野小学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 服務 平成３１年出勤簿（教員・非常勤講師） 附属平野小学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 服務 平成３１年休暇簿 附属平野小学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 服務 平成３１年度勤務時間報告関係 附属平野小学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 平成３１年度預り金報告書関係 附属平野小学校長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 平成３１年度日本スポーツ振興センター共済給付金関係 附属平野小学校長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄
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2019年度 附属学校課 会計伝票 １２０期生学年費 附属平野小学校長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 １２１期生学年費 附属平野小学校長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 １２２期生学年費 附属平野小学校長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 １２３期生学年費 附属平野小学校長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 １２４期生学年費 附属平野小学校長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 １２５期生学年費 附属平野小学校長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 １２６期生学年費 附属平野小学校長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 ４年自然教室積立金 附属平野小学校長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 ５年臨海積立金 附属平野小学校長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 １２０期生卒業積立（普通） 附属平野小学校長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 １２０期生卒業積立（定期） 附属平野小学校長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 １２１期生卒業積立（普通） 附属平野小学校長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 １２１期生卒業積立（定期） 附属平野小学校長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 １２２期生卒業積立（普通） 附属平野小学校長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 １２２期生卒業積立（定期） 附属平野小学校長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 平成３１年度旅行命令簿 附属平野小学校長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 平成３１年度謝金支払計画書写 附属平野小学校長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 給食 平成３１年度給食衛生に関する諸点検、検査票 附属平野小学校長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 給食 平成３１年度給食実施、予定献立表 附属平野小学校長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 平成３１年度給食会計 附属平野小学校長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 給食 平成３１年度ダムウェーダー保守点検票 附属平野小学校長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 教務 平成３１年度担任学級・担任の教科・科目・時間表 附属平野小学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 教務 児童出席簿（６年１組） 附属平野小学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 教務 児童出席簿（６年２組） 附属平野小学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 教務 児童出席簿（６年３組） 附属平野小学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 教務 児童出席簿（５年１組） 附属平野小学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 教務 児童出席簿（５年２組） 附属平野小学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 教務 児童出席簿（５年３組） 附属平野小学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 教務 児童出席簿（４年１組） 附属平野小学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 教務 児童出席簿（４年２組） 附属平野小学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄
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2019年度 附属学校課 教務 児童出席簿（４年３組） 附属平野小学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 教務 児童出席簿（３年１組） 附属平野小学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 教務 児童出席簿（３年２組） 附属平野小学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 教務 児童出席簿（３年３組） 附属平野小学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 教務 児童出席簿（２年１組） 附属平野小学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 教務 児童出席簿（２年２組） 附属平野小学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 教務 児童出席簿（２年３組） 附属平野小学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 教務 児童出席簿（１年１組） 附属平野小学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 教務 児童出席簿（１年２組） 附属平野小学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 教務 児童出席簿（１年３組） 附属平野小学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 保健衛生 健康診断票・歯の検査表（１２４期生） 附属平野小学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階保健室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 保健衛生 令和元年度養護日誌 附属平野小学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階保健室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 保健衛生 令和元年度水泳日誌 附属平野小学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 生徒指導
令和元年度入学指導要録１２５期生①②③　様式１（学籍に関
する記録）　令和７年３月卒業予定

附属平野小学校長 2025/4/1 20年 2045/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 指導要録
令和元年度入学指導要録１２５期生①②③　様式２（指導に関
する記録）　令和７年３月卒業予定

附属平野小学校長 2025/4/1 5年 2030/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2019年度 附属学校課 学籍 令和元年度卒業者台帳 附属平野小学校長 2020/4/1 永久 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校

2019年度 附属学校課 職員会議 令和元年度職員会議録 附属平野小学校長 2020/4/1 3年 2023/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

１階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 学内通知文書 平成３０年度移牒文書等 附属平野小学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 教科書 平成３０年度教科書関係書類 附属平野小学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 服務 平成３０年出勤簿（教員・非常勤講師） 附属平野小学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 服務 平成３０年休暇簿 附属平野小学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 服務 平成３０年度勤務時間報告関係 附属平野小学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 平成３０年度預り金報告書関係 附属平野小学校長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 平成３０年度日本スポーツ振興センター共済給付金関係 附属平野小学校長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 １１９期生学年費 附属平野小学校長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 １２０期生学年費 附属平野小学校長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 １２１期生学年費 附属平野小学校長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 １２２期生学年費 附属平野小学校長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 １２３期生学年費 附属平野小学校長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 １２４期生学年費 附属平野小学校長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

337/398



作成・取得
年度

大分類 中分類
法人文書ファイル名

（小分類）
作成・取得時の

文書管理者
保存期間
の起算日

保存期間
保存期間の
満了する日

媒体の種別 保存場所
現状の

文書管理者
保有担当
係等名称

保存期間が満
了したときの措

置

2018年度 附属学校課 会計伝票 １２５期生学年費 附属平野小学校長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 ４年自然教室積立金 附属平野小学校長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 ５年臨海積立金 附属平野小学校長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 １１９期生卒業積立（普通） 附属平野小学校長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 １１９期生卒業積立（定期） 附属平野小学校長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 １２０期生卒業積立（普通） 附属平野小学校長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 １２０期生卒業積立（定期） 附属平野小学校長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 １２１期生卒業積立（普通） 附属平野小学校長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 平成３０年度旅行命令簿 附属平野小学校長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 平成３０年度謝金支払計画書写 附属平野小学校長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 平成３０年度給食会計 附属平野小学校長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 教務 平成３０年度担任学級・担任の教科・科目・時間表 附属平野小学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 教務 児童出席簿（６年１組） 附属平野小学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 教務 児童出席簿（６年２組） 附属平野小学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 教務 児童出席簿（６年３組） 附属平野小学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 教務 児童出席簿（５年１組） 附属平野小学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 教務 児童出席簿（５年２組） 附属平野小学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 教務 児童出席簿（５年３組） 附属平野小学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 教務 児童出席簿（４年１組） 附属平野小学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 教務 児童出席簿（４年２組） 附属平野小学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 教務 児童出席簿（４年３組） 附属平野小学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 教務 児童出席簿（３年１組） 附属平野小学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 教務 児童出席簿（３年２組） 附属平野小学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 教務 児童出席簿（３年３組） 附属平野小学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 教務 児童出席簿（２年１組） 附属平野小学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 教務 児童出席簿（２年２組） 附属平野小学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 教務 児童出席簿（２年３組） 附属平野小学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 教務 児童出席簿（１年１組） 附属平野小学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 教務 児童出席簿（１年２組） 附属平野小学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 教務 児童出席簿（１年３組） 附属平野小学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄
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2018年度 附属学校課 保健衛生 健康診断票・歯の検査表（１２３期生） 附属平野小学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙  ２１階保健室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 保健衛生 平成３０年度養護日誌 附属平野小学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙  ２１階保健室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 保健衛生 平成３０年度水泳日誌 附属平野小学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 生徒指導
平成３０年度入学指導要録１２４期生①②③　様式１（学籍に
関する記録）　平成３６年３月卒業予定

附属平野小学校長 2024/4/1 20年 2044/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 指導要録
平成３０年度入学指導要録１２４期生①②③　様式２（指導に
関する記録）　平成３６年３月卒業予定

附属平野小学校長 2024/4/1 5年 2029/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2018年度 附属学校課 学籍 平成３０年度卒業者台帳 附属平野小学校長 2019/4/1 永久 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校

2017年度 附属学校課 学内通知文書 平成２９年度移牒文書等 附属平野小学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 教科書 平成２９年度教科書関係書類 附属平野小学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 服務 平成２９年出勤簿（教員・非常勤講師） 附属平野小学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 服務 平成２９年休暇簿 附属平野小学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 服務 平成２９年度勤務時間報告関係 附属平野小学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 平成２９年度預り金報告書関係 附属平野小学校長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 平成２９年度日本スポーツ振興センター共済給付金関係 附属平野小学校長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 １１８期生学年費 附属平野小学校長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 １１９期生学年費 附属平野小学校長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 １２０期生学年費 附属平野小学校長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 １２１期生学年費 附属平野小学校長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 １２２期生学年費 附属平野小学校長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 １２３期生学年費 附属平野小学校長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 １２４期生学年費 附属平野小学校長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 ４年自然教室積立金 附属平野小学校長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 ５年臨海積立金 附属平野小学校長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 １１８期生卒業積立（普通） 附属平野小学校長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 １１８期生卒業積立（定期） 附属平野小学校長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 １１９期生卒業積立（普通） 附属平野小学校長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 １１９期生卒業積立（定期） 附属平野小学校長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 １２０期生卒業積立（普通） 附属平野小学校長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 平成２９年度旅行命令簿 附属平野小学校長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 平成２９年度謝金支払計画書写 附属平野小学校長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 平成２９年度給食会計 附属平野小学校長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄
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2017年度 附属学校課 教務 平成２９年度担任学級・担任の教科・科目・時間表 附属平野小学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 教務 児童出席簿（６年１組） 附属平野小学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 教務 児童出席簿（６年２組） 附属平野小学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 教務 児童出席簿（６年３組） 附属平野小学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 教務 児童出席簿（５年１組） 附属平野小学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 教務 児童出席簿（５年２組） 附属平野小学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 教務 児童出席簿（５年３組） 附属平野小学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 教務 児童出席簿（４年１組） 附属平野小学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 教務 児童出席簿（４年２組） 附属平野小学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 教務 児童出席簿（４年３組） 附属平野小学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 教務 児童出席簿（３年１組） 附属平野小学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 教務 児童出席簿（３年２組） 附属平野小学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 教務 児童出席簿（３年３組） 附属平野小学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 教務 児童出席簿（２年１組） 附属平野小学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 教務 児童出席簿（２年２組） 附属平野小学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 教務 児童出席簿（２年３組） 附属平野小学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 教務 児童出席簿（１年１組） 附属平野小学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 教務 児童出席簿（１年２組） 附属平野小学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 教務 児童出席簿（１年３組） 附属平野小学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 保健衛生 健康診断票・歯の検査表（１２２期生） 附属平野小学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙  ２１階保健室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 保健衛生 平成２９年度養護日誌 附属平野小学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙  ２１階保健室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 保健衛生 平成２９年度水泳日誌 附属平野小学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 生徒指導
平成２９年度入学指導要録１２３期生　様式１（学籍に関する記
録）　平成３５年３月卒業予定

附属平野小学校長 2023/4/1 20年 2043/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 指導要録
平成２９年度入学指導要録１２３期生　様式２（指導に関する記
録）　平成３５年３月卒業予定

附属平野小学校長 2023/4/1 5年 2028/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2017年度 附属学校課 学籍 平成２９年度卒業者台帳 附属平野小学校長 2018/4/1 永久 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校

2016年度 附属学校課 会計伝票 平成２８年度預り金報告書関係 附属平野小学校長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2016年度 附属学校課 会計伝票 平成２８年度日本スポーツ振興センター共済給付金関係 附属平野小学校長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2016年度 附属学校課 会計伝票 １１７期生学年費 附属平野小学校長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2016年度 附属学校課 会計伝票 １１８期生学年費 附属平野小学校長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2016年度 附属学校課 会計伝票 １１９期生学年費 附属平野小学校長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄
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2016年度 附属学校課 会計伝票 １２０期生学年費 附属平野小学校長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2016年度 附属学校課 会計伝票 １２１期生学年費 附属平野小学校長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2016年度 附属学校課 会計伝票 １２２期生学年費 附属平野小学校長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2016年度 附属学校課 会計伝票 １２３期生学年費 附属平野小学校長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2016年度 附属学校課 会計伝票 ４年自然教室積立金 附属平野小学校長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2016年度 附属学校課 会計伝票 ５年臨海積立金 附属平野小学校長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2016年度 附属学校課 会計伝票 １１７期生卒業積立（普通） 附属平野小学校長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2016年度 附属学校課 会計伝票 １１７期生卒業積立（定期） 附属平野小学校長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2016年度 附属学校課 会計伝票 １１８期生卒業積立（普通） 附属平野小学校長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2016年度 附属学校課 会計伝票 １１８期生卒業積立（定期） 附属平野小学校長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2016年度 附属学校課 会計伝票 １１９期生卒業積立（普通） 附属平野小学校長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2016年度 附属学校課 会計伝票 平成２８年度旅行命令簿 附属平野小学校長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2016年度 附属学校課 会計伝票 平成２８年度謝金支払計画書写 附属平野小学校長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2016年度 附属学校課 会計伝票 平成２８年度給食会計 附属平野小学校長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2016年度 附属学校課 生徒指導
平成２８年度入学指導要録１２２期生①②③　様式１（学籍に
関する記録）　平成３４年３月卒業予定

附属平野小学校長 2022/4/1 20年 2042/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2016年度 附属学校課 指導要録
平成２８年度入学指導要録１２２期生①②③　様式２（指導に
関する記録）　平成３４年３月卒業予定

附属平野小学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2016年度 附属学校課 学籍 平成２８年度卒業者台帳 附属平野小学校長 2017/4/1 永久 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校

2015年度 附属学校課 会計伝票 平成２７年度預り金報告書関係 附属平野小学校長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2015年度 附属学校課 会計伝票 平成２７年度日本スポーツ振興センター共済給付金関係 附属平野小学校長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2015年度 附属学校課 会計伝票 １１６期生学年費 附属平野小学校長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2015年度 附属学校課 会計伝票 １１７期生学年費 附属平野小学校長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2015年度 附属学校課 会計伝票 １１８期生学年費 附属平野小学校長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2015年度 附属学校課 会計伝票 １１９期生学年費 附属平野小学校長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2015年度 附属学校課 会計伝票 １２０期生学年費 附属平野小学校長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2015年度 附属学校課 会計伝票 １２１期生学年費 附属平野小学校長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2015年度 附属学校課 会計伝票 １２２期生学年費 附属平野小学校長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2015年度 附属学校課 会計伝票 ４年自然教室積立金 附属平野小学校長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2015年度 附属学校課 会計伝票 ５年臨海積立金 附属平野小学校長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2015年度 附属学校課 会計伝票 １１６期生卒業積立（普通） 附属平野小学校長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2015年度 附属学校課 会計伝票 １１６期生卒業積立（定期） 附属平野小学校長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄
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2015年度 附属学校課 会計伝票 １１７期生卒業積立（普通） 附属平野小学校長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2015年度 附属学校課 会計伝票 １１７期生卒業積立（定期） 附属平野小学校長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2015年度 附属学校課 会計伝票 １１８期生卒業積立（普通） 附属平野小学校長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2015年度 附属学校課 会計伝票 平成２７年度債務計上票等 附属平野小学校長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2015年度 附属学校課 会計伝票 平成２７年度旅行命令簿 附属平野小学校長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2015年度 附属学校課 会計伝票 平成２７年度謝金支払計画書写 附属平野小学校長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2015年度 附属学校課 会計伝票 平成２７年度給食会計 附属平野小学校長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2015年度 附属学校課 生徒指導
平成２７年度入学指導要録１２１期生①②③　様式１（学籍に
関する記録）　平成３３年３月卒業予定

附属平野小学校長 2021/4/1 20年 2041/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2015年度 附属学校課 指導要録
平成２７年度入学指導要録１２１期生①②③　様式２（指導に
関する記録）　平成３３年３月卒業予定

附属平野小学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2015年度 附属学校課 学籍 平成２７年度卒業者台帳 附属平野小学校長 2016/4/1 永久 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校

2014年度 附属学校課 会計伝票 平成２６年度預り金報告書関係 附属平野小学校長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2014年度 附属学校課 会計伝票 平成２６年度日本スポーツ振興センター共済給付金関係 附属平野小学校長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2014年度 附属学校課 会計伝票 １１５期生学年費 附属平野小学校長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2014年度 附属学校課 会計伝票 １１６期生学年費 附属平野小学校長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2014年度 附属学校課 会計伝票 １１７期生学年費 附属平野小学校長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2014年度 附属学校課 会計伝票 １１８期生学年費 附属平野小学校長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2014年度 附属学校課 会計伝票 １１９期生学年費 附属平野小学校長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2014年度 附属学校課 会計伝票 １２０期生学年費 附属平野小学校長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2014年度 附属学校課 会計伝票 １２１期生学年費 附属平野小学校長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2014年度 附属学校課 会計伝票 ４年自然教室積立金 附属平野小学校長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2014年度 附属学校課 会計伝票 ５年臨海積立金 附属平野小学校長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2014年度 附属学校課 会計伝票 １１５期生卒業積立（普通） 附属平野小学校長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2014年度 附属学校課 会計伝票 １１５期生卒業積立（定期） 附属平野小学校長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2014年度 附属学校課 会計伝票 １１６期生卒業積立（普通） 附属平野小学校長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2014年度 附属学校課 会計伝票 １１６期生卒業積立（定期） 附属平野小学校長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2014年度 附属学校課 会計伝票 １１７期生卒業積立（普通） 附属平野小学校長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2014年度 附属学校課 会計伝票 平成２６年度債務計上票等 附属平野小学校長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2014年度 附属学校課 会計伝票 平成２６年度旅行命令簿 附属平野小学校長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2014年度 附属学校課 会計伝票 平成２６年度謝金支払計画書写 附属平野小学校長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2014年度 附属学校課 会計伝票 平成２６年度給食会計 附属平野小学校長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 １階事務室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄
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2014年度 附属学校課 生徒指導
平成２６年度入学指導要録１２０期生①②③　様式１（学籍に
関する記録）　平成３２年３月卒業予定

附属平野小学校長 2020/4/1 20年 2040/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2014年度 附属学校課 指導要録
平成２６年度入学指導要録１２０期生①②③　様式２（指導に
関する記録）　平成３２年３月卒業予定

附属平野小学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2014年度 附属学校課 学籍 平成２６年度卒業者台帳 附属平野小学校長 2015/4/1 永久 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校

2013年度 附属学校課 生徒指導
平成２５年度入学指導要録１１９期生①②③　様式１（学籍に
関する記録）　平成３１年３月卒業予定

附属平野小学校長 2019/4/1 20年 2039/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2013年度 附属学校課 指導要録
平成２５年度入学指導要録１１９期生①②③　様式２（指導に
関する記録）　平成３１年３月卒業予定

附属平野小学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2013年度 附属学校課 学籍 平成２５年度卒業者台帳 附属平野小学校長 2014/4/1 永久 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校

2012年度 附属学校課 生徒指導
平成２４年度入学指導要録１１８期生①②③　様式１（学籍に
関する記録）　平成３０年３月卒業予定

附属平野小学校長 2018/4/1 20年 2038/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2012年度 附属学校課 指導要録
平成２４年度入学指導要録１１８期生①②③　様式２（指導に
関する記録）　平成３０年３月卒業予定

附属平野小学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2012年度 附属学校課 学籍 平成２４年度卒業者台帳 附属平野小学校長 2013/4/1 永久 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校

2011年度 附属学校課 生徒指導
平成２３年度入学指導要録１１７期生①②③　様式１（学籍に
関する記録）　平成２９年３月卒業予定

附属平野小学校長 2017/4/1 20年 2037/3/31 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2011年度 附属学校課 学籍 平成２３年度卒業者台帳 附属平野小学校長 2012/4/1 永久 紙 １階職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校

2010年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録
平成２８年３月卒業予定小学校児童指導要録様式１（学籍に
関する記録）

附属平野小学校長 2016/4/1 20年 2036/3/31 紙 職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2006年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録
平成２４年３月卒業予定小学校児童指導要録様式１（学籍に
関する記録）

附属平野小学校長 2014/4/1 20年 2032/3/31 紙 職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2005年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録
平成２３年３月卒業予定小学校児童指導要録様式１（学籍に
関する記録）

附属平野小学校長 2011/4/1 20年 2031/3/31 紙 職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2004年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録
平成２２年３月卒業予定小学校児童指導要録様式１（学籍に
関する記録）

附属平野小学校長 2010/4/1 20年 2030/3/31 紙 職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2003年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録
平成２１年３月卒業予定小学校児童指導要録様式１（学籍に
関する記録）

附属平野小学校長 2009/4/1 20年 2029/3/31 紙 職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2002年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録
平成２０年３月卒業予定小学校児童指導要録様式１（学籍に
関する記録）

附属平野小学校長 2008/4/1 20年 2028/3/31 紙 職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2001年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録
平成１９年３月卒業予定小学校児童指導要録様式１（学籍に
関する記録）

附属平野小学校長 2007/4/1 20年 2027/3/31 紙 職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2000年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録
平成１８年３月卒業予定小学校児童指導要録様式１（学籍に
関する記録）

附属平野小学校長 2006/4/1 20年 2026/3/31 紙 職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

1999年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録
平成１７年３月卒業予定小学校児童指導要録様式１（学籍に
関する記録）

附属平野小学校長 2005/4/1 20年 2025/3/31 紙 職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

1998年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録
平成１６年３月卒業予定小学校児童指導要録様式１（学籍に
関する記録）

附属平野小学校長 2004/4/1 20年 2024/3/31 紙 職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2011年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録
平成２９年３月卒業予定小学校児童指導要録様式１（学籍に
関する記録）

附属平野小学校長 2017/4/1 20年 2037/3/31 紙 職員室 附属平野小学校長 附属平野小学校 廃棄

2021年度 附属学校課 学籍 令和３年度卒業者台帳 附属平野中学校長 2022/4/1 永久 紙 １階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校

2021年度 附属学校課 生徒指導 第７５期生指導要録その１（学籍） 附属平野中学校長 2024/4/1 20年 2044/3/31 紙 ２階校長室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2021年度 附属学校課 指導要録 第７５期生指導要録その２（指導記録） 附属平野中学校長 2024/4/1 5年 2029/3/31 紙 ２階校長室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2021年度 附属学校課 学籍 第７５期生個人カード 附属平野中学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2021年度 附属学校課 保健衛生 第７５期生健康診断票・歯の検査票 附属平野中学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階保健室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2021年度 附属学校課 生徒指導 令和３年度生徒指導補助簿 附属平野中学校長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 ２階職員室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2021年度 附属学校課 教務 令和３年度出席簿 附属平野中学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 ２階職員室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2021年度 附属学校課 教務 令和３年度学校日誌 附属平野中学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 ２階職員室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄
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2021年度 附属学校課 保健衛生 令和３年度プール管理日誌 附属平野中学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 体育研究室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2021年度 附属学校課 入学試験 令和３年度入試 附属平野中学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 1階会議室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2021年度 附属学校課 教育実習 令和３年度教育実習（基本） 附属平野中学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 ２階職員室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2021年度 附属学校課 教育実習 令和３年度教育実習（併習） 附属平野中学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 ２階職員室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2021年度 附属学校課 職員会議 令和３年度職員会議資料 附属平野中学校長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 ２階職員室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2021年度 附属学校課 進路 令和３年度進路 附属平野中学校長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 ２階職員室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2021年度 附属学校課 研究会等 令和３年度研究発表会 附属平野中学校長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 ２階職員室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2021年度 附属学校課 教科書 令和３年度教科書 附属平野中学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 ２階職員室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2021年度 附属学校課 災害共済給付 令和３年度災害共済給付申請書 附属平野中学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階保健室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2021年度 附属学校課 教務 令和３年度各種証明書発行控 附属平野中学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2021年度 附属学校課 教務 令和３年度学校学生生徒旅客運賃割引証発行台帳 附属平野中学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2021年度 附属学校課 服務 令和３年休暇簿・出席簿（教員・非常勤講師） 附属平野中学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2021年度 附属学校課 服務
令和３年度勤務時間報告関係（教員・非常勤職員）（特殊勤務
命令簿等含む）

附属平野中学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2021年度 附属学校課 保健衛生 令和３年度水質検査・照度検査結果報告 附属平野中学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2021年度 附属学校課 その他 令和３年度消防設備点検結果報告書 附属平野中学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 ７３期生学年費 附属平野中学校長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 １階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 ７３期生積立金 附属平野中学校長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 １階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 ７４期生学年費 附属平野中学校長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 １階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 ７４期生積立金 附属平野中学校長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 １階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 ７５期生学年費 附属平野中学校長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 １階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 ７５期生学年費 附属平野中学校長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 １階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 令和３年度旅行命令簿 附属平野中学校長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 １階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 令和３年度謝金支払計画書 附属平野中学校長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 １階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 令和３年度預り金報告書関係 附属平野中学校長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 １階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 令和３年度日本スポーツ振興センター共済給付金関係 附属平野中学校長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 １階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2021年度 附属学校課 その他 令和３年度寄付金受入 附属平野中学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2021年度 附属学校課 その他 令和３年度採用関係書類 附属平野中学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 令和３年度領収書受払簿 附属平野中学校長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 １階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 令和３年度切手受払簿 附属平野中学校長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 １階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 令和３年度予算執行届 附属平野中学校長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 １階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄
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2021年度 附属学校課 コロナ対応 令和３年度新型コロナ感染症関係 附属平野中学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

２階職員室 附属平野中学校長 附属平野中学校 移管

2020年度 附属学校課 学籍 令和２年度卒業者台帳 附属平野中学校長 2021/4/1 永久 紙 １階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校

2020年度 附属学校課 生徒指導 第７４期生指導要録その１（学籍） 附属平野中学校長 2023/4/1 20年 2043/3/31 紙 ２階校長室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2020年度 附属学校課 指導要録 第７４期生指導要録その２（指導記録） 附属平野中学校長 2023/4/1 5年 2028/3/31 紙 ２階校長室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2020年度 附属学校課 学籍 第７４期生個人カード 附属平野中学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2020年度 附属学校課 保健衛生 第７４期生健康診断票・歯の検査票 附属平野中学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階保健室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2020年度 附属学校課 生徒指導 令和２年度生徒指導補助簿 附属平野中学校長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 ２階職員室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2020年度 附属学校課 教務 令和２年度出席簿 附属平野中学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 ２階職員室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2020年度 附属学校課 教務 令和２年度学校日誌 附属平野中学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 ２階職員室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2020年度 附属学校課 保健衛生 令和２年度プール管理日誌 附属平野中学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 体育研究室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2020年度 附属学校課 入学試験 令和２年度入試 附属平野中学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 1階会議室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2020年度 附属学校課 教育実習 令和２年度教育実習（基本） 附属平野中学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 ２階職員室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2020年度 附属学校課 教育実習 令和２年度教育実習（併習） 附属平野中学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 ２階職員室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2020年度 附属学校課 職員会議 令和２年度職員会議資料 附属平野中学校長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 ２階職員室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2020年度 附属学校課 進路 令和２年度進路 附属平野中学校長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 ２階職員室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2020年度 附属学校課 研究会等 令和２年度研究発表会 附属平野中学校長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 ２階職員室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2020年度 附属学校課 教科書 令和2年度教科書 附属平野中学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 ２階職員室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2020年度 附属学校課 災害共済給付 令和２年度災害共済給付申請書 附属平野中学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階保健室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2020年度 附属学校課 教務 令和２年度各種証明書発行控 附属平野中学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2020年度 附属学校課 教務 令和２年度学校学生生徒旅客運賃割引証発行台帳 附属平野中学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2020年度 附属学校課 服務 令和２年休暇簿・出席簿（教員・非常勤講師） 附属平野中学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2020年度 附属学校課 服務
令和２年度勤務時間報告関係（教員・非常勤職員）（特殊勤務
命令簿等含む）

附属平野中学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2020年度 附属学校課 保健衛生 令和２年度水質検査・照度検査結果報告 附属平野中学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2020年度 附属学校課 その他 令和２年度消防設備点検結果報告書 附属平野中学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 ７２期生学年費 附属平野中学校長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 １階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 ７２期生積立金 附属平野中学校長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 １階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 ７３期生学年費 附属平野中学校長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 １階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 ７３期生積立金 附属平野中学校長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 １階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 ７４期生学年費 附属平野中学校長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 １階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 ７４期生学年費 附属平野中学校長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 １階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

345/398



作成・取得
年度

大分類 中分類
法人文書ファイル名

（小分類）
作成・取得時の

文書管理者
保存期間
の起算日

保存期間
保存期間の
満了する日

媒体の種別 保存場所
現状の

文書管理者
保有担当
係等名称

保存期間が満
了したときの措

置

2020年度 附属学校課 会計伝票 令和２年度旅行命令簿 附属平野中学校長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 １階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 令和２年度謝金支払計画書 附属平野中学校長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 １階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 令和２年度預り金報告書関係 附属平野中学校長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 １階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 令和２年度日本スポーツ振興センター共済給付金関係 附属平野中学校長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 １階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2020年度 附属学校課 その他 令和２年度寄付金受入 附属平野中学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2020年度 附属学校課 その他 令和２年度採用関係書類 附属平野中学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 令和２年度領収書受払簿 附属平野中学校長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 １階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 令和２年度切手受払簿 附属平野中学校長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 １階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 令和２年度予算執行届 附属平野中学校長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 １階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2020年度 附属学校課 コロナ対応 令和２年度新型コロナ感染症関係 附属平野中学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

２階職員室 附属平野中学校長 附属平野中学校 移管

2019年度 附属学校課 学籍 令和元年度卒業者台帳 附属平野中学校長 2020/4/1 永久 紙 １階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校

2019年度 附属学校課 生徒指導 第７３期生指導要録その１（学籍） 附属平野中学校長 2022/4/1 20年 2042/3/31 紙 ２階校長室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2019年度 附属学校課 指導要録 第７３期生指導要録その２（指導記録） 附属平野中学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 ２階校長室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2019年度 附属学校課 学籍 第７３期生個人カード 附属平野中学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2019年度 附属学校課 保健衛生 第７３期生健康診断票・歯の検査票 附属平野中学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階保健室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2019年度 附属学校課 生徒指導 令和元年度生徒指導補助簿 附属平野中学校長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 ２階職員室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2019年度 附属学校課 教務 令和元年度出席簿 附属平野中学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 ２階職員室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2019年度 附属学校課 教務 平成３１年度学校日誌 附属平野中学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 ２階職員室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2019年度 附属学校課 保健衛生 令和元年度プール管理日誌 附属平野中学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 体育研究室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2019年度 附属学校課 入学試験 平成３１年度入試 附属平野中学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 1階会議室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2019年度 附属学校課 教育実習 令和元年度教育実習（基本） 附属平野中学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 ２階職員室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2019年度 附属学校課 教育実習 令和元年度教育実習（併習） 附属平野中学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 ２階職員室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2019年度 附属学校課 職員会議 平成３１年度職員会議資料 附属平野中学校長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 ２階職員室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2019年度 附属学校課 進路 令和元年度進路 附属平野中学校長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 ２階職員室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2019年度 附属学校課 研究会等 令和元年度研究発表会 附属平野中学校長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 ２階職員室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2019年度 附属学校課 教科書 平成３１年度教科書 附属平野中学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 ２階職員室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2019年度 附属学校課 災害共済給付 平成３１年度災害共済給付申請書 附属平野中学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階保健室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2019年度 附属学校課 教務 平成３１年度各種証明書発行控 附属平野中学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2019年度 附属学校課 教務 平成３１年度学校学生生徒旅客運賃割引証発行台帳 附属平野中学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2019年度 附属学校課 服務 平成３１年休暇簿・出席簿（教員・非常勤講師） 附属平野中学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄
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2019年度 附属学校課 服務
平成31年度勤務時間報告関係（教員・非常勤職員）（特殊勤
務命令簿等含む）

附属平野中学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2019年度 附属学校課 保健衛生 平成３１年度水質検査・照度検査結果報告 附属平野中学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2019年度 附属学校課 その他 平成３１年度消防設備点検結果報告書 附属平野中学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 71期生学年費 附属平野中学校長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 １階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 71期生積立金 附属平野中学校長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 １階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 72期生学年費 附属平野中学校長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 １階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 72期生積立金 附属平野中学校長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 １階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 73期生学年費 附属平野中学校長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 １階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 73期生学年費 附属平野中学校長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 １階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 平成３１年度旅行命令簿 附属平野中学校長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 １階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 平成３１年度謝金支払計画書 附属平野中学校長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 １階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 平成３１年度預り金報告書関係 附属平野中学校長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 １階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 平成３１年度日本スポーツ振興センター共済給付金関係 附属平野中学校長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 １階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2019年度 附属学校課 その他 平成３１年度寄付金受入 附属平野中学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2019年度 附属学校課 その他 平成３１年度採用関係書類 附属平野中学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 平成３１年度領収書受払簿 附属平野中学校長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 １階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 平成３１年度切手受払簿 附属平野中学校長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 １階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 平成３１年度予算執行届 附属平野中学校長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 １階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2018年度 附属学校課 学籍 平成３０年度卒業者台帳 附属平野中学校長 2019/4/1 永久 紙 1階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校

2018年度 附属学校課 生徒指導 第７２期生指導要録その１（学籍） 附属平野中学校長 2021/4/1 20年 2041/3/31 紙 ２階校長室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2018年度 附属学校課 指導要録 第７２期生指導要録その２（指導記録） 附属平野中学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 ２階校長室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2018年度 附属学校課 学籍 第７２期生個人カード 附属平野中学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 1階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2018年度 附属学校課 保健衛生 第７２期生健康診断票・歯の検査票 附属平野中学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階保健室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2018年度 附属学校課 生徒指導 平成３０年度生徒指導補助簿 附属平野中学校長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 ２階職員室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2018年度 附属学校課 教務 平成３０年度出席簿 附属平野中学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 ２階職員室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2018年度 附属学校課 教務 平成３０年度学校日誌 附属平野中学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 ２階職員室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2018年度 附属学校課 保健衛生 平成３０年度プール管理日誌 附属平野中学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 体育研究室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2018年度 附属学校課 入学試験 平成３０年度入試 附属平野中学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 1階会議室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2018年度 附属学校課 教育実習 平成３０年度教育実習（基本） 附属平野中学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 ２階職員室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2018年度 附属学校課 教育実習 平成３０年度教育実習（併習） 附属平野中学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 ２階職員室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄
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2018年度 附属学校課 教科書 平成３０年度教科書 附属平野中学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 ２階職員室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2018年度 附属学校課 災害共済給付 平成３０年度災害共済給付申請書 附属平野中学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階保健室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2018年度 附属学校課 教務 平成３０年度各種証明書発行控 附属平野中学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 1階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2018年度 附属学校課 教務 平成３０年度学校学生生徒旅客運賃割引証発行台帳 附属平野中学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 1階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2018年度 附属学校課 服務 平成３０年休暇簿・出席簿（教員・非常勤講師） 附属平野中学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 1階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2018年度 附属学校課 服務
平成３０年度勤務時間報告関係（教員・非常勤職員）（特殊勤
務命令簿等含む）

附属平野中学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 1階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2018年度 附属学校課 保健衛生 平成３０年度水質検査・照度検査結果報告 附属平野中学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 1階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2018年度 附属学校課 その他 平成３０年度消防設備点検結果報告書 附属平野中学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 1階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 ７０期生学年費 附属平野中学校長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 1階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 ７０期生積立金 附属平野中学校長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 1階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 ７１期生学年費 附属平野中学校長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 1階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 ７１期生積立金 附属平野中学校長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 1階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 ７２期生学年費 附属平野中学校長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 1階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 ７２期生積立金 附属平野中学校長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 1階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 平成３０年度旅行命令簿 附属平野中学校長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 1階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 平成３０年度謝金支払計画書 附属平野中学校長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 1階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 平成３０年度預り金報告書関係 附属平野中学校長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 1階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 平成３０年度日本スポーツ振興センター共済給付金関係 附属平野中学校長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 1階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2018年度 附属学校課 その他 平成３０年度寄付金受入 附属平野中学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 1階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2018年度 附属学校課 その他 平成３０年度採用関係書類 附属平野中学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 1階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 平成３０年度領収書受払簿 附属平野中学校長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 1階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 平成３０年度切手受払簿 附属平野中学校長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 1階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 平成３０年度予算執行届 附属平野中学校長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 1階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2017年度 附属学校課 学籍 平成２９年度卒業者台帳 附属平野中学校長 2018/4/1 永久 紙 1階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校

2017年度 附属学校課 生徒指導 第７１期生指導要録その１（学籍） 附属平野中学校長 2020/4/1 20年 2040/3/31 紙 ２階校長室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2017年度 附属学校課 指導要録 第７１期生指導要録その２（指導記録） 附属平野中学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 ２階校長室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2017年度 附属学校課 学籍 第７１期生個人カード 附属平野中学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 1階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2017年度 附属学校課 保健衛生 第７１期生健康診断票・歯の検査票 附属平野中学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階保健室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2017年度 附属学校課 生徒指導 平成２９年度生徒指導補助簿 附属平野中学校長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 ２階職員室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2017年度 附属学校課 教務 平成２９年度出席簿 附属平野中学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 ２階職員室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄
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2017年度 附属学校課 教務 平成２９年度学校日誌 附属平野中学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 ２階職員室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2017年度 附属学校課 保健衛生 平成２９年度プール管理日誌 附属平野中学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 体育研究室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2017年度 附属学校課 入学試験 平成２９年度入試 附属平野中学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 1階会議室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2017年度 附属学校課 教育実習 平成２９年度教育実習（基本） 附属平野中学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 ２階職員室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2017年度 附属学校課 教育実習 平成２９年度教育実習（併習） 附属平野中学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 ２階職員室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2017年度 附属学校課 教科書 平成２９年度教科書 附属平野中学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 ２階職員室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2017年度 附属学校課 災害共済給付 平成２９年度災害共済給付申請書 附属平野中学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階保健室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2017年度 附属学校課 教務 平成２９年度各種証明書発行控 附属平野中学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 1階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2017年度 附属学校課 教務 平成２９年度学校学生生徒旅客運賃割引証発行台帳 附属平野中学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 1階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2017年度 附属学校課 服務 平成２９年出勤簿・休暇簿 附属平野中学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 1階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2017年度 附属学校課 服務
平成２９年度勤務時間報告書（教員）（特殊勤務命令簿等含
む）

附属平野中学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 1階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2017年度 附属学校課 保健衛生 平成２９年度水質検査・照度検査結果報告 附属平野中学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 1階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2017年度 附属学校課 その他 平成２９年度消防設備点検結果報告書 附属平野中学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 1階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2017年度 附属学校課 災害共済給付 平成２９年度日本スポーツ振興センター災害共済給付契約 附属平野中学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 1階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2017年度 附属学校課 調査 平成２９年度学校基本調査 附属平野中学校長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 1階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2017年度 附属学校課 委任経理金 平成２９年度寄附金受入 附属平野中学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 1階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2017年度 附属学校課 服務
平成２９年度勤務時間報告書（記録簿・振替簿含む）（事務職
員）（控え）

附属平野中学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 1階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2017年度 附属学校課 服務 平成２９年度採用関係書類 附属平野中学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 1階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2017年度 附属学校課 その他 平成２９年度学校評議員 附属平野中学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 1階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2017年度 附属学校課 その他 平成２９年度予算（配分・要求・依頼含む） 附属平野中学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 1階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 平成２９年度領収証書受払簿 附属平野中学校長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 1階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 平成２９年度旅行命令簿 附属平野中学校長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 1階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 平成２９年度謝金支払計画書 附属平野中学校長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 1階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 平成２９年度預り金報告書（控え） 附属平野中学校長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 1階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 第７１期生　学年集金領収書 附属平野中学校長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 1階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 第７１期生　学年積立金領収書 附属平野中学校長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 1階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 平成２９年度　日本スポーツ振興センター受入・払出計算書 附属平野中学校長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 1階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2017年度 附属学校課 その他 平成２９年度　監査 附属平野中学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 1階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 平成２９年度　固定資産 附属平野中学校長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 1階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 平成２９年度　切手受払簿 附属平野中学校長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 1階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄
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2017年度 附属学校課 委任経理金 平成２９年度　予算執行届 附属平野中学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 1階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2016年度 附属学校課 学籍 平成２８年度卒業者台帳 附属平野中学校長 2017/4/1 永久 紙 1階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校

2016年度 附属学校課 生徒指導 第７０期生指導要録その１（学籍） 附属平野中学校長 2019/4/1 20年 2039/3/31 紙 ２階校長室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2016年度 附属学校課 指導要録 第７０期生指導要録その２（指導記録） 附属平野中学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 ２階校長室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2016年度 附属学校課 生徒指導 平成２８年度生徒指導補助簿 附属平野中学校長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 ２階職員室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2016年度 附属学校課 調査 平成２８年度学校基本調査 附属平野中学校長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 1階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2016年度 附属学校課 会計伝票 平成２８年度領収証書受払簿 附属平野中学校長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 1階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2016年度 附属学校課 会計伝票 平成２８年度旅行命令簿 附属平野中学校長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 1階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2016年度 附属学校課 会計伝票 平成２８年度謝金支払計画書 附属平野中学校長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 1階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2016年度 附属学校課 会計伝票 平成２８年度預り金報告書（控え） 附属平野中学校長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 1階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2016年度 附属学校課 会計伝票 第７０期生　学年集金領収書 附属平野中学校長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 1階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2016年度 附属学校課 会計伝票 第７０期生　学年積立金領収書 附属平野中学校長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 1階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2016年度 附属学校課 会計伝票 平成２８年度　日本スポーツ振興センター受入・払出計算書 附属平野中学校長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 1階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2016年度 附属学校課 会計伝票 平成２８年度　固定資産 附属平野中学校長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 1階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2016年度 附属学校課 会計伝票 平成２８年度　切手受払簿 附属平野中学校長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 1階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2015年度 附属学校課 学籍 平成２７年度卒業者台帳 附属平野中学校長 2016/4/1 永久 紙 １階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校

2015年度 附属学校課 生徒指導 第６９期生指導要録その１（学籍） 附属平野中学校長 2018/4/1 20年 2038/3/31 紙 ２階校長室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2015年度 附属学校課 指導要録 第６９期生指導要録その２（指導記録） 附属平野中学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 ２階校長室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2015年度 附属学校課 生徒指導 平成２７年度生徒指導補助簿 附属平野中学校長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 ２階職員室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2015年度 附属学校課 調査 平成２７年度学校基本調査 附属平野中学校長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 １階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2015年度 附属学校課 会計伝票 平成２７年度領収証書受払簿 附属平野中学校長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 １階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2015年度 附属学校課 会計伝票 平成２７年度債務計上票 附属平野中学校長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 １階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2015年度 附属学校課 会計伝票 平成２７年度旅行命令簿 附属平野中学校長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 １階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2015年度 附属学校課 会計伝票 平成２７年度謝金支払計画書 附属平野中学校長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 １階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2015年度 附属学校課 会計伝票 平成２７年度預り金報告書（控え） 附属平野中学校長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 １階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2015年度 附属学校課 会計伝票 第６９期生　学年集金領収書 附属平野中学校長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 １階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2015年度 附属学校課 会計伝票 第６９期生　学年積立金領収書 附属平野中学校長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 １階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2015年度 附属学校課 会計伝票 平成２７年度　日本スポーツ振興センター受入・払出計算書 附属平野中学校長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 １階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2015年度 附属学校課 会計伝票 平成２７年度　固定資産 附属平野中学校長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 １階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2015年度 附属学校課 会計伝票 平成２７年度　切手受払簿 附属平野中学校長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 １階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄
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2014年度 附属学校課 学籍 平成２６年度卒業者台帳 附属平野中学校長 2015/4/1 永久 紙 １階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校

2014年度 附属学校課 生徒指導 第６８期生指導要録その１（学籍） 附属平野中学校長 2017/4/1 20年 2037/3/31 紙 ２階校長室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2014年度 附属学校課 生徒指導 平成２６年度生徒指導補助簿 附属平野中学校長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 ２階職員室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2014年度 附属学校課 調査 平成２６年度学校基本調査 附属平野中学校長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 １階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2014年度 附属学校課 会計伝票 平成２６年度入金実績リスト 附属平野中学校長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 １階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2014年度 附属学校課 会計伝票 平成２６年度領収証書受払簿 附属平野中学校長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 １階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2014年度 附属学校課 会計伝票 平成２６年度債務計上票 附属平野中学校長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 １階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2014年度 附属学校課 会計伝票 平成２６年度旅行命令簿 附属平野中学校長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 １階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2014年度 附属学校課 会計伝票 平成２６年度謝金支払計画書 附属平野中学校長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 １階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2014年度 附属学校課 会計伝票 平成２６年度預り金報告書（控え） 附属平野中学校長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 １階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2014年度 附属学校課 会計伝票 第６８期生　学年集金領収書 附属平野中学校長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 １階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2014年度 附属学校課 会計伝票 第６８期生　学年積立金領収書 附属平野中学校長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 １階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2014年度 附属学校課 会計伝票 平成２６年度　日本スポーツ振興センター受入・払出計算書 附属平野中学校長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 １階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2014年度 附属学校課 会計伝票 平成２６年度　固定資産 附属平野中学校長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 １階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2014年度 附属学校課 会計伝票 平成２６年度　切手受払簿 附属平野中学校長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 １階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2013年度 附属学校課 学籍 平成２５年度卒業者台帳 附属平野中学校長 2014/4/1 永久 紙 1階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校

2013年度 附属学校課 指導要録 第６７期生指導要録その１（学籍） 附属平野中学校長 2016/4/1 20年 2036/3/31 紙 ２階校長室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2013年度 附属学校課 生徒指導 平成２５年度生徒指導補助簿 附属平野中学校長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 ２階職員室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2013年度 附属学校課 調査 平成２５年度学校基本調査 附属平野中学校長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 1階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2012年度 附属学校課 学籍 平成２４年度卒業者台帳 附属平野中学校長 2013/4/1 永久 紙 1階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校

2012年度 附属学校課 指導要録 第６６期生指導要録その１（学籍） 附属平野中学校長 2015/4/1 20年 2035/3/31 紙 ２階校長室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2012年度 附属学校課 生徒指導 平成２４年度生徒指導補助簿 附属平野中学校長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 ２階職員室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2012年度 附属学校課 調査 平成２４年度学校基本調査 附属平野中学校長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 1階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2011年度 附属学校課 学籍 平成２３年度卒業者台帳 附属平野中学校長 2012/4/1 永久 紙 1階事務室 附属平野中学校長 附属平野中学校

2011年度 附属学校課 指導要録 第６５期生指導要録その１（学籍） 附属平野中学校長 2014/4/1 20年 2034/3/31 紙 ２階校長室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2010年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録 第６４期生指導要録その１（学籍） 附属平野中学校長 2010/4/15 20年 2031/3/31 紙 2階校長室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2010年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録 第６４期生指導要録その１（学籍） 附属平野中学校長 2010/4/15 20年 2031/3/31 紙 2階校長室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2009年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録 第６３期生指導要録その１（学籍） 附属平野中学校長 2009/4/1 20年 2030/3/31 紙 2階校長室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2008年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録 第６２期生指導要録その１（学籍） 附属平野中学校長 2008/4/1 20年 2029/3/31 紙 2階校長室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2007年度 学術部附属学校課 儀式・行事 ６０周年記念行事・式典等 附属平野中学校長 2007/4/1 永久 紙 2階校長室 附属平野中学校長 附属平野中学校
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2007年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録 第６１期生指導要録その１（学籍） 附属平野中学校長 2007/4/1 20年 2028/3/31 紙 2階校長室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2006年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録 第６０期生指導要録その１（学籍） 附属平野中学校長 2006/4/1 20年 2027/3/31 紙 2階校長室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2005年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録 第５９期生指導要録その１（学籍） 附属平野中学校長 2005/4/1 20年 2026/3/31 紙 2階校長室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2004年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録 第５８期生指導要録その１（学籍） 附属平野中学校長 2004/4/1 20年 2027/3/31 紙 2階校長室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2003年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録 第５７期生指導要録その１（学籍） 附属平野中学校長 2003/4/1 20年 2026/3/31 紙 2階校長室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2002年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録 第５６期生指導要録その１（学籍） 附属平野中学校長 2002/4/1 20年 2025/3/31 紙 2階校長室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2001年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録 第５５期生指導要録その１（学籍） 附属平野中学校長 2001/4/1 20年 2024/3/31 紙 2階校長室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

2000年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録 第５４期生指導要録その１（学籍） 附属平野中学校長 2000/4/1 20年 2023/3/31 紙 2階校長室 附属平野中学校長 附属平野中学校 廃棄

1997年度 学術部附属学校課 儀式・行事 ５０周年記念行事・式典等 附属平野中学校長 1997/4/1 永久 紙 2階校長室 附属平野中学校長 附属平野中学校

1987年度 学術部附属学校課 儀式・行事 ４０周年記念行事・式典等 附属平野中学校長 1987/4/1 永久 紙 2階校長室 附属平野中学校長 附属平野中学校

1977年度 学術部附属学校課 儀式・行事 ３０周年記念行事・式典等 附属平野中学校長 1977/4/1 永久 紙 2階校長室 附属平野中学校長 附属平野中学校

1967年度 学術部附属学校課 儀式・行事 ２０周年記念行事・式典等 附属平野中学校長 1967/4/1 永久 紙 2階校長室 附属平野中学校長 附属平野中学校

1957年度 学術部附属学校課 儀式・行事 １０周年記念行事・式典等 附属平野中学校長 1957/4/1 永久 紙 2階校長室 附属平野中学校長 附属平野中学校

1952年度 学術部附属学校課 儀式・行事 わだち（年間記録等） 附属平野中学校長 1952/4/1 永久 紙 2階校長室 附属平野中学校長 附属平野中学校

2021年度 附属学校課 会議 令和3年度運営委員会記録 附属高等学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 平野校舎2階職員室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2021年度 附属学校課 教務 令和3年度学割発行台帳 附属高等学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 平野校舎2階職員室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2021年度 附属学校課 教務 令和3年度卒業（見込み）・在学証明書発行台帳 附属高等学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 平野校舎2階職員室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2021年度 附属学校課 教育実習 令和3年度卒業生実習 附属高等学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 平野校舎2階職員室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2021年度 附属学校課 保健衛生 令和3年度学校保健記録簿 附属高等学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 平野校舎1階保健室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2021年度 附属学校課 保健衛生 令和3年度健康診断綴 附属高等学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 平野校舎1階保健室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2021年度 附属学校課 その他 令和3年度消防関係（設備点検結果，届出類） 附属高等学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2021年度 附属学校課 コロナ対応 令和3年度新型コロナウイルス感染症関係 附属高等学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 移管

2021年度 附属学校課 コロナ対応 令和3年度新型コロナウイルス関係　文科省通知 附属高等学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 移管

2021年度 附属学校課 入学試験 令和3年度入試関係 附属高等学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31
電子媒体：
FD,CD,USBメ
モリ,SDカード

平野校舎2階職員室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2021年度 附属学校課 生徒指導 令和3年度指導要録１（学籍） 附属高等学校長 2024/4/1 20年 2044/3/31 紙 平野校舎2階職員室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2021年度 附属学校課 指導要録 令和3年度指導要録2（指導記録） 附属高等学校長 2024/4/1 5年 2029/3/31 紙 平野校舎2階職員室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2021年度 附属学校課 進路 令和3年度進路記録 附属高等学校長 2022/4/1 3年 2025/3/31
電子媒体：
FD,CD,USBメ
モリ,SDカード

平野校舎2階進路相談室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2021年度 附属学校課 教務 令和3年度成績一覧 附属高等学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 平野校舎2階職員室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2021年度 附属学校課 生徒指導 令和3年度生徒指導記録 附属高等学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 平野校舎2階職員室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2021年度 附属学校課 生徒指導 令和3年度誓約書・保証書 附属高等学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 平野校舎2階職員室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄
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2021年度 附属学校課 入学試験 令和3年度入学料・授業料関係 附属高等学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2021年度 附属学校課 その他 令和3年度予算関係 附属高等学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 令和3年度謝金支払計画書 附属高等学校長 2022/4/1 8年 2029/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2021年度 附属学校課 調査 令和3年度学校基本調査関係 附属高等学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2021年度 附属学校課 災害共済給付 令和3年度災害共済給付金出納計算書 附属高等学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2021年度 附属学校課 服務 令和3年度勤務割振票 附属高等学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2021年度 附属学校課 服務 令和3年度特殊勤務命令簿 附属高等学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2021年度 附属学校課 保健衛生 令和3年度校医執務関係 附属高等学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 令和3年度預り金報告書 附属高等学校長 2022/4/1 8年 2029/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 令和3年度預り金領収書 附属高等学校長 2022/4/1 8年 2029/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2021年度 附属学校課 服務 令和3年度非常勤講師関係 附属高等学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2021年度 附属学校課 行事・儀式 令和3年度評議員関係 附属高等学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2021年度 附属学校課 研究会等 令和3年度平野地区共同研究集会・協議会 附属高等学校長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2021年度 附属学校課 その他 令和3年度警備日誌 附属高等学校長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2021年度 附属学校課 教務 令和3年度出席簿 附属高等学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2021年度 附属学校課 学籍 令和3年度卒業者台帳 附属高等学校長 2022/4/1 永久 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎

2021年度 附属学校課 服務 令和3年度出勤簿 附属高等学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2021年度 附属学校課 服務 令和3年度休暇簿 附属高等学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2021年度 附属学校課 服務 令和3年度勤務時間関係 附属高等学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2021年度 附属学校課 その他 令和3年度WWL関係 附属高等学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 令和3年度旅行命令簿 附属高等学校長 2022/4/1 8年 2029/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 令和3年度旅行命令簿(部活動改革プラン) 附属高等学校長 2022/4/1 8年 2029/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2020年度 附属学校課 会議 令和2年度運営委員会記録 附属高等学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 平野校舎2階職員室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2020年度 附属学校課 教務 令和2年度学割発行台帳 附属高等学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 平野校舎2階職員室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2020年度 附属学校課 教務 令和2年度卒業（見込み）・在学証明書発行台帳 附属高等学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 平野校舎2階職員室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2020年度 附属学校課 教育実習 令和2年度卒業生実習 附属高等学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 平野校舎2階職員室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2020年度 附属学校課 保健衛生 令和2年度学校保健記録簿 附属高等学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 平野校舎1階保健室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2020年度 附属学校課 保健衛生 令和2年度健康診断綴 附属高等学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 平野校舎1階保健室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2020年度 附属学校課 入学試験 令和2年度入試関係 附属高等学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31
電子媒体：
FD,CD,USBメ
モリ,SDカード

平野校舎2階職員室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2020年度 附属学校課 生徒指導 令和2年度指導要録１（学籍） 附属高等学校長 2023/4/1 20年 2043/3/31 紙 平野校舎2階職員室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄
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2020年度 附属学校課 指導要録 令和2年度指導要録２（指導記録） 附属高等学校長 2023/4/1 5年 2028/3/31 紙 平野校舎2階職員室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2020年度 附属学校課 進路 令和2年度進路記録 附属高等学校長 2021/4/1 3年 2024/3/31
電子媒体：
FD,CD,USBメ
モリ,SDカード

平野校舎2階進路相談室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2020年度 附属学校課 教務 令和2年度成績一覧 附属高等学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 平野校舎2階職員室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2020年度 附属学校課 生徒指導 令和2年度生徒指導記録 附属高等学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 平野校舎2階職員室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2020年度 附属学校課 生徒指導 令和2年度誓約書・保証書 附属高等学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 平野校舎2階職員室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2020年度 附属学校課 入学試験 令和2年度入学料・授業料関係 附属高等学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2020年度 附属学校課 その他 令和2年度予算関係 附属高等学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 令和2年度謝金支払計画書 附属高等学校長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2020年度 附属学校課 調査 令和2年度学校基本調査関係 附属高等学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2020年度 附属学校課 災害共済給付 令和２年度災害共済給付金出納計算書 附属高等学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2020年度 附属学校課 服務 令和2年度勤務割振票 附属高等学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2020年度 附属学校課 服務 令和2年度特殊勤務命令簿 附属高等学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2020年度 附属学校課 保健衛生 令和2年度校医執務関係 附属高等学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 令和2年度預り金報告書 附属高等学校長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 令和2年度預り金領収書 附属高等学校長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2020年度 附属学校課 服務 令和2年度非常勤講師関係 附属高等学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2020年度 附属学校課 行事・儀式 令和2年度評議員関係 附属高等学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2020年度 附属学校課 研究会等 令和2年度平野地区共同研究集会・協議会 附属高等学校長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2020年度 附属学校課 その他 令和2年度警備日誌 附属高等学校長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2020年度 附属学校課 教務 令和2年度出席簿 附属高等学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2020年度 附属学校課 学籍 令和2年度卒業者台帳 附属高等学校長 2021/4/1 永久 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎

2020年度 附属学校課 服務 令和2年度出勤簿 附属高等学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2020年度 附属学校課 服務 令和2年度休暇簿 附属高等学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2020年度 附属学校課 服務 令和2年度勤務時間関係 附属高等学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2020年度 附属学校課 その他 令和2年度WWL関係 附属高等学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 令和2年度旅行命令簿 附属高等学校長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 令和2年度旅行命令簿(部活動改革プラン) 附属高等学校長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2020年度 附属学校課 その他 令和２年度消防関係（設備点検結果，届出類） 附属高等学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2020年度 附属学校課 コロナ対応 令和２年度新型コロナウイルス感染症関係 附属高等学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 移管

2020年度 附属学校課 コロナ対応 令和２年度新型コロナウイルス関係　文科省通知 附属高等学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 移管
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2019年度 附属学校課 進路 令和元年度進路指導資料 附属高等学校長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 池田校舎１階進路指導室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2019年度 附属学校課 保健衛生 令和元年度日本スポーツ振興センター 附属高等学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 池田校舎１階保健室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2019年度 附属学校課 保健衛生 令和元年度健康診断票 附属高等学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 池田校舎１階保健室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2019年度 附属学校課 生徒指導 令和元年度生徒指導記録 附属高等学校長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 池田校舎２階職員室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2019年度 附属学校課 その他 令和元年度学校評価 附属高等学校長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 池田校舎２階職員室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2019年度 附属学校課 教務 令和元年度成績簿 附属高等学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 池田校舎２階職員室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2019年度 附属学校課 教務 令和元年度教育指導計画 附属高等学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 池田校舎２階職員室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2019年度 附属学校課 教育実習 令和元年度教育実習成績簿 附属高等学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 池田校舎２階職員室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2019年度 附属学校課 学籍 令和元年度卒業者台帳 附属高等学校長 2020/4/1 永久 紙 池田校舎２階職員室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎

2019年度 附属学校課 学籍 令和元年度生徒異動届 附属高等学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 池田校舎１階事務室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2019年度 附属学校課 広報 令和元年度学校要覧 附属高等学校長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 池田校舎１階校長室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2019年度 附属学校課 広報 ２０１９学校案内 附属高等学校長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 池田校舎１階校長室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2019年度 附属学校課 教務 令和元年度出席簿 附属高等学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 池田校舎１階金庫室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2019年度 附属学校課 入学試験 令和元年度入学試験 附属高等学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 池田校舎１階金庫室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2019年度 附属学校課 職員会議 令和元年度職員会議録 附属高等学校長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 池田校舎１階校長室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2019年度 附属学校課 研究会等 令和元年度研究紀要 附属高等学校長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 池田校舎１階校長室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2019年度 附属学校課 指導要録 令和元年度指導要録（学籍） 附属高等学校長 2022/4/1 20年 2042/3/31 紙 池田校舎１階金庫室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2019年度 附属学校課 生徒指導 令和元年度指導要録（指導） 附属高等学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 池田校舎１階金庫室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 令和元(平成31)年度旅行命令簿・謝金関係 附属高等学校長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 池中事務室 附属高等学校長 附属池田地区事務係 廃棄

2019年度 附属学校課 その他 令和元(平成31)年度債務計上票 附属高等学校長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 池中事務室 附属高等学校長 附属池田地区事務係 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票
令和元(平成31)年度預り金・日本スポーツ振興センター給付
金

附属高等学校長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 池中事務室 附属高等学校長 附属池田地区事務係 廃棄

2019年度 附属学校課 会議 令和元年度運営委員会記録 附属高等学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 平野校舎2階職員室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2019年度 附属学校課 教務 令和元年度学割発行台帳 附属高等学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 平野校舎2階職員室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2019年度 附属学校課 教務 令和元年度卒業（見込み）・在学証明書発行台帳 附属高等学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 平野校舎2階職員室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2019年度 附属学校課 教育実習 令和元年度卒業生実習 附属高等学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 平野校舎2階職員室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2019年度 附属学校課 保健衛生 令和元年度学校保健記録簿 附属高等学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 平野校舎1階保健室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2019年度 附属学校課 保健衛生 令和元年度健康診断綴 附属高等学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 平野校舎1階保健室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2019年度 附属学校課 入学試験 令和元年度入試関係 附属高等学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31
電子媒体：
FD,CD,USBメ
モリ,SDカード

平野校舎2階職員室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2019年度 附属学校課 生徒指導 令和元年度指導要録１（学籍） 附属高等学校長 2022/4/1 20年 2042/3/31 紙 平野校舎2階職員室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2019年度 附属学校課 指導要録 令和元年度指導要録２（指導記録） 附属高等学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 平野校舎2階職員室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄
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2019年度 附属学校課 進路 令和元年度進路記録 附属高等学校長 2020/4/1 3年 2023/3/31
電子媒体：
FD,CD,USBメ
モリ,SDカード

平野校舎2階進路相談室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2019年度 附属学校課 教務 令和元年度成績一覧 附属高等学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 平野校舎2階職員室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2019年度 附属学校課 生徒指導 令和元年度生徒指導記録 附属高等学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 平野校舎2階職員室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2019年度 附属学校課 生徒指導 令和元年度誓約書・保証書 附属高等学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 平野校舎2階職員室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2019年度 附属学校課 入学試験 令和元年度入学料・授業料関係 附属高等学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2019年度 附属学校課 その他 令和元年度予算関係 附属高等学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 令和元年度謝金支払計画書 附属高等学校長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2019年度 附属学校課 調査 令和元年度学校基本調査関係 附属高等学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2019年度 附属学校課 災害共済給付 令和元年度災害共済給付金出納計算書 附属高等学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2019年度 附属学校課 服務 令和元年度勤務割振票 附属高等学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2019年度 附属学校課 服務 令和元年度特殊勤務命令簿 附属高等学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2019年度 附属学校課 保健衛生 令和元年度校医執務関係 附属高等学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 令和元年度預り金報告書 附属高等学校長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 令和元年度預り金領収書 附属高等学校長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2019年度 附属学校課 服務 令和元年度非常勤講師関係 附属高等学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 令和元年度債権発生等管理簿 附属高等学校長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 令和元年度債務計上票 附属高等学校長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 令和元年度債務計上票（ＳＧＨ） 附属高等学校長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2019年度 附属学校課 行事・儀式 令和元年度評議員関係 附属高等学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2019年度 附属学校課 研究会等 令和元年度平野地区共同研究集会・協議会 附属高等学校長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2019年度 附属学校課 会議 令和元年度正副校園長会議 附属高等学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2019年度 附属学校課 会議 令和元年度附属学校課係長会議 附属高等学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2019年度 附属学校課 その他 令和元年度高等学校等就学支援金申請書（１年生４月） 附属高等学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2019年度 附属学校課 その他 令和元年度高等学校等就学支援金申請書（１年生） 附属高等学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2019年度 附属学校課 その他 令和元年度高等学校等就学支援金申請書（２年生） 附属高等学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2019年度 附属学校課 その他 令和元年度警備日誌 附属高等学校長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2019年度 附属学校課 教務 令和元年度出席簿 附属高等学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2019年度 附属学校課 学籍 令和元年度卒業者台帳 附属高等学校長 2020/4/1 永久 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎

2019年度 附属学校課 服務 令和元年度出勤簿 附属高等学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2019年度 附属学校課 服務 令和元年度休暇簿 附属高等学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄
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2019年度 附属学校課 服務 令和元年度勤務時間関係 附属高等学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2019年度 附属学校課 その他 令和元年度ＳＧＨ関係 附属高等学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 令和元年度旅行命令簿 附属高等学校長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 令和元年度旅行命令簿（ＳＧＨ） 附属高等学校長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 平成30年度旅行命令簿・謝金関係 附属高等学校長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 池中事務室 附属高等学校長 附属池田地区事務係 廃棄

2018年度 附属学校課 その他 平成30年度債務計上票 附属高等学校長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 池中事務室 附属高等学校長 附属池田地区事務係 廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 平成30年度預り金・日本スポーツ振興センター給付金 附属高等学校長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 池中事務室 附属高等学校長 附属池田地区事務係 廃棄

2018年度 附属学校課 保健衛生 平成３０年度日本スポーツ振興センター 附属高等学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 池田校舎１階保健室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2018年度 附属学校課 保健衛生 平成３０年度健康診断票 附属高等学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 池田校舎１階保健室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2018年度 附属学校課 生徒指導 平成３０年度生徒指導記録 附属高等学校長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 池田校舎２階職員室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2018年度 附属学校課 その他 平成３０年度学校評価 附属高等学校長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 池田校舎２階職員室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2018年度 附属学校課 教務 平成３０年度成績簿 附属高等学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 池田校舎２階職員室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2018年度 附属学校課 教務 平成３０年度教育指導計画 附属高等学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 池田校舎２階職員室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2018年度 附属学校課 教育実習 平成３０年度教育実習成績簿 附属高等学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 池田校舎２階職員室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2018年度 附属学校課 学籍 平成３０年度卒業者台帳 附属高等学校長 2019/4/1 永久 紙 池田校舎２階職員室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎

2018年度 附属学校課 学籍 平成３０年度生徒異動届 附属高等学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 池田校舎１階事務室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2018年度 附属学校課 広報 平成３０年度学校要覧 附属高等学校長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 池田校舎１階校長室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2018年度 附属学校課 広報 ２０１８学校案内 附属高等学校長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 池田校舎１階校長室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2018年度 附属学校課 教務 平成３０年度出席簿 附属高等学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 池田校舎１階金庫室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2018年度 附属学校課 入学試験 平成３０年度入学試験 附属高等学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 池田校舎１階金庫室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2018年度 附属学校課 指導要録 平成３０年度指導要録（学籍） 附属高等学校長 2021/4/1 20年 2041/3/31 紙 池田校舎１階金庫室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2018年度 附属学校課 生徒指導 平成３０年度指導要録（指導） 附属高等学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 池田校舎１階金庫室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2018年度 附属学校課 会議 平成３０年度運営委員会記録 附属高等学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 平野校舎2階職員室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2018年度 附属学校課 教務 平成３０年度学割発行台帳 附属高等学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 平野校舎2階職員室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2018年度 附属学校課 教務 平成３０年度卒業（見込み）・在学証明書発行台帳 附属高等学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 平野校舎2階職員室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2018年度 附属学校課 教育実習 平成３０年度卒業生実習 附属高等学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 平野校舎2階職員室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2018年度 附属学校課 保健衛生 平成３０年度学校保健記録簿 附属高等学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 平野校舎1階保健室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2018年度 附属学校課 保健衛生 平成３０年度健康診断綴 附属高等学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 平野校舎1階保健室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2018年度 附属学校課 入学試験 平成３０年度入試関係 附属高等学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31
電子媒体：
FD,CD,USBメ
モリ,SDカード

平野校舎2階職員室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2018年度 附属学校課 生徒指導 平成３０年度指導要録１（学籍） 附属高等学校長 2021/4/1 20年 2041/3/31 紙 平野校舎2階職員室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄
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2018年度 附属学校課 指導要録 平成３０年度指導要録２（指導記録） 附属高等学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 平野校舎2階職員室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2018年度 附属学校課 教務 平成３０年度成績一覧 附属高等学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 平野校舎2階職員室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2018年度 附属学校課 生徒指導 平成３０年度生徒指導記録 附属高等学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 平野校舎2階職員室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2018年度 附属学校課 生徒指導 平成３０年度誓約書・保証書 附属高等学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 平野校舎2階職員室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2018年度 附属学校課 入学試験 平成３０年度入学料・授業料関係 附属高等学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2018年度 附属学校課 その他 平成３０年度予算関係 附属高等学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 平成３０年度謝金支払計画書 附属高等学校長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2018年度 附属学校課 調査 平成３０年度学校基本調査関係 附属高等学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2018年度 附属学校課 災害共済給付 平成３０年度災害共済給付金出納計算書 附属高等学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2018年度 附属学校課 服務 平成３０年度勤務割振票 附属高等学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2018年度 附属学校課 服務 平成３０年度特殊勤務命令簿 附属高等学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2018年度 附属学校課 保健衛生 平成３０年度校医執務関係 附属高等学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 平成３０年度預り金報告書 附属高等学校長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 平成３０年度預り金領収書 附属高等学校長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2018年度 附属学校課 服務 平成３０年度非常勤講師関係 附属高等学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 平成３０年度債権発生等管理簿 附属高等学校長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 平成３０年度債務計上票 附属高等学校長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 平成３０年度債務計上票（ＳＧＨ） 附属高等学校長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2018年度 附属学校課 行事・儀式 平成３０年度評議員関係 附属高等学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2018年度 附属学校課 会議 平成３０年度正副校園長会議 附属高等学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2018年度 附属学校課 会議 平成３０年度附属学校課係長会議 附属高等学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2018年度 附属学校課 その他 平成３０年度高等学校等就学支援金申請書（１年生４月） 附属高等学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2018年度 附属学校課 その他 平成３０年度高等学校等就学支援金申請書（１年生） 附属高等学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2018年度 附属学校課 その他 平成３０年度高等学校等就学支援金申請書（２年生） 附属高等学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2018年度 附属学校課 教務 平成３０年度出席簿 附属高等学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2018年度 附属学校課 学籍 平成３０年度卒業者台帳 附属高等学校長 2019/4/1 永久 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎

2018年度 附属学校課 服務 平成３０年度出勤簿 附属高等学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2018年度 附属学校課 服務 平成３０年度休暇簿 附属高等学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2018年度 附属学校課 服務 平成３０年度勤務時間関係 附属高等学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2018年度 附属学校課 その他 平成３０年度ＳＧＨ関係 附属高等学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄
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2018年度 附属学校課 会計伝票 平成３０年度旅行命令簿 附属高等学校長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 平成３０年度旅行命令簿（ＳＧＨ） 附属高等学校長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2017年度 附属学校課 保健衛生 平成２９年度日本スポーツ振興センター 附属高等学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 池田校舎１階保健室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2017年度 附属学校課 保健衛生 平成２９年度健康診断票 附属高等学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 池田校舎１階保健室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2017年度 附属学校課 生徒指導 平成２９年度生徒指導記録 附属高等学校長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 池田校舎２階職員室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2017年度 附属学校課 その他 平成２９年度学校評価 附属高等学校長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 池田校舎２階職員室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2017年度 附属学校課 教務 平成２９年度成績簿 附属高等学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 池田校舎２階職員室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2017年度 附属学校課 教務 平成２９年度教育指導計画 附属高等学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 池田校舎２階職員室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2017年度 附属学校課 教育実習 平成２９年度教育実習成績簿 附属高等学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 池田校舎２階職員室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2017年度 附属学校課 学籍 平成２９年度卒業者台帳 附属高等学校長 2018/4/1 永久 紙 池田校舎２階職員室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎

2017年度 附属学校課 学籍 平成２９年度生徒異動届 附属高等学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 池田校舎１階事務室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2017年度 附属学校課 広報 平成２９年度学校要覧 附属高等学校長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 池田校舎１階校長室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2017年度 附属学校課 広報 ２０１７学校案内 附属高等学校長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 池田校舎１階校長室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2017年度 附属学校課 教務 平成２９年度出席簿 附属高等学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 池田校舎１階金庫室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2017年度 附属学校課 入学試験 平成２９年度入学試験 附属高等学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 池田校舎１階金庫室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2017年度 附属学校課 指導要録 平成２９年度指導要録（学籍） 附属高等学校長 2020/4/1 20年 2040/3/31 紙 池田校舎１階金庫室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2017年度 附属学校課 生徒指導 平成２９年度指導要録（指導） 附属高等学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 池田校舎１階金庫室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 平成２９年度旅行命令簿・謝金関係 附属高等学校長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 池中事務室 附属高等学校長 附属池田地区事務係 廃棄

2017年度 附属学校課 その他 平成２９年度債務計上票 附属高等学校長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 池中事務室 附属高等学校長 附属池田地区事務係 廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 平成２９年度預り金・日本スポーツ振興センター給付金 附属高等学校長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 池中事務室 附属高等学校長 附属池田地区事務係 廃棄

2017年度 附属学校課 会議 平成２９年度運営委員会記録 附属高等学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 平野校舎2階職員室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2017年度 附属学校課 教務 平成２９年度学割発行台帳 附属高等学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 平野校舎2階職員室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2017年度 附属学校課 教務 平成２９年度卒業（見込み）・在学証明書発行台帳 附属高等学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 平野校舎2階職員室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2017年度 附属学校課 教育実習 平成２９年度卒業生実習 附属高等学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 平野校舎2階職員室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2017年度 附属学校課 保健衛生 平成２９年度学校保健記録簿 附属高等学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 平野校舎1階保健室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2017年度 附属学校課 保健衛生 平成２９年度健康診断綴 附属高等学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 平野校舎1階保健室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2017年度 附属学校課 入学試験 平成２９年度入試関係 附属高等学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31
電子媒体：
FD,CD,USBメ
モリ,SDカード

平野校舎2階職員室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2017年度 附属学校課 生徒指導 平成２９年度指導要録１（学籍） 附属高等学校長 2020/4/1 20年 2040/3/31 紙 平野校舎2階職員室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2017年度 附属学校課 指導要録 平成２９年度指導要録２（指導記録） 附属高等学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 平野校舎2階職員室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2017年度 附属学校課 教務 平成２９年度成績一覧 附属高等学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 平野校舎2階職員室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄
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2017年度 附属学校課 生徒指導 平成２９年度生徒指導記録 附属高等学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 平野校舎2階職員室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2017年度 附属学校課 生徒指導 平成２９年度誓約書・保証書 附属高等学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 平野校舎2階職員室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2017年度 附属学校課 入学試験 平成２９年度入学料・授業料関係 附属高等学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2017年度 附属学校課 その他 平成２９年度予算関係 附属高等学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 平成２９年度謝金支払計画書 附属高等学校長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2017年度 附属学校課 調査 平成２９年度学校基本調査関係 附属高等学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2017年度 附属学校課 災害共済給付 平成２９年度災害共済給付金出納計算書 附属高等学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2017年度 附属学校課 服務 平成２９年度勤務割振票 附属高等学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2017年度 附属学校課 服務 平成２９年度特殊勤務命令簿 附属高等学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2017年度 附属学校課 保健衛生 平成２９年度校医執務関係 附属高等学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 平成２９年度預り金報告書 附属高等学校長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 平成２９年度預り金領収書 附属高等学校長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2017年度 附属学校課 服務 平成２９年度非常勤講師関係 附属高等学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 平成２９年度債権発生等管理簿 附属高等学校長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 平成２９年度債務計上票 附属高等学校長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 平成２９年度債務計上票（ＳＧＨ） 附属高等学校長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2017年度 附属学校課 行事・儀式 平成２９年度評議員関係 附属高等学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2017年度 附属学校課 会議 平成２９年度正副校園長会議 附属高等学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2017年度 附属学校課 会議 平成２９年度附属学校課係長会議 附属高等学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2017年度 附属学校課 その他 平成２９年度高等学校等就学支援金申請書（１年生４月） 附属高等学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2017年度 附属学校課 その他 平成２９年度高等学校等就学支援金申請書（１年生） 附属高等学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2017年度 附属学校課 その他 平成２９年度高等学校等就学支援金申請書（２年生） 附属高等学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2017年度 附属学校課 教務 平成２９年度出席簿 附属高等学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2017年度 附属学校課 学籍 平成２９年度卒業者台帳 附属高等学校長 2018/4/1 永久 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎

2017年度 附属学校課 服務 平成２９年度出勤簿 附属高等学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2017年度 附属学校課 服務 平成２９年度休暇簿 附属高等学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2017年度 附属学校課 服務 平成２９年度勤務時間関係 附属高等学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2017年度 附属学校課 その他 平成２９年度ＳＧＨ関係 附属高等学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 平成２９年度旅行命令簿 附属高等学校長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 平成２９年度旅行命令簿（ＳＧＨ） 附属高等学校長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄
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2016年度 附属学校課 広報 平成２８年度学校要覧 附属高等学校長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 池田校舎１階校長室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2016年度 附属学校課 広報 ２０１６学校案内 附属高等学校長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 池田校舎１階校長室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2016年度 附属学校課 生徒指導 平成２８年度生徒指導記録 附属高等学校長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 池田校舎２階職員室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2016年度 附属学校課 その他 平成２８年度学校評価 附属高等学校長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 池田校舎２階職員室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2016年度 附属学校課 学籍 平成２８年度卒業者台帳 附属高等学校長 2017/4/1 永久 紙 池田校舎２階職員室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎

2016年度 附属学校課 指導要録 平成２８年度指導要録（学籍） 附属高等学校長 2019/4/1 20年 2039/3/31 紙 池田校舎１階金庫室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2016年度 附属学校課 生徒指導 平成２８年度指導要録（指導） 附属高等学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 池田校舎１階金庫室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2016年度 附属学校課 会計伝票 平成２８年度旅行命令簿・謝金関係 附属高等学校長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 池中事務室 附属高等学校長 附属池田地区事務係 廃棄

2016年度 附属学校課 その他 平成２８年度債務計上票 附属高等学校長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 池中事務室 附属高等学校長 附属池田地区事務係 廃棄

2016年度 附属学校課 会計伝票 平成２８年度預り金・日本スポーツ振興センター給付金 附属高等学校長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 池中事務室 附属高等学校長 附属池田地区事務係 廃棄

2016年度 附属学校課 生徒指導 平成２８年度指導要録１（学籍） 附属高等学校長 2019/4/1 20年 2039/3/31 紙 平野校舎2階職員室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2016年度 附属学校課 指導要録 平成２８年度指導要録２（指導記録） 附属高等学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 平野校舎2階職員室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2016年度 附属学校課 会計伝票 平成２８年度謝金支払計画書 附属高等学校長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2016年度 附属学校課 会計伝票 平成２８年度預り金報告書 附属高等学校長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2016年度 附属学校課 会計伝票 平成２８年度預り金領収書 附属高等学校長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2016年度 附属学校課 会計伝票 平成２８年度債権発生等管理簿 附属高等学校長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2016年度 附属学校課 会計伝票 平成２８年度債務計上票 附属高等学校長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2016年度 附属学校課 会計伝票 平成２８年度債務計上票（ＳＧＨ） 附属高等学校長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2016年度 附属学校課 学籍 平成２８年度卒業者台帳 附属高等学校長 2017/4/1 永久 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎

2016年度 附属学校課 会計伝票 平成２８年度旅行命令簿 附属高等学校長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2016年度 附属学校課 会計伝票 平成２８年度旅行命令簿（ＳＧＨ） 附属高等学校長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2015年度 附属学校課 広報 平成２７年度学校要覧 附属高等学校長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 池田校舎１階校長室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2015年度 附属学校課 広報 ２０１５学校案内 附属高等学校長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 池田校舎１階校長室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2015年度 附属学校課 生徒指導 平成２７年度生徒指導記録 附属高等学校長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 池田校舎２階職員室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2015年度 附属学校課 その他 平成２７年度学校評価 附属高等学校長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 池田校舎２階職員室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2015年度 附属学校課 学籍 平成２７年度卒業者台帳 附属高等学校長 2016/4/1 永久 紙 池田校舎２階職員室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎

2015年度 附属学校課 会計伝票 平成２７年度旅行命令簿 附属高等学校長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 池田校舎１階事務室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2015年度 附属学校課 会計伝票 平成２７年度債務計上票（４月～７月） 附属高等学校長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 池田校舎１階事務室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2015年度 附属学校課 会計伝票 平成２７年度債務計上票（８月～１１月） 附属高等学校長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 池田校舎１階事務室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2015年度 附属学校課 会計伝票 平成２７年度債務計上票（１２月～３月） 附属高等学校長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 池田校舎１階事務室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄
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2015年度 附属学校課 会計伝票 平成２７年度授業料債権 附属高等学校長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 池田校舎１階事務室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2015年度 附属学校課 会計伝票 平成２７年度諸謝金 附属高等学校長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 池田校舎１階事務室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2015年度 附属学校課 会計伝票 平成２７年度預り金報告書 附属高等学校長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 池田校舎１階事務室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2015年度 附属学校課 会計伝票 平成２７年度預り金領収書 附属高等学校長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 池田校舎１階事務室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2015年度 附属学校課 生徒指導 平成２７年度指導要録１（学籍） 附属高等学校長 2018/4/1 20年 2038/3/31 紙 平野校舎2階職員室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2015年度 附属学校課 指導要録 平成２７年度指導要録２（指導記録） 附属高等学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 平野校舎2階職員室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2015年度 附属学校課 会計伝票 平成２７年度謝金支払計画書 附属高等学校長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2015年度 附属学校課 会計伝票 平成２７年度預り金報告書 附属高等学校長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2015年度 附属学校課 会計伝票 平成２７年度預り金領収書 附属高等学校長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2015年度 附属学校課 会計伝票 平成２７年度債権発生等管理簿 附属高等学校長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2015年度 附属学校課 会計伝票 平成２７年度債務計上票 附属高等学校長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2015年度 附属学校課 会計伝票 平成２７年度債務計上票（ＳＧＨ） 附属高等学校長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2015年度 附属学校課 学籍 平成２７年度卒業者台帳 附属高等学校長 2016/4/1 永久 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎

2015年度 附属学校課 会計伝票 平成２７年度旅行命令簿 附属高等学校長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2015年度 附属学校課 会計伝票 平成２７年度旅行命令簿（ＳＧＨ） 附属高等学校長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2014年度 附属学校課 生徒指導 第５９期生生徒指導要録（１） 附属高等学校長 2017/4/1 20年 2037/3/31 紙 ２階高教員室 附属高等学校長 附属高等学校天王寺校舎 廃棄

2014年度 附属学校課 学籍 卒業者台帳 附属高等学校長 2015/4/1 永久 紙 １階事務室 附属高等学校長 附属高等学校天王寺校舎

2014年度 附属学校課 広報 平成２６年度学校要覧 附属高等学校長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 池田校舎１階校長室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2014年度 附属学校課 広報 ２０１４学校案内 附属高等学校長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 池田校舎１階校長室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2014年度 附属学校課 生徒指導 平成２６年度指導要録（学籍） 附属高等学校長 2017/4/1 20年 2037/3/31 紙 池田校舎１階金庫室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2014年度 附属学校課 生徒指導 平成２６年度生徒指導記録 附属高等学校長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 池田校舎２階職員室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2014年度 附属学校課 その他 平成２６年度学校評価 附属高等学校長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 池田校舎２階職員室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2014年度 附属学校課 学籍 平成２６年度卒業者台帳 附属高等学校長 2015/4/1 永久 紙 池田校舎２階職員室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎

2014年度 附属学校課 会計伝票 平成２６年度旅行命令簿 附属高等学校長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 池田校舎１階事務室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2014年度 附属学校課 会計伝票 平成２６年度債務計上票（４月～７月） 附属高等学校長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 池田校舎１階事務室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2014年度 附属学校課 会計伝票 平成２６年度債務計上票（８月～１１月） 附属高等学校長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 池田校舎１階事務室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2014年度 附属学校課 会計伝票 平成２６年度債務計上票（１２月～３月） 附属高等学校長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 池田校舎１階事務室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2014年度 附属学校課 会計伝票 平成２６年度授業料債権 附属高等学校長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 池田校舎１階事務室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2014年度 附属学校課 会計伝票 平成２６年度諸謝金 附属高等学校長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 池田校舎１階事務室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2014年度 附属学校課 会計伝票 平成２６年度預り金報告書 附属高等学校長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 池田校舎１階事務室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄
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2014年度 附属学校課 会計伝票 平成２６年度預り金領収書 附属高等学校長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 池田校舎１階事務室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2014年度 附属学校課 生徒指導 平成２６年度指導要録１（学籍） 附属高等学校長 2017/4/1 20年 2037/3/31 紙 平野校舎2階職員室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2014年度 附属学校課 会計伝票 平成２６年度謝金支払計画書 附属高等学校長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2014年度 附属学校課 会計伝票 平成２６年度預り金報告書 附属高等学校長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2014年度 附属学校課 会計伝票 平成２６年度債権発生等管理簿 附属高等学校長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2014年度 附属学校課 会計伝票 平成２６年度債務計上票 附属高等学校長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2014年度 附属学校課 学籍 平成２６年度卒業者台帳 附属高等学校長 2015/4/1 永久 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎

2014年度 附属学校課 会計伝票 平成２６年度預り金領収書等 附属高等学校長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2014年度 附属学校課 会計伝票 平成２６年度旅行命令簿 附属高等学校長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2013年度 附属学校課 指導要録 第５８期生生徒指導要録（１） 附属高等学校長 2016/4/1 20年 2036/3/31 紙 ２階高教員室 附属高等学校長 附属高等学校天王寺校舎 廃棄

2013年度 附属学校課 学籍 卒業者台帳 附属高等学校長 2014/4/1 永久 紙 １階事務室 附属高等学校長 附属高等学校天王寺校舎

2013年度 附属学校課 広報 平成２５年度学校要覧 附属高等学校長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 池田校舎２階校長室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2013年度 附属学校課 広報 ２０１３学校案内 附属高等学校長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 池田校舎１階校長室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2013年度 附属学校課 指導要録 平成２５年度指導要録（学籍） 附属高等学校長 2016/4/1 20年 2036/3/31 紙 池田校舎１階金庫室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2013年度 附属学校課 生徒指導 平成２５年度生徒指導記録 附属高等学校長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 池田校舎２階職員室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2013年度 附属学校課 その他 平成２５年度学校評価 附属高等学校長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 池田校舎２階職員室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2013年度 附属学校課 学籍 平成２５年度卒業者台帳 附属高等学校長 2014/4/1 永久 紙 池田校舎２階職員室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎

2013年度 附属学校課 指導要録 平成２４年度指導要録１（学籍） 附属高等学校長 2016/4/1 20年 2036/3/31 紙 平野校舎2階職員室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2013年度 附属学校課 広報 平成２５年度学校要覧 附属高等学校長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 平野校舎2階職員室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2013年度 附属学校課 学籍 平成２５年度卒業者台帳 附属高等学校長 2014/4/1 永久 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎

2013年度 附属学校課 指導要録 平成２７年度指導要録（学籍） 附属高等学校長 2018/4/1 20年 2038/3/31 紙 池田校舎１階金庫室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2013年度 附属学校課 指導要録 平成２７年度指導要録（指導） 附属高等学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 池田校舎１階金庫室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2012年度 附属学校課 指導要録 第５７期生生徒指導要録（１） 附属高等学校長 2015/4/1 20年 2035/3/31 紙 ２階高教員室 附属高等学校長 附属高等学校天王寺校舎 廃棄

2012年度 附属学校課 学籍 卒業者台帳 附属高等学校長 2013/4/1 永久 紙 １階事務室 附属高等学校長 附属高等学校天王寺校舎

2012年度 附属学校課 広報 平成２４年度学校要覧 附属高等学校長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 池田校舎１階校長室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2012年度 附属学校課 広報 ２０１２学校案内 附属高等学校長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 池田校舎１階校長室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2012年度 附属学校課 指導要録 平成２４年度指導要録（学籍） 附属高等学校長 2015/4/1 20年 2035/3/31 紙 池田校舎１階金庫室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2012年度 附属学校課 生徒指導 平成２４年度生徒指導記録 附属高等学校長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 池田校舎１階職員室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2012年度 附属学校課 その他 平成２４年度学校評価 附属高等学校長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 池田校舎１階職員室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2012年度 附属学校課 学籍 平成２４年度卒業者台帳 附属高等学校長 2013/4/1 永久 紙 池田校舎１階職員室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎
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2012年度 附属学校課 指導要録 平成２４年度指導要録１（学籍） 附属高等学校長 2015/4/1 20年 2035/3/31 紙 平野校舎2階書庫 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2012年度 附属学校課 広報 平成２４年度学校要覧 附属高等学校長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 平野校舎2階書庫 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2012年度 附属学校課 学籍 平成２４年度卒業者台帳 附属高等学校長 2013/4/1 永久 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎

2011年度 附属学校課 指導要録 第５６期生生徒指導要録（１） 附属高等学校長 2014/4/1 20年 2034/3/31 紙 ２階高教員室 附属高等学校長 附属高等学校天王寺校舎 廃棄

2011年度 附属学校課 学籍 卒業者台帳 附属高等学校長 2012/4/1 永久 紙 １階事務室 附属高等学校長 附属高等学校天王寺校舎

2011年度 附属学校課 指導要録 平成２３年度指導要録（学籍） 附属高等学校長 2014/4/1 20年 2034/3/31 紙 池田校舎１階金庫室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2011年度 附属学校課 学籍 平成２３年度卒業者台帳 附属高等学校長 2012/4/1 永久 紙 池田校舎１階職員室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎

2011年度 附属学校課 行事・儀式 創立４０周年関係 附属高等学校長 2012/4/1 20年 2032/3/31 紙 平野校舎2階書庫 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2011年度 附属学校課 指導要録 平成２３年度指導要録１（学籍） 附属高等学校長 2014/4/1 20年 2034/3/31 紙 平野校舎2階書庫 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2011年度 附属学校課 学籍 平成２３年度卒業者台帳 附属高等学校長 2012/4/1 永久 紙 平野校舎2階事務室 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎

2010年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録 平成２２年度指導要録その１（学籍） 附属高等学校長 2010/4/1 20年 2031/3/31 紙 平野校舎2階書庫 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2009年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録 平成２１年度指導要録その１（学籍） 附属高等学校長 2009/4/1 20年 2030/3/31 紙 平野校舎2階書庫 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2008年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録 平成２０年度指導要録その１（学籍） 附属高等学校長 2008/4/1 20年 2029/3/31 紙 平野校舎2階書庫 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2007年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録 平成１９年度指導要録その１（学籍） 附属高等学校長 2007/4/1 20年 2028/3/31 紙 平野校舎2階書庫 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2006年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録 平成１８年度指導要録その１（学籍） 附属高等学校長 2006/4/1 20年 2027/3/31 紙 平野校舎2階書庫 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2005年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録 平成１７年度指導要録その１（学籍） 附属高等学校長 2005/4/1 20年 2026/3/31 紙 平野校舎2階書庫 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2004年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録 平成１６年度指導要録その１（学籍） 附属高等学校長 2004/4/1 20年 2025/3/31 紙 平野校舎2階書庫 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2003年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録 平成１５年度指導要録その１（学籍） 附属高等学校長 2003/4/1 20年 2024/3/31 紙 平野校舎2階書庫 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2002年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録 平成１４年度指導要録その１（学籍） 附属高等学校長 2002/4/1 20年 2025/3/31 紙 平野校舎2階書庫 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2001年度 学術部附属学校課 儀式・行事 創立３０周年関係 附属高等学校長 2001/4/1 永久 紙 平野校舎2階書庫 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎

2001年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録 平成１３年度指導要録その１（学籍） 附属高等学校長 2001/4/1 20年 2024/3/31 紙 平野校舎2階書庫 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

2000年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録 平成１２年度指導要録その１（学籍） 附属高等学校長 2000/4/1 20年 2023/3/31 紙 平野校舎2階書庫 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎 廃棄

1991年度 学術部附属学校課 儀式・行事 創立２０周年関係 附属高等学校長 1991/4/1 永久 紙 平野校舎2階書庫 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎

1982年度 学術部附属学校課 儀式・行事 創立１０周年関係 附属高等学校長 1982/4/1 永久 紙 平野校舎2階書庫 附属高等学校長 附属高等学校平野校舎

2021年度 附属学校課 保健衛生 令和3年度プール管理日誌 附属高等学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 プール管理室 附属高等学校長 附属高等学校天王寺校舎 廃棄

2021年度 附属学校課 服務 令和3年度勤務割振表（高） 附属高等学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階事務室 附属高等学校長 附属高等学校天王寺校舎 廃棄

2021年度 附属学校課 教務 令和3年度在学証明書発行台帳高等学校 附属高等学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階事務室 附属高等学校長 附属高等学校天王寺校舎 廃棄

2021年度 附属学校課 教務 令和3年度卒業証明書発行台帳高等学校 附属高等学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階事務室 附属高等学校長 附属高等学校天王寺校舎 廃棄

2021年度 附属学校課 教務 令和3年度学割発行台帳高等学校 附属高等学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階事務室 附属高等学校長 附属高等学校天王寺校舎 廃棄

2021年度 附属学校課 教育実習 令和3年度教養学科実習 附属高等学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 2階高職員室 附属高等学校長 附属高等学校天王寺校舎 廃棄
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2021年度 附属学校課 保健衛生 令和3年度健康診断綴（高） 附属高等学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階保健室 附属高等学校長 附属高等学校天王寺校舎 廃棄

2021年度 附属学校課 入学試験 令和3年度一般入試 附属高等学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙
1階会議室

附属高等学校長 附属高等学校天王寺校舎 廃棄

2021年度 附属学校課 入学試験 令和3年度連絡入試 附属高等学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 1階会議室 附属高等学校長 附属高等学校天王寺校舎 廃棄

2021年度 附属学校課 教務 令和3年度第６４期生出席簿 附属高等学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 ４階分掌格納庫 附属高等学校長 附属高等学校天王寺校舎 廃棄

2021年度 附属学校課 教務 令和3年度第６５期生出席簿 附属高等学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 ４階分掌格納庫 附属高等学校長 附属高等学校天王寺校舎 廃棄

2021年度 附属学校課 教務 令和3年度第６６期生出席簿 附属高等学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 ４階分掌格納庫 附属高等学校長 附属高等学校天王寺校舎 廃棄

2021年度 附属学校課 服務
令和3年度特殊勤務手当（クラブ活動及び対外試合）（高）
（写）

附属高等学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階事務室 附属高等学校長 附属高等学校天王寺校舎 廃棄

2021年度 附属学校課 学籍 令和3年度卒業者台帳 附属高等学校長 2022/4/1 永久 紙 １階事務室 附属高等学校長 附属高等学校天王寺校舎

2021年度 附属学校課 職員会議 令和3年度職員会議録 附属高等学校長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 ２階高教員室 附属高等学校長 附属高等学校天王寺校舎 廃棄

2021年度 附属学校課 生徒指導 第６６期生生徒指導要録（１） 附属高等学校長 2024/4/1 20年 2044/3/31 紙 ２階高教員室 附属高等学校長 附属高等学校天王寺校舎 廃棄

2021年度 附属学校課 指導要録 第６６期生生徒指導要録（２） 附属高等学校長 2024/4/1 5年 2029/3/31 紙 ２階高教員室 附属高等学校長 附属高等学校天王寺校舎 廃棄

2021年度 附属学校課 学籍 令和3年度生徒異動届 附属高等学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 池田校舎１階事務室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2021年度 附属学校課 学籍 令和3年度卒業者台帳 附属高等学校長 2022/4/1 永久 紙 池田校舎２階職員室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎

2021年度 附属学校課 教育実習 令和3年度教育実習成績簿 附属高等学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 池田校舎２階職員室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2021年度 附属学校課 教務 令和3年度出席簿 附属高等学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 池田校舎１階金庫室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2021年度 附属学校課 教務 令和3年度成績一覧 附属高等学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 池田校舎２階職員室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2021年度 附属学校課 教務 令和3年度教育指導計画 附属高等学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 池田校舎２階職員室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2021年度 附属学校課 教務 令和3年度卒業（見込）・在学証明書発行台帳 附属高等学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 池田校舎１階事務室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2021年度 附属学校課 教務 令和3年度成績証明書等発行台帳 附属高等学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 池田校舎１階事務室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2021年度 附属学校課 研究会等 令和3年度研究紀要 附属高等学校長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 池田校舎１階校長室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2021年度 附属学校課 総務 令和3年度学校要覧 附属高等学校長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 池田校舎１階校長室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2021年度 附属学校課 広報 2021学校案内 附属高等学校長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 池田校舎１階校長室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2021年度 附属学校課 指導要録 令和3年度指導要録（学籍） 附属高等学校長 2024/4/1 20年 2044/3/31 紙 池田校舎１階金庫室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2021年度 附属学校課 指導要録 令和3年度指導要録（指導） 附属高等学校長 2024/4/1 5年 2029/3/31 紙 池田校舎１階金庫室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2021年度 附属学校課 職員会議 令和3年度職員会議録 附属高等学校長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙・電子媒体
池田校舎１階校長室・Google共有ドライ
ブ内

附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2021年度 附属学校課 進路 令和3年度進路指導資料 附属高等学校長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 池田校舎１階進路指導室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2021年度 附属学校課 生徒指導 令和3年度生徒指導記録 附属高等学校長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 池田校舎２階職員室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2021年度 附属学校課 入学試験 令和3年度入学試験 附属高等学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 池田校舎１階金庫室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2021年度 附属学校課 服務 令和3年度出勤簿 附属高等学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 池田校舎１階事務室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2021年度 附属学校課 服務 令和3年度休暇簿 附属高等学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 池田校舎１階事務室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄
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2021年度 附属学校課 服務 令和3年度勤務時間関係 附属高等学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 池田校舎１階事務室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2021年度 附属学校課 保健衛生 令和3年度日本スポーツ振興センター 附属高等学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 池田校舎１階保健室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2021年度 附属学校課 保健衛生 令和3年度健康診断票 附属高等学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 池田校舎１階保健室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2021年度 附属学校課 その他 令和3年度学校評価 附属高等学校長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 池田校舎２階職員室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2021年度 附属学校課 コロナ対応 令和3年度新型コロナ感染症対策関連文書 附属高等学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙・電子媒体
池田校舎２階職員室・1階応接室，副校
長HDD

附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 移管

2020年度 附属学校課 学籍 令和２年度生徒異動届 附属高等学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 池田校舎１階事務室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2020年度 附属学校課 学籍 令和２年度卒業者台帳 附属高等学校長 2021/4/1 永久 紙 池田校舎２階職員室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎

2020年度 附属学校課 教育実習 令和２年度教育実習成績簿 附属高等学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 池田校舎２階職員室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2020年度 附属学校課 教務 令和２年度出席簿 附属高等学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 池田校舎１階金庫室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2020年度 附属学校課 教務 令和２年度成績一覧 附属高等学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 池田校舎２階職員室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2020年度 附属学校課 教務 令和２年度教育指導計画 附属高等学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 池田校舎２階職員室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2020年度 附属学校課 教務 令和２年度卒業（見込）・在学証明書発行台帳 附属高等学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 池田校舎１階事務室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2020年度 附属学校課 教務 令和２年度成績証明書等発行台帳 附属高等学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 池田校舎１階事務室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2020年度 附属学校課 研究会等 令和２年度研究紀要 附属高等学校長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 池田校舎１階校長室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2020年度 附属学校課 総務 令和２年度学校要覧 附属高等学校長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 池田校舎１階校長室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2020年度 附属学校課 広報 ２０２０学校案内 附属高等学校長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 池田校舎１階校長室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2020年度 附属学校課 指導要録 令和２年度指導要録（学籍） 附属高等学校長 2023/4/1 20年 2043/3/31 紙 池田校舎１階金庫室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2020年度 附属学校課 指導要録 令和２年度指導要録（指導） 附属高等学校長 2023/4/1 5年 2028/3/31 紙 池田校舎１階金庫室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2020年度 附属学校課 職員会議 令和２年度職員会議録 附属高等学校長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙・電子媒体
池田校舎１階校長室　Google共有ドライ
ブ内

附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2020年度 附属学校課 進路 令和２年度進路指導資料 附属高等学校長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 池田校舎１階進路指導室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2020年度 附属学校課 生徒指導 令和２年度生徒指導記録 附属高等学校長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 池田校舎２階職員室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2020年度 附属学校課 入学試験 令和２年度入学試験 附属高等学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 池田校舎１階金庫室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2020年度 附属学校課 服務 令和２年度出勤簿 附属高等学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 池田校舎１階事務室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2020年度 附属学校課 服務 令和２年度休暇簿 附属高等学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 池田校舎１階事務室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2020年度 附属学校課 服務 令和２年度勤務時間関係 附属高等学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 池田校舎１階事務室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2020年度 附属学校課 保健衛生 令和２年度日本スポーツ振興センター 附属高等学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 池田校舎１階保健室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2020年度 附属学校課 保健衛生 令和２年度健康診断票 附属高等学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 池田校舎１階保健室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2020年度 附属学校課 その他 令和２年度学校評価 附属高等学校長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 池田校舎２階職員室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2020年度 附属学校課 コロナ対応 令和２年度新型コロナ感染症対策関連文書 附属高等学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙・電子媒体
池田校舎２階職員室，1階応接室，副校
長HDD

附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 移管

2020年度 附属学校課 保健衛生 令和2年度プール管理日誌 附属高等学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 プール管理室 附属高等学校長 附属高等学校天王寺校舎 廃棄
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2020年度 附属学校課 服務 令和2年度勤務割振表（高） 附属高等学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階事務室 附属高等学校長 附属高等学校天王寺校舎 廃棄

2020年度 附属学校課 教務 令和2年度在学証明書発行台帳高等学校 附属高等学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階事務室 附属高等学校長 附属高等学校天王寺校舎 廃棄

2020年度 附属学校課 教務 令和2年度卒業証明書発行台帳高等学校 附属高等学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階事務室 附属高等学校長 附属高等学校天王寺校舎 廃棄

2020年度 附属学校課 教務 令和2年度学割発行台帳高等学校 附属高等学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階事務室 附属高等学校長 附属高等学校天王寺校舎 廃棄

2020年度 附属学校課 教育実習 令和2年度教養学科実習 附属高等学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 ４階教育実習資料室 附属高等学校長 附属高等学校天王寺校舎 廃棄

2020年度 附属学校課 保健衛生 令和2年度健康診断綴（高） 附属高等学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階保健室 附属高等学校長 附属高等学校天王寺校舎 廃棄

2020年度 附属学校課 教科書 令和2年度教科書関係 附属高等学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 ２階高教員室 附属高等学校長 附属高等学校天王寺校舎 廃棄

2020年度 附属学校課 入学試験 令和2年度一般入試 附属高等学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙
1階会議室

附属高等学校長 附属高等学校天王寺校舎 廃棄

2020年度 附属学校課 入学試験 令和2年度連絡入試 附属高等学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 1階会議室 附属高等学校長 附属高等学校天王寺校舎 廃棄

2020年度 附属学校課 災害共済給付 令和2年度預り金帳簿日本スポーツ振興センター（高） 附属高等学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階事務室 附属高等学校長 附属高等学校天王寺校舎 廃棄

2020年度 附属学校課 教務 令和2年度第６５期生出席簿 附属高等学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 ４階分掌格納庫 附属高等学校長 附属高等学校天王寺校舎 廃棄

2020年度 附属学校課 教務 令和2年度第６４期生出席簿 附属高等学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 ４階分掌格納庫 附属高等学校長 附属高等学校天王寺校舎 廃棄

2020年度 附属学校課 教務 令和2年度第６３期生出席簿 附属高等学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 ４階分掌格納庫 附属高等学校長 附属高等学校天王寺校舎 廃棄

2020年度 附属学校課 服務
令和2年度特殊勤務手当（クラブ活動及び対外試合）（高）
（写）

附属高等学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階事務室 附属高等学校長 附属高等学校天王寺校舎 廃棄

2020年度 附属学校課 学籍 令和2年度卒業者台帳 附属高等学校長 2021/4/1 永久 紙 １階事務室 附属高等学校長 附属高等学校天王寺校舎

2020年度 附属学校課 職員会議 令和2年度職員会議録 附属高等学校長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 ２階高教員室 附属高等学校長 附属高等学校天王寺校舎 廃棄

2020年度 附属学校課 生徒指導 第６５期生生徒指導要録（１） 附属高等学校長 2023/4/1 20年 2043/3/31 紙 ２階高教員室 附属高等学校長 附属高等学校天王寺校舎 廃棄

2020年度 附属学校課 指導要録 第６５期生生徒指導要録（２） 附属高等学校長 2023/4/1 5年 2028/3/31 紙 ２階高教員室 附属高等学校長 附属高等学校天王寺校舎 廃棄

2019年度 附属学校課 教務 平成３１年度卒業（見込）・在学証明書発行台帳 附属高等学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 池田校舎１階事務室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2019年度 附属学校課 教務 平成３１年度成績証明書等発行台帳 附属高等学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 池田校舎１階事務室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2019年度 附属学校課 服務 平成３１年度出勤簿 附属高等学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 池田校舎１階事務室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2019年度 附属学校課 服務 平成３１年度休暇簿 附属高等学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 池田校舎１階事務室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2019年度 附属学校課 服務 平成３１年度勤務時間関係 附属高等学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 池田校舎１階事務室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2019年度 附属学校課 教育実習 平成31年度教養学科実習 附属高等学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 ４階教育実習資料室 附属高等学校長 附属高等学校天王寺校舎 廃棄

2019年度 附属学校課 保健衛生 平成31年度健康診断綴（高） 附属高等学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階保健室 附属高等学校長 附属高等学校天王寺校舎 廃棄

2019年度 附属学校課 教科書 平成31年度教科書関係 附属高等学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 ２階高教員室 附属高等学校長 附属高等学校天王寺校舎 廃棄

2019年度 附属学校課 入学試験 令和元年度一般入試 附属高等学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 ２階高教員室 附属高等学校長 附属高等学校天王寺校舎 廃棄

2019年度 附属学校課 入学試験 令和元年度連絡入試 附属高等学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 ２階高教員室 附属高等学校長 附属高等学校天王寺校舎 廃棄

2019年度 附属学校課 教務 平成31年度第６４期生出席簿 附属高等学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 ４階分掌格納庫 附属高等学校長 附属高等学校天王寺校舎 廃棄

2019年度 附属学校課 教務 平成31年度第６３期生出席簿 附属高等学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 ４階分掌格納庫 附属高等学校長 附属高等学校天王寺校舎 廃棄
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2019年度 附属学校課 教務 平成31年度第６２期生出席簿 附属高等学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 ４階分掌格納庫 附属高等学校長 附属高等学校天王寺校舎 廃棄

2019年度 附属学校課 学籍 令和元年度卒業者台帳 附属高等学校長 2020/4/1 永久 紙 １階事務室 附属高等学校長 附属高等学校天王寺校舎

2019年度 附属学校課 職員会議 平成31年度職員会議録 附属高等学校長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 ２階高教員室 附属高等学校長 附属高等学校天王寺校舎 廃棄

2019年度 附属学校課 生徒指導 第６４期生生徒指導要録（１） 附属高等学校長 2022/4/1 20年 2042/3/31 紙 ２階高教員室 附属高等学校長 附属高等学校天王寺校舎 廃棄

2019年度 附属学校課 指導要録 第６４期生生徒指導要録（２） 附属高等学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 ２階高教員室 附属高等学校長 附属高等学校天王寺校舎 廃棄

2018年度 附属学校課 教育実習 平成３０年度教養学科実習 附属高等学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 ４階教育実習資料室 附属高等学校長 附属高等学校天王寺校舎 廃棄

2018年度 附属学校課 保健衛生 平成３０年度健康診断綴（高） 附属高等学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階保健室 附属高等学校長 附属高等学校天王寺校舎 廃棄

2018年度 附属学校課 保健衛生 平成３０年度学校保健日誌（高） 附属高等学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階保健室 附属高等学校長 附属高等学校天王寺校舎 廃棄

2018年度 附属学校課 教科書 平成３０年度教科書関係 附属高等学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 ２階高教員室 附属高等学校長 附属高等学校天王寺校舎 廃棄

2018年度 附属学校課 入学試験 平成３０年度一般入試 附属高等学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 ２階高教員室 附属高等学校長 附属高等学校天王寺校舎 廃棄

2018年度 附属学校課 入学試験 平成３０年度連絡入試 附属高等学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 ２階高教員室 附属高等学校長 附属高等学校天王寺校舎 廃棄

2018年度 附属学校課 生徒指導 第６３期生生徒指導要録（１） 附属高等学校長 2021/4/1 20年 2041/3/31 紙 ２階高教員室 附属高等学校長 附属高等学校天王寺校舎 廃棄

2018年度 附属学校課 指導要録 第６３期生生徒指導要録（２） 附属高等学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 ２階高教員室 附属高等学校長 附属高等学校天王寺校舎 廃棄

2018年度 附属学校課 教務 平成３０年度第６３期生出席簿 附属高等学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 ４階分掌格納庫 附属高等学校長 附属高等学校天王寺校舎 廃棄

2018年度 附属学校課 教務 平成３０年度第６２期生出席簿 附属高等学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 ４階分掌格納庫 附属高等学校長 附属高等学校天王寺校舎 廃棄

2018年度 附属学校課 教務 平成３０年度第６１期生出席簿 附属高等学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 ４階分掌格納庫 附属高等学校長 附属高等学校天王寺校舎 廃棄

2018年度 附属学校課 学籍 卒業者台帳 附属高等学校長 2019/4/1 永久 紙 １階事務室 附属高等学校長 附属高等学校天王寺校舎

2018年度 附属学校課 教務 平成３０年度卒業（見込）・在学証明書発行台帳 附属高等学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 池田校舎１階事務室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2018年度 附属学校課 教務 平成３０年度成績証明書等発行台帳 附属高等学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 池田校舎１階事務室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2018年度 附属学校課 服務 平成３０年度出勤簿 附属高等学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 池田校舎１階事務室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2018年度 附属学校課 服務 平成３０年度休暇簿 附属高等学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 池田校舎１階事務室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2018年度 附属学校課 服務 平成３０年度勤務時間関係 附属高等学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 池田校舎１階事務室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2017年度 附属学校課 教育実習 平成２９年度教養学科実習 附属高等学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 ４階教育実習資料室 附属高等学校長 附属高等学校天王寺校舎 廃棄

2017年度 附属学校課 保健衛生 平成２９年度健康診断綴（高） 附属高等学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階保健室 附属高等学校長 附属高等学校天王寺校舎 廃棄

2017年度 附属学校課 保健衛生 平成２９年度学校保健日誌（高） 附属高等学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階保健室 附属高等学校長 附属高等学校天王寺校舎 廃棄

2017年度 附属学校課 教科書 平成２９年度教科書関係 附属高等学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 ２階高教員室 附属高等学校長 附属高等学校天王寺校舎 廃棄

2017年度 附属学校課 入学試験 平成２９年度一般入試 附属高等学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 ２階高教員室 附属高等学校長 附属高等学校天王寺校舎 廃棄

2017年度 附属学校課 入学試験 平成２９年度連絡入試 附属高等学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 ２階高教員室 附属高等学校長 附属高等学校天王寺校舎 廃棄

2017年度 附属学校課 生徒指導 第６２期生生徒指導要録（１） 附属高等学校長 2020/4/1 20年 2040/3/31 紙 ２階高教員室 附属高等学校長 附属高等学校天王寺校舎 廃棄

2017年度 附属学校課 指導要録 第６２期生生徒指導要録（２） 附属高等学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 ２階高教員室 附属高等学校長 附属高等学校天王寺校舎 廃棄
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2017年度 附属学校課 教務 平成２９年度第６２期生出席簿 附属高等学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 ４階分掌格納庫 附属高等学校長 附属高等学校天王寺校舎 廃棄

2017年度 附属学校課 教務 平成２９年度第６１期生出席簿 附属高等学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 ４階分掌格納庫 附属高等学校長 附属高等学校天王寺校舎 廃棄

2017年度 附属学校課 教務 平成２９年度第６０期生出席簿 附属高等学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 ４階分掌格納庫 附属高等学校長 附属高等学校天王寺校舎 廃棄

2017年度 附属学校課 学籍 卒業者台帳 附属高等学校長 2018/4/1 永久 紙 １階事務室 附属高等学校長 附属高等学校天王寺校舎

2017年度 附属学校課 教務 平成２９年度卒業（見込）・在学証明書発行台帳 附属高等学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 池田校舎１階事務室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2017年度 附属学校課 教務 平成２９年度成績証明書等発行台帳 附属高等学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 池田校舎１階事務室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2017年度 附属学校課 服務 平成２９年度出勤簿 附属高等学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 池田校舎１階事務室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2017年度 附属学校課 服務 平成２９年度休暇簿 附属高等学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 池田校舎１階事務室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2017年度 附属学校課 服務 平成２９年度勤務時間関係 附属高等学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 池田校舎１階事務室 附属高等学校長 附属高等学校池田校舎 廃棄

2016年度 附属学校課 生徒指導 第６１期生生徒指導要録（１） 附属高等学校長 2019/4/1 20年 2039/3/31 紙 ２階高教員室 附属高等学校長 附属高等学校天王寺校舎 廃棄

2016年度 附属学校課 指導要録 第６１期生生徒指導要録（２） 附属高等学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 ２階高教員室 附属高等学校長 附属高等学校天王寺校舎 廃棄

2016年度 附属学校課 学籍 卒業者台帳 附属高等学校長 2017/4/1 永久 紙 １階事務室 附属高等学校長 附属高等学校天王寺校舎

2015年度 附属学校課 生徒指導 第６０期生生徒指導要録（１） 附属高等学校長 2018/4/1 20年 2038/3/31 紙 ２階高教員室 附属高等学校長 附属高等学校天王寺校舎 廃棄

2015年度 附属学校課 指導要録 第６０期生生徒指導要録（２） 附属高等学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 ２階高教員室 附属高等学校長 附属高等学校天王寺校舎 廃棄

2015年度 附属学校課 学籍 卒業者台帳 附属高等学校長 2016/4/1 永久 紙 １階事務室 附属高等学校長 附属高等学校天王寺校舎

2021年度 附属学校課 行事・儀式 令和３年度入園式 附属幼稚園長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2021年度 附属学校課 行事・儀式 令和３年度保育修了証書授与式 附属幼稚園長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2021年度 附属学校課 行事・儀式 令和３年度附属幼稚園行事関係 附属幼稚園長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2021年度 附属学校課 行事・儀式 令和３年度附属幼稚園年間行事予定表 附属幼稚園長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2021年度 附属学校課 行事・儀式 令和３年度附属幼稚園月別行事予定表 附属幼稚園長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2021年度 附属学校課 行事・儀式 令和３年度集い計画（子供の日・七夕・交通安全教室・防犯教室・虫歯予防） 附属幼稚園長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2021年度 附属学校課 行事・儀式 令和３年度園外保育 附属幼稚園長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2021年度 附属学校課 行事・儀式 令和３年度プール遊び 附属幼稚園長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2021年度 附属学校課 行事・儀式 令和３年度星空保育 附属幼稚園長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2021年度 附属学校課 行事・儀式 令和３年度運動会 附属幼稚園長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2021年度 附属学校課 行事・儀式 令和３年度子ども展覧会 附属幼稚園長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2021年度 附属学校課 行事・儀式 令和３年度生活発表会 附属幼稚園長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2021年度 附属学校課 行事・儀式 令和３年度通園友達と遊ぼう日 附属幼稚園長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2021年度 附属学校課 行事・儀式 令和３年度新入児保護者説明会 附属幼稚園長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2021年度 附属学校課 教務 令和３年度出席簿 附属幼稚園長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄
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2021年度 附属学校課 教務 令和３年度退園届、休園届 附属幼稚園長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2021年度 附属学校課 教務 令和３年度保育指導案（日案・週案等） 附属幼稚園長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2021年度 附属学校課 教務 令和３年度在園証明書発行 附属幼稚園長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2021年度 附属学校課 学籍 令和３年度保育証書台帳 附属幼稚園長 2022/4/1 永久 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園

2021年度 附属学校課 生徒指導 令和３年度学籍の記録（3歳児） 附属幼稚園長 2022/4/1 20年 2042/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2021年度 附属学校課 生徒指導 令和３年度学籍の記録（4歳児） 附属幼稚園長 2022/4/1 20年 2042/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2021年度 附属学校課 生徒指導 令和３年度学籍の記録（5歳児） 附属幼稚園長 2022/4/1 20年 2042/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2021年度 附属学校課 指導要録 令和３年度指導の記録（3歳児） 附属幼稚園長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2021年度 附属学校課 指導要録 令和３年度指導の記録（4歳児） 附属幼稚園長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2021年度 附属学校課 指導要録 令和３年度指導の記録（5歳児） 附属幼稚園長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2021年度 附属学校課 保健衛生 令和３年度保健日誌 附属幼稚園長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階保健室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2021年度 附属学校課 保健衛生 令和３年度水泳日誌 附属幼稚園長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2021年度 附属学校課 保健衛生 令和３年度保健（日案・週案等） 附属幼稚園長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階保健室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2021年度 附属学校課 保健衛生 令和３年度健康面個人調書 附属幼稚園長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2021年度 附属学校課 保健衛生 令和３年度幼児健康診断票 附属幼稚園長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階保健室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2021年度 附属学校課 保健衛生 令和３年度発育測定 附属幼稚園長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階保健室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2021年度 附属学校課 保健衛生 令和３年度ほけんだより 附属幼稚園長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 １階保健室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2021年度 附属学校課 学校安全 令和３年度避難訓練 附属幼稚園長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2021年度 附属学校課 入学試験 令和３年度入園選考関係 附属幼稚園長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2021年度 附属学校課 教育実習 令和３年度教育実習綴（基本・併修） 附属幼稚園長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2021年度 附属学校課 調査 令和３年度幼児実態調査 附属幼稚園長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2021年度 附属学校課 調査 令和３年度文字調べ 附属幼稚園長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2021年度 附属学校課 調査 令和３年度行動特性調査 附属幼稚園長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2021年度 附属学校課 調査 令和３年度学校基本調査 附属幼稚園長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2021年度 附属学校課 その他 令和３年度居住地届 附属幼稚園長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2021年度 附属学校課 その他 令和３年度家庭通知 附属幼稚園長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2021年度 附属学校課 その他 令和３年度あゆみ 附属幼稚園長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2021年度 附属学校課 その他 令和３年度大きくなったら 附属幼稚園長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2021年度 附属学校課 その他 令和３年度幼稚園要覧 附属幼稚園長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2021年度 附属学校課 その他 令和３年度幼稚園日誌 附属幼稚園長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

370/398



作成・取得
年度

大分類 中分類
法人文書ファイル名

（小分類）
作成・取得時の

文書管理者
保存期間
の起算日

保存期間
保存期間の
満了する日

媒体の種別 保存場所
現状の

文書管理者
保有担当
係等名称

保存期間が満
了したときの措

置

2021年度 附属学校課 その他 令和３年度学校評議員関係 附属幼稚園長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2021年度 附属学校課 その他 令和３年度情報教育関係 附属幼稚園長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2021年度 附属学校課 その他 令和３年度予算関係 附属幼稚園長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2021年度 附属学校課 服務 令和３年度勤務時間報告関係（写） 附属幼稚園長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2021年度 附属学校課 服務 令和３年度人事関係 附属幼稚園長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 令和３年度旅行命令簿 附属幼稚園長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 令和３年度謝金 附属幼稚園長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 令和３年度執行届 附属幼稚園長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 令和３年度立替経費精算書 附属幼稚園長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 令和３年度預り金報告関係 附属幼稚園長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 令和３年度切手受払簿 附属幼稚園長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 令和３年度日本スポーツ振興センター災害共済給付金 附属幼稚園長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2021年度 附属学校課 災害共済給付 令和３年度日本スポーツ振興センター関係文書 附属幼稚園長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2021年度 附属学校課 その他 令和３年度幼児無償化（大阪市） 附属幼稚園長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2021年度 附属学校課 その他 令和３年度幼児無償化（東大阪市・松原市） 附属幼稚園長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2021年度 附属学校課 その他 令和３年度幼児無償化（八尾市） 附属幼稚園長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2021年度 附属学校課 その他 令和３年度警備変更願（写） 附属幼稚園長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2021年度 附属学校課 その他 令和３年度固定資産関係 附属幼稚園長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2021年度 附属学校課 コロナ対応 令和３年度新型コロナウイルス感染症関係 附属幼稚園長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 移管

2021年度 附属学校課 コロナ対応 令和３年度新型コロナウイルス関係　文科省通知 附属幼稚園長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 移管

2020年度 附属学校課 行事・儀式 令和２年度入園式 附属幼稚園長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2020年度 附属学校課 行事・儀式 令和２年度保育修了証書授与式 附属幼稚園長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2020年度 附属学校課 行事・儀式 令和２年度附属幼稚園行事関係 附属幼稚園長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2020年度 附属学校課 行事・儀式 令和２年度附属幼稚園年間行事予定表 附属幼稚園長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2020年度 附属学校課 行事・儀式 令和２年度附属幼稚園月別行事予定表 附属幼稚園長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2020年度 附属学校課 行事・儀式 令和２年度集い計画（子供の日・七夕・交通安全教室・防犯教室・虫歯予防） 附属幼稚園長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2020年度 附属学校課 行事・儀式 令和２年度園外保育 附属幼稚園長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2020年度 附属学校課 行事・儀式 令和２年度星空保育 附属幼稚園長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2020年度 附属学校課 行事・儀式 令和２年度運動会 附属幼稚園長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2020年度 附属学校課 行事・儀式 令和２年度子ども展覧会 附属幼稚園長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

371/398



作成・取得
年度

大分類 中分類
法人文書ファイル名

（小分類）
作成・取得時の

文書管理者
保存期間
の起算日

保存期間
保存期間の
満了する日

媒体の種別 保存場所
現状の

文書管理者
保有担当
係等名称

保存期間が満
了したときの措

置

2020年度 附属学校課 行事・儀式 令和２年度生活発表会 附属幼稚園長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2020年度 附属学校課 行事・儀式 令和２年度通園友達と遊ぼう日 附属幼稚園長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2020年度 附属学校課 行事・儀式 令和２年度新入児保護者説明会 附属幼稚園長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2020年度 附属学校課 教務 令和２年度出席簿 附属幼稚園長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2020年度 附属学校課 教務 令和２年度退園届、休園届 附属幼稚園長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2020年度 附属学校課 教務 令和２年度保育指導案（日案・週案等） 附属幼稚園長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2020年度 附属学校課 教務 令和２年度在園証明書発行 附属幼稚園長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2020年度 附属学校課 学籍 令和２年度保育証書台帳 附属幼稚園長 2021/4/1 永久 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園

2020年度 附属学校課 生徒指導 令和２年度学籍の記録（3歳児） 附属幼稚園長 2021/4/1 20年 2041/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2020年度 附属学校課 生徒指導 令和２年度学籍の記録（4歳児） 附属幼稚園長 2021/4/1 20年 2041/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2020年度 附属学校課 生徒指導 令和２年度学籍の記録（5歳児） 附属幼稚園長 2021/4/1 20年 2041/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2020年度 附属学校課 指導要録 令和２年度指導の記録（3歳児） 附属幼稚園長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2020年度 附属学校課 指導要録 令和２年度指導の記録（4歳児） 附属幼稚園長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2020年度 附属学校課 指導要録 令和２年度指導の記録（5歳児） 附属幼稚園長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2020年度 附属学校課 保健衛生 令和２年度保健日誌 附属幼稚園長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階保健室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2020年度 附属学校課 保健衛生 令和２年度保健（日案・週案等） 附属幼稚園長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階保健室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2020年度 附属学校課 保健衛生 令和２年度健康面個人調書 附属幼稚園長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2020年度 附属学校課 保健衛生 令和２年度幼児健康診断票 附属幼稚園長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階保健室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2020年度 附属学校課 保健衛生 令和２年度発育測定 附属幼稚園長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階保健室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2020年度 附属学校課 保健衛生 令和２年度ほけんだより 附属幼稚園長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 １階保健室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2020年度 附属学校課 学校安全 令和２年度避難訓練 附属幼稚園長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2020年度 附属学校課 入学試験 令和２年度入園選考関係 附属幼稚園長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2020年度 附属学校課 教育実習 令和２年度教育実習綴（基本・併修） 附属幼稚園長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2020年度 附属学校課 調査 令和２年度幼児実態調査 附属幼稚園長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2020年度 附属学校課 調査 令和２年度文字調べ 附属幼稚園長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2020年度 附属学校課 調査 令和２年度行動特性調査 附属幼稚園長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2020年度 附属学校課 その他 令和２年度居住地届 附属幼稚園長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2020年度 附属学校課 その他 令和２年度家庭通知 附属幼稚園長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2020年度 附属学校課 その他 令和２年度あゆみ 附属幼稚園長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2020年度 附属学校課 その他 令和２年度大きくなったら 附属幼稚園長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄
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2020年度 附属学校課 その他 令和２年度幼稚園要覧 附属幼稚園長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2020年度 附属学校課 その他 令和２年度幼稚園日誌 附属幼稚園長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2020年度 附属学校課 その他 令和２年度学校評議員関係 附属幼稚園長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2020年度 附属学校課 その他 令和２年度情報教育関係 附属幼稚園長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 令和２年度謝金 附属幼稚園長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2020年度 附属学校課 コロナ対応 令和２年度新型コロナウイルス感染症関係 附属幼稚園長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 移管

2020年度 附属学校課 コロナ対応 令和２年度新型コロナウイルス関係　文科省通知 附属幼稚園長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 移管

2019年度 附属学校課 行事・儀式 令和元年度入園式 附属幼稚園長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2019年度 附属学校課 行事・儀式 令和元年度保育修了証書授与式 附属幼稚園長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2019年度 附属学校課 行事・儀式 令和元年度附属幼稚園行事関係 附属幼稚園長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2019年度 附属学校課 行事・儀式 令和元年度附属幼稚園年間行事予定表 附属幼稚園長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2019年度 附属学校課 行事・儀式 令和元年度附属幼稚園月別行事予定表 附属幼稚園長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2019年度 附属学校課 行事・儀式 令和元年度集い計画（子供の日・七夕・交通安全教室・防犯教室・虫歯予防） 附属幼稚園長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2019年度 附属学校課 行事・儀式 令和元年度園外保育 附属幼稚園長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2019年度 附属学校課 行事・儀式 令和元年度プール遊び 附属幼稚園長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2019年度 附属学校課 行事・儀式 令和元年度宿泊保育 附属幼稚園長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2019年度 附属学校課 行事・儀式 令和元年度運動会 附属幼稚園長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2019年度 附属学校課 行事・儀式 令和元年度子ども展覧会 附属幼稚園長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2019年度 附属学校課 行事・儀式 令和元年度生活発表会 附属幼稚園長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2019年度 附属学校課 行事・儀式 令和元年度通園友達と遊ぼう日 附属幼稚園長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2019年度 附属学校課 行事・儀式 令和元年度新入児保護者説明会 附属幼稚園長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2019年度 附属学校課 教務 令和元年度出席簿 附属幼稚園長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2019年度 附属学校課 教務 令和元年度退園届、休園届 附属幼稚園長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2019年度 附属学校課 教務 令和元年度保育指導案（日案・週案等） 附属幼稚園長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2019年度 附属学校課 教務 令和元年度在園証明書発行 附属幼稚園長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2019年度 附属学校課 学籍 令和元年度保育証書台帳 附属幼稚園長 2020/4/1 永久 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園

2019年度 附属学校課 生徒指導 令和元年度学籍の記録（3歳児） 附属幼稚園長 2020/4/1 20年 2040/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2019年度 附属学校課 生徒指導 令和元年度学籍の記録（4歳児） 附属幼稚園長 2020/4/1 20年 2040/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2019年度 附属学校課 生徒指導 令和元年度学籍の記録（5歳児） 附属幼稚園長 2020/4/1 20年 2040/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2019年度 附属学校課 指導要録 令和元年度指導の記録（3歳児） 附属幼稚園長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄
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2019年度 附属学校課 指導要録 令和元年度指導の記録（4歳児） 附属幼稚園長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2019年度 附属学校課 指導要録 令和元年度指導の記録（5歳児） 附属幼稚園長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2019年度 附属学校課 保健衛生 令和元年度保健日誌 附属幼稚園長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階保健室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2019年度 附属学校課 保健衛生 令和元年度水泳日誌 附属幼稚園長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2019年度 附属学校課 保健衛生 令和元年度保健（日案・週案等） 附属幼稚園長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階保健室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2019年度 附属学校課 保健衛生 令和元年度健康面個人調書 附属幼稚園長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2019年度 附属学校課 保健衛生 令和元年度幼児健康診断票 附属幼稚園長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階保健室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2019年度 附属学校課 保健衛生 令和元年度発育測定 附属幼稚園長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階保健室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2019年度 附属学校課 保健衛生 令和元年度ほけんだより 附属幼稚園長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 １階保健室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2019年度 附属学校課 学校安全 令和元年度避難訓練 附属幼稚園長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2019年度 附属学校課 入学試験 令和元年度入園選考関係 附属幼稚園長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2019年度 附属学校課 教育実習 令和元年度教育実習綴（基本・併修） 附属幼稚園長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2019年度 附属学校課 調査 令和元年度幼児実態調査 附属幼稚園長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2019年度 附属学校課 調査 令和元年度文字調べ 附属幼稚園長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2019年度 附属学校課 調査 令和元年度行動特性調査 附属幼稚園長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2019年度 附属学校課 その他 令和元年度居住地届 附属幼稚園長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2019年度 附属学校課 その他 令和元年度家庭通知 附属幼稚園長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2019年度 附属学校課 その他 令和元年度あゆみ 附属幼稚園長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2019年度 附属学校課 その他 令和元年度大きくなったら 附属幼稚園長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2019年度 附属学校課 その他 令和元年度幼稚園要覧 附属幼稚園長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2019年度 附属学校課 その他 令和元年度幼稚園日誌 附属幼稚園長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2019年度 附属学校課 その他 令和元年度学校評議員関係 附属幼稚園長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2019年度 附属学校課 その他 令和元年度情報教育関係 附属幼稚園長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2019年度 附属学校課 コロナ対応 新型コロナウイルス感染症関係 附属幼稚園長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 移管

2018年度 附属学校課 行事・儀式 平成３０年度入園式 附属幼稚園長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2018年度 附属学校課 行事・儀式 平成３０年度保育修了証書授与式 附属幼稚園長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2018年度 附属学校課 行事・儀式 平成３０年度附属幼稚園行事関係 附属幼稚園長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2018年度 附属学校課 行事・儀式 平成３０年度附属幼稚園年間行事予定表 附属幼稚園長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2018年度 附属学校課 行事・儀式 平成３０年度附属幼稚園月別行事予定表 附属幼稚園長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2018年度 附属学校課 行事・儀式 平成３０年度集い計画（子供の日・七夕・交通安全教室・防犯教室・虫歯予防） 附属幼稚園長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄
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2018年度 附属学校課 行事・儀式 平成３０年度園外保育 附属幼稚園長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2018年度 附属学校課 行事・儀式 平成３０年度プール遊び 附属幼稚園長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2018年度 附属学校課 行事・儀式 平成３０年度宿泊保育 附属幼稚園長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2018年度 附属学校課 行事・儀式 平成３０年度運動会 附属幼稚園長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2018年度 附属学校課 行事・儀式 平成３０年度子ども展覧会 附属幼稚園長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2018年度 附属学校課 行事・儀式 平成３０年度生活発表会 附属幼稚園長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2018年度 附属学校課 行事・儀式 平成３０年度通園友達と遊ぼう日 附属幼稚園長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2018年度 附属学校課 行事・儀式 平成３０年度新入児保護者説明会 附属幼稚園長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2018年度 附属学校課 教務 平成３０年度出席簿 附属幼稚園長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2018年度 附属学校課 教務 平成３０年年度退園届、休園届 附属幼稚園長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2018年度 附属学校課 教務 平成３０年度保育指導案（日案・週案等） 附属幼稚園長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2018年度 附属学校課 教務 平成３０年度在園証明書発行 附属幼稚園長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2018年度 附属学校課 学籍 平成３０年度保育証書台帳 附属幼稚園長 2019/4/1 永久 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園

2018年度 附属学校課 生徒指導 平成３０年度学籍の記録（３歳児） 附属幼稚園長 2019/4/1 20年 2039/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2018年度 附属学校課 生徒指導 平成３０年度学籍の記録（４歳児） 附属幼稚園長 2019/4/1 20年 2039/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2018年度 附属学校課 生徒指導 平成３０年度学籍の記録（５歳児） 附属幼稚園長 2019/4/1 20年 2039/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2018年度 附属学校課 指導要録 平成３０年度指導の記録（３歳児） 附属幼稚園長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2018年度 附属学校課 指導要録 平成３０年度指導の記録（４歳児） 附属幼稚園長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2018年度 附属学校課 指導要録 平成３０年度指導の記録（５歳児） 附属幼稚園長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2018年度 附属学校課 保健衛生 平成３０年度保健日誌 附属幼稚園長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2018年度 附属学校課 保健衛生 平成３０年度水泳日誌 附属幼稚園長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2018年度 附属学校課 保健衛生 平成３０年度保健（日案・週案等） 附属幼稚園長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階保健室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2018年度 附属学校課 保健衛生 平成３０年度健康面個人調書 附属幼稚園長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2018年度 附属学校課 保健衛生 平成３０年度幼児健康診断票 附属幼稚園長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2018年度 附属学校課 保健衛生 平成３０年度発育測定 附属幼稚園長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2018年度 附属学校課 学校安全 平成３０年度避難訓練 附属幼稚園長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2018年度 附属学校課 入学試験 平成３０年度入園選考関係 附属幼稚園長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2018年度 附属学校課 教育実習 平成３０年度教育実習綴（基本・併修） 附属幼稚園長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2018年度 附属学校課 調査 平成３０年度幼児実態調査 附属幼稚園長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2018年度 附属学校課 調査 平成３０年度文字調べ 附属幼稚園長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄
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2018年度 附属学校課 調査 平成３０年度行動特性調査 附属幼稚園長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2018年度 附属学校課 その他 平成３０年度居住地届 附属幼稚園長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2018年度 附属学校課 その他 平成３０年度大きくなったら 附属幼稚園長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2018年度 附属学校課 その他 平成３０年度幼稚園要覧 附属幼稚園長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2018年度 附属学校課 その他 平成３０年度幼稚園日誌 附属幼稚園長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2018年度 附属学校課 その他 平成３０年度学校評議員関係 附属幼稚園長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2018年度 附属学校課 その他 平成３０年度情報教育関係 附属幼稚園長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2017年度 附属学校課 行事・儀式 平成２９年度入園式 附属幼稚園長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2017年度 附属学校課 行事・儀式 平成２９年度保育修了証書授与式 附属幼稚園長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2017年度 附属学校課 行事・儀式 平成２９年度附属幼稚園行事関係 附属幼稚園長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2017年度 附属学校課 行事・儀式 平成２９年度附属幼稚園年間行事予定表 附属幼稚園長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2017年度 附属学校課 行事・儀式 平成２９年度附属幼稚園月別行事予定表 附属幼稚園長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2017年度 附属学校課 行事・儀式
平成２９年度集い計画（子供の日・七夕・交通安全教室・防犯
教室・虫歯予防）

附属幼稚園長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2017年度 附属学校課 行事・儀式 平成２９年度園外保育 附属幼稚園長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2017年度 附属学校課 行事・儀式 平成２９年度プール遊び 附属幼稚園長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2017年度 附属学校課 行事・儀式 平成２９年度宿泊保育 附属幼稚園長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2017年度 附属学校課 行事・儀式 平成２９年度運動会 附属幼稚園長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2017年度 附属学校課 行事・儀式 平成２９年度子ども展覧会 附属幼稚園長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2017年度 附属学校課 行事・儀式 平成２９年度生活発表会 附属幼稚園長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2017年度 附属学校課 行事・儀式 平成２９年度通園友達と遊ぼう日 附属幼稚園長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2017年度 附属学校課 行事・儀式 平成２９年度新入児保護者説明会 附属幼稚園長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2017年度 附属学校課 教務 平成２９年度出席簿 附属幼稚園長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2017年度 附属学校課 教務 平成２９年年度退園届、休園届 附属幼稚園長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2017年度 附属学校課 教務 平成２９年度保育指導案（日案・週案等） 附属幼稚園長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2017年度 附属学校課 教務 平成２９年度在園証明書発行 附属幼稚園長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2017年度 附属学校課 学籍 平成２９年度保育証書台帳 附属幼稚園長 2018/4/1 永久 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園

2017年度 附属学校課 生徒指導 平成２９年度学籍の記録（３歳児） 附属幼稚園長 2018/4/1 20年 2038/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2017年度 附属学校課 生徒指導 平成２９年度学籍の記録（４歳児） 附属幼稚園長 2018/4/1 20年 2038/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2017年度 附属学校課 生徒指導 平成２９年度学籍の記録（５歳児） 附属幼稚園長 2018/4/1 20年 2038/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2017年度 附属学校課 指導要録 平成２９年度指導の記録（３歳児） 附属幼稚園長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄
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2017年度 附属学校課 指導要録 平成２９年度指導の記録（４歳児） 附属幼稚園長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2017年度 附属学校課 指導要録 平成２９年度指導の記録（５歳児） 附属幼稚園長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2017年度 附属学校課 保健衛生 平成２９年度保健日誌 附属幼稚園長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階保健室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2017年度 附属学校課 保健衛生 平成２９年度水泳日誌 附属幼稚園長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2017年度 附属学校課 保健衛生 平成２９年度保健（日案・週案等） 附属幼稚園長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階保健室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2017年度 附属学校課 保健衛生 平成２９年度健康面個人調書 附属幼稚園長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2017年度 附属学校課 保健衛生 平成２９年度幼児健康診断票 附属幼稚園長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階保健室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2017年度 附属学校課 保健衛生 平成２９年度発育測定 附属幼稚園長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階保健室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2017年度 附属学校課 学校安全 平成２９年度避難訓練 附属幼稚園長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2017年度 附属学校課 入学試験 平成２９年度入園選考関係 附属幼稚園長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2017年度 附属学校課 教育実習 平成２９年度教育実習綴（基本・併修） 附属幼稚園長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2017年度 附属学校課 調査 平成２９年度幼児実態調査 附属幼稚園長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2017年度 附属学校課 調査 平成２９年度文字調べ 附属幼稚園長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2017年度 附属学校課 調査 平成２９年度行動特性調査 附属幼稚園長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2017年度 附属学校課 その他 平成２９年度居住地届 附属幼稚園長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2017年度 附属学校課 その他 平成２９年度大きくなったら 附属幼稚園長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2017年度 附属学校課 その他 平成２９年度幼稚園要覧 附属幼稚園長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2017年度 附属学校課 その他 平成２９年度幼稚園日誌 附属幼稚園長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2017年度 附属学校課 その他 平成２９年度学校評議員関係 附属幼稚園長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2017年度 附属学校課 その他 平成２９年度情報教育関係 附属幼稚園長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2016年度 附属学校課 学籍 平成２８年度保育証書台帳 附属幼稚園長 2017/4/1 永久 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園

2016年度 附属学校課 生徒指導 平成２８年度学籍の記録（３歳児） 附属幼稚園長 2017/4/1 20年 2037/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2016年度 附属学校課 生徒指導 平成２８年度学籍の記録（４歳児） 附属幼稚園長 2017/4/1 20年 2037/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2016年度 附属学校課 生徒指導 平成２８年度学籍の記録（５歳児） 附属幼稚園長 2017/4/1 20年 2037/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2016年度 附属学校課 学校安全 平成２８年度避難訓練 附属幼稚園長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2015年度 附属学校課 学籍 平成２７年度保育証書台帳 附属幼稚園長 2016/4/1 永久 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園

2015年度 附属学校課 生徒指導 平成２７年度学籍の記録（３歳児） 附属幼稚園長 2018/4/1 20年 2038/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2015年度 附属学校課 生徒指導 平成２７年度学籍の記録（４歳児） 附属幼稚園長 2017/4/1 20年 2037/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2015年度 附属学校課 生徒指導 平成２７年度学籍の記録（５歳児） 附属幼稚園長 2016/4/1 20年 2036/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2015年度 附属学校課 指導要録 平成２７年度指導の記録（３歳児） 附属幼稚園長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

377/398



作成・取得
年度

大分類 中分類
法人文書ファイル名

（小分類）
作成・取得時の

文書管理者
保存期間
の起算日

保存期間
保存期間の
満了する日

媒体の種別 保存場所
現状の

文書管理者
保有担当
係等名称

保存期間が満
了したときの措

置

2015年度 附属学校課 学校安全 平成２７年度避難訓練 附属幼稚園長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2014年度 附属学校課 学籍 平成２６年度保育証書台帳 附属幼稚園長 2015/4/1 永久 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園

2014年度 附属学校課 生徒指導 平成２６年度学籍の記録（３歳児） 附属幼稚園長 2017/4/1 20年 2037/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2014年度 附属学校課 生徒指導 平成２６年度学籍の記録（４歳児） 附属幼稚園長 2016/4/1 20年 2036/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2014年度 附属学校課 生徒指導 平成２６年度学籍の記録（５歳児） 附属幼稚園長 2015/4/1 20年 2035/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2014年度 附属学校課 学校安全 平成２６年度避難訓練 附属幼稚園長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2013年度 附属学校課 指導要録 平成２５年度学籍の記録 附属幼稚園長 2014/4/1 20年 2034/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2013年度 附属学校課 学籍 平成２５年度保育証書台帳 附属幼稚園長 2014/4/1 永久 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園

2012年度 附属学校課 指導要録 平成２４年度学籍の記録 附属幼稚園長 2015/4/1 20年 2035/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2012年度 附属学校課 学籍 平成２４年度保育証書台帳 附属幼稚園長 2013/4/1 永久 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園

2011年度 附属学校課 指導要録 平成２３年度学籍の記録 附属幼稚園長 2014/4/1 20年 2034/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2011年度 附属学校課 学籍 平成２３年度保育証書台帳 附属幼稚園長 2012/4/1 永久 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園

2021年度 附属学校課 職員会議 令和３年度職員会議 附属幼稚園長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2021年度 附属学校課 会議 令和３年度保育会議 附属幼稚園長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2021年度 附属学校課 会議 令和３年度支援会議 附属幼稚園長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2021年度 附属学校課 会議 令和３年度連絡進学委員会 附属幼稚園長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2021年度 附属学校課 会議 令和３年度ＰＴＡ諸会議 附属幼稚園長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2021年度 附属学校課 保健衛生 令和３年度安全点検、環境衛生 附属幼稚園長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2021年度 附属学校課 研究会等 令和３年度研究記録 附属幼稚園長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2021年度 附属学校課 給食 令和３年度給食献立表 附属幼稚園長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2021年度 附属学校課 給食 令和３年度給食日誌 附属幼稚園長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2021年度 附属学校課 給食 令和３年度学校給食日常点検表 附属幼稚園長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2021年度 附属学校課 給食 令和３年度給食実施検食票 附属幼稚園長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2021年度 附属学校課 給食 令和３年度園内給食関係 附属幼稚園長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2021年度 附属学校課 その他 令和３年度幼稚園運営 附属幼稚園長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2021年度 附属学校課 委任経理金 令和３年度寄附受入関係 附属幼稚園長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2021年度 附属学校課 服務 令和３年出勤簿 附属幼稚園長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2021年度 附属学校課 服務 令和３年休暇簿（年次休暇・病気休暇・特別休暇） 附属幼稚園長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2021年度 附属学校課 服務 令和３年度休日の振替簿等・職専免 附属幼稚園長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2021年度 附属学校課 服務 令和３年度特殊勤務命令簿 附属幼稚園長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄
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2021年度 附属学校課 服務 令和３年度変形労働時間制関係 附属幼稚園長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 令和３年度幼児費　年少 附属幼稚園長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 令和３年度幼児費　年中 附属幼稚園長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 令和３年度幼児費　年長 附属幼稚園長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 令和３年度給食関係諸費 附属幼稚園長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2021年度 附属学校課 その他 令和３年度警備日誌 附属幼稚園長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2021年度 附属学校課 その他 令和３年度機械警備報告書 附属幼稚園長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2021年度 附属学校課 その他 令和３年度設備工事関係 附属幼稚園長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2021年度 附属学校課 その他 令和３年度消防関係（設備点検結果，届出類） 附属幼稚園長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2020年度 附属学校課 職員会議 令和２年度職員会議 附属幼稚園長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2020年度 附属学校課 会議 令和２年度保育会議 附属幼稚園長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2020年度 附属学校課 会議 令和２年度支援会議 附属幼稚園長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2020年度 附属学校課 会議 令和２年度連絡進学委員会 附属幼稚園長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2020年度 附属学校課 会議 令和２年度ＰＴＡ諸会議 附属幼稚園長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2020年度 附属学校課 保健衛生 令和２年度安全点検、環境衛生 附属幼稚園長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2020年度 附属学校課 研究会等 令和２年度研究記録 附属幼稚園長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2020年度 附属学校課 給食 令和２年度給食献立表 附属幼稚園長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2020年度 附属学校課 給食 令和２年度給食日誌 附属幼稚園長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2020年度 附属学校課 給食 令和２年度学校給食日常点検表 附属幼稚園長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2020年度 附属学校課 給食 令和２年度給食実施検食票 附属幼稚園長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2020年度 附属学校課 給食 令和２年度園内給食関係 附属幼稚園長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2020年度 附属学校課 その他 令和２年度幼稚園運営 附属幼稚園長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2020年度 附属学校課 委任経理金 令和２年度寄附受入関係 附属幼稚園長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2020年度 附属学校課 服務 令和２年出勤簿 附属幼稚園長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2020年度 附属学校課 服務 令和２年休暇簿（年次休暇・病気休暇・特別休暇） 附属幼稚園長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2020年度 附属学校課 服務 令和２年度休日の振替簿等・職専免 附属幼稚園長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2020年度 附属学校課 服務 令和２年度特殊勤務命令簿 附属幼稚園長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2020年度 附属学校課 服務 令和２年度変形労働時間制関係 附属幼稚園長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 令和２年度幼児費　年少 附属幼稚園長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 令和２年度幼児費　年中 附属幼稚園長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄
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2020年度 附属学校課 会計伝票 令和２年度幼児費　年長 附属幼稚園長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 令和２年度給食関係諸費 附属幼稚園長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2020年度 附属学校課 その他 令和２年度警備日誌 附属幼稚園長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2020年度 附属学校課 その他 令和２年度機械警備報告書 附属幼稚園長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2020年度 附属学校課 その他 令和２年度設備工事関係 附属幼稚園長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2020年度 附属学校課 その他 令和２年度消防関係（設備点検結果，届出類） 附属幼稚園長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2019年度 附属学校課 職員会議 令和元年度職員会議 附属幼稚園長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2019年度 附属学校課 会議 令和元年度保育会議 附属幼稚園長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2019年度 附属学校課 会議 令和元年度支援会議 附属幼稚園長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2019年度 附属学校課 会議 令和元年度連絡進学委員会 附属幼稚園長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2019年度 附属学校課 会議 令和元年度ＰＴＡ諸会議 附属幼稚園長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2019年度 附属学校課 保健衛生 令和元年度安全点検、環境衛生 附属幼稚園長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2019年度 附属学校課 研究会等 令和元年度研究記録 附属幼稚園長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2019年度 附属学校課 給食 令和元年度給食献立表 附属幼稚園長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2019年度 附属学校課 給食 令和元年度給食日誌 附属幼稚園長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2019年度 附属学校課 給食 令和元年度学校給食日常点検表 附属幼稚園長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2019年度 附属学校課 給食 令和元年度給食実施検食票 附属幼稚園長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2019年度 附属学校課 給食 令和元年度園内給食関係 附属幼稚園長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2019年度 附属学校課 その他 令和元年度幼稚園運営 附属幼稚園長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2019年度 附属学校課 委任経理金 令和元年度寄附受入関係 附属幼稚園長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2019年度 附属学校課 服務 令和元年出勤簿 附属幼稚園長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2019年度 附属学校課 服務 令和元年休暇簿（年次休暇・病気休暇・特別休暇） 附属幼稚園長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2019年度 附属学校課 服務 令和元年度休日の振替簿等・職専免 附属幼稚園長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2019年度 附属学校課 服務 令和元年度特殊勤務命令簿 附属幼稚園長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2019年度 附属学校課 服務 令和元年度変形労働時間制関係 附属幼稚園長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 令和元年度幼児費　年少 附属幼稚園長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 令和元年度幼児費　年中 附属幼稚園長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 令和元年度幼児費　年長 附属幼稚園長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 令和元年度給食関係諸費 附属幼稚園長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2019年度 附属学校課 その他 令和元年度警備日誌 附属幼稚園長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄
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2019年度 附属学校課 その他 令和元年度機械警備報告書 附属幼稚園長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2019年度 附属学校課 その他 令和元年度設備工事関係 附属幼稚園長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2019年度 附属学校課 その他 令和元年度消防関係（設備点検結果，届出類） 附属幼稚園長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2018年度 附属学校課 会議 平成３０年度保育会議 附属幼稚園長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2018年度 附属学校課 会議 平成３０年度支援会議 附属幼稚園長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2018年度 附属学校課 会議 平成３０年度連絡進学委員会 附属幼稚園長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2018年度 附属学校課 会議 平成３０年度ＰＴＡ諸会議 附属幼稚園長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2018年度 附属学校課 保健衛生 平成３０年度安全点検、環境衛生 附属幼稚園長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2018年度 附属学校課 その他 平成３０年度幼稚園運営 附属幼稚園長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2018年度 附属学校課 委任経理金 平成３０年度寄附受入関係 附属幼稚園長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2018年度 附属学校課 服務 平成３０年出勤簿 附属幼稚園長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2018年度 附属学校課 服務 平成３０年休暇簿（年次休暇・病気休暇・特別休暇） 附属幼稚園長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2018年度 附属学校課 服務 平成３０年度休日の振替簿等・職専免 附属幼稚園長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2018年度 附属学校課 服務 平成３０年度特殊勤務命令簿 附属幼稚園長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2018年度 附属学校課 服務 平成３０年度変形労働時間制関係 附属幼稚園長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 平成３０年度幼児費　年少 附属幼稚園長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 平成３０年度幼児費　年中 附属幼稚園長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 平成３０年度幼児費　年長 附属幼稚園長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 平成３０年度給食関係諸費 附属幼稚園長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2018年度 附属学校課 その他 平成３０年度警備日誌 附属幼稚園長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2018年度 附属学校課 その他 平成３０年度機械警備報告書 附属幼稚園長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2018年度 附属学校課 その他 平成３０年度消防関係（設備点検結果，届出類） 附属幼稚園長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2017年度 附属学校課 会議 平成２９年度保育会議 附属幼稚園長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2017年度 附属学校課 会議 平成２９年度支援会議 附属幼稚園長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2017年度 附属学校課 会議 平成２９年度附属学校園正副校園長会議 附属幼稚園長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2017年度 附属学校課 会議 平成２９年度平野校園正副校園長会 附属幼稚園長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2017年度 附属学校課 会議 平成２９年度連絡進学委員会 附属幼稚園長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2017年度 附属学校課 会議 平成２９年度大阪府国公立園・こども園長会理事会 附属幼稚園長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2017年度 附属学校課 会議 平成２９年度全国幼稚園教育研究協議会 附属幼稚園長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2017年度 附属学校課 会議 平成２９年度近畿国立大学附属学校連盟幼稚園部会 附属幼稚園長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄
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2017年度 附属学校課 会議 平成２９年度ＰＴＡ諸会議 附属幼稚園長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2017年度 附属学校課 保健衛生 平成２９年度安全点検、環境衛生 附属幼稚園長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2017年度 附属学校課 その他 平成２９年度幼稚園運営 附属幼稚園長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2017年度 附属学校課 委任経理金 平成２９年度寄附受入関係 附属幼稚園長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2017年度 附属学校課 服務 平成２９年出勤簿 附属幼稚園長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2017年度 附属学校課 服務 平成２９年休暇簿（年次休暇・病気休暇・特別休暇） 附属幼稚園長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2017年度 附属学校課 服務 平成２９年度休日の振替簿等・職専免 附属幼稚園長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2017年度 附属学校課 服務 平成２９年度特殊勤務命令簿 附属幼稚園長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2017年度 附属学校課 服務 平成２９年度変形労働時間制関係 附属幼稚園長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 平成２９年度幼児費　年少 附属幼稚園長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 平成２９年度幼児費　年中 附属幼稚園長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 平成２９年度幼児費　年長 附属幼稚園長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 平成２９年度給食関係諸費 附属幼稚園長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2017年度 附属学校課 その他 平成２９年度警備日誌 附属幼稚園長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2017年度 附属学校課 その他 平成２９年度機械警備報告書 附属幼稚園長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2017年度 附属学校課 その他 平成２９年度消防関係（設備点検結果，届出類） 附属幼稚園長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2016年度 附属学校課 その他 平成２８年度幼稚園運営 附属幼稚園長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2016年度 附属学校課 会計伝票 平成２８年度幼児費　年少 附属幼稚園長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2016年度 附属学校課 会計伝票 平成２８年度幼児費　年中 附属幼稚園長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2016年度 附属学校課 会計伝票 平成２８年度幼児費　年長 附属幼稚園長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2016年度 附属学校課 会計伝票 平成２８年度給食関係諸費 附属幼稚園長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2016年度 附属学校課 その他 平成２８年度警備日誌 附属幼稚園長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2016年度 附属学校課 その他 平成２８年度機械警備報告書 附属幼稚園長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2015年度 附属学校課 その他 平成２７年度幼稚園運営 附属幼稚園長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2015年度 附属学校課 会計伝票 平成２７年度幼児費　年少 附属幼稚園長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2015年度 附属学校課 会計伝票 平成２７年度幼児費　年中 附属幼稚園長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2015年度 附属学校課 会計伝票 平成２７年度幼児費　年長 附属幼稚園長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2015年度 附属学校課 会計伝票 平成２７年度給食関係諸費 附属幼稚園長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2015年度 附属学校課 その他 平成２７年度警備日誌 附属幼稚園長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2015年度 附属学校課 その他 平成２７年度機械警備報告書 附属幼稚園長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄
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2014年度 附属学校課 その他 平成２６年度幼稚園運営 附属幼稚園長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2014年度 附属学校課 会計伝票 平成２６年度幼児費　年少 附属幼稚園長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2014年度 附属学校課 会計伝票 平成２６年度幼児費　年中 附属幼稚園長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2014年度 附属学校課 会計伝票 平成２６年度幼児費　年長 附属幼稚園長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2014年度 附属学校課 会計伝票 平成２６年度給食関係諸費 附属幼稚園長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2014年度 附属学校課 その他 平成２６年度警備日誌 附属幼稚園長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2014年度 附属学校課 その他 平成２６年度機械警備報告書 附属幼稚園長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2013年度 附属学校課 その他 平成２５年度幼稚園運営 附属幼稚園長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2012年度 附属学校課 その他 平成２４年度幼稚園運営 附属幼稚園長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 １階園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2010年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録 平成２２年度学籍の記録 附属幼稚園長 2010/4/1 20年 2031/3/31 紙 園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2009年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録 平成２１年度学籍の記録 附属幼稚園長 2009/4/1 20年 2030/3/31 紙 園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2008年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録 平成２０年度学籍の記録 附属幼稚園長 2008/4/1 20年 2029/3/31 紙 園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2007年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録 平成１９年度学籍の記録 附属幼稚園長 2007/4/1 20年 2028/3/31 紙 園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2006年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録 平成１８年度学籍の記録 附属幼稚園長 2006/4/1 20年 2027/3/31 紙 園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2005年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録 平成１７年度学籍の記録 附属幼稚園長 2005/4/1 20年 2026/3/31 紙 園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2004年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録 平成１６年度学籍の記録 附属幼稚園長 2004/4/1 20年 2025/3/31 紙 園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2003年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録 平成１５年度学籍の記録 附属幼稚園長 2003/4/1 20年 2024/3/31 紙 園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2002年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録 平成１４年度学籍の記録 附属幼稚園長 2002/4/1 20年 2023/3/31 紙 園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

1995年度 学術部附属学校課 その他 平成７年度幼稚園日誌 附属幼稚園長 1995/4/1 永久 紙 職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園

1994年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録 保育証書台帳 附属幼稚園長 1994/4/1 永久 紙 職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園

1979年度 学術部附属学校課 国有財産 平成６年度～樹木関係 附属幼稚園長 1979/4/1 永久 紙 職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園

1971年度 学術部附属学校課 入試関係 平成３年度～平成１３年度文部省・大学等の通知と回答 附属幼稚園長 1971/4/1 30年 2032/3/31 紙 園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

1971年度 学術部附属学校課 入学料・授業料 平成５年度～授業料・入学料等免除関係 附属幼稚園長 1971/4/1 30年 2031/3/31 紙 園長室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2020年度 附属学校課 調査 令和２年度学校基本調査 附属幼稚園長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2020年度 附属学校課 その他 令和２年度予算関係 附属幼稚園長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2020年度 附属学校課 服務 令和２年度勤務時間報告関係（写） 附属幼稚園長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2020年度 附属学校課 服務 令和２年度人事関係 附属幼稚園長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 令和２年度旅行命令簿 附属幼稚園長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 令和２年度執行届 附属幼稚園長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 令和２年度立替経費精算書 附属幼稚園長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄
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2020年度 附属学校課 会計伝票 令和２年度預り金報告関係 附属幼稚園長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 令和２年度切手受払簿 附属幼稚園長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 令和２年度日本スポーツ振興センター災害共済給付金 附属幼稚園長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2020年度 附属学校課 災害共済給付 令和２年度日本スポーツ振興センター関係文書 附属幼稚園長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2020年度 附属学校課 その他 令和２年度幼児無償化（大阪市） 附属幼稚園長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2020年度 附属学校課 その他 令和２年度幼児無償化（東大阪市・松原市） 附属幼稚園長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2020年度 附属学校課 その他 令和２年度幼児無償化（八尾市） 附属幼稚園長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2020年度 附属学校課 その他 令和２年度警備変更願（写） 附属幼稚園長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2020年度 附属学校課 その他 令和２年度固定資産関係 附属幼稚園長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2019年度 附属学校課 調査 令和元年度学校基本調査 附属幼稚園長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2019年度 附属学校課 その他 令和元年度予算関係 附属幼稚園長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2019年度 附属学校課 服務 令和元年度勤務時間報告関係（写） 附属幼稚園長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2019年度 附属学校課 服務 令和元年度人事関係 附属幼稚園長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2019年度 附属学校課 服務 令和元年度旅行命令簿 附属幼稚園長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2019年度 附属学校課 その他 令和元年度謝金 附属幼稚園長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 令和元年度債務計上票 附属幼稚園長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 令和元年度立替経費精算書 附属幼稚園長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 令和元年度預り金報告関係 附属幼稚園長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 令和元年度切手受払簿 附属幼稚園長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 令和元年度日本スポーツ振興センター災害共済給付金 附属幼稚園長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2019年度 附属学校課 災害共済給付 令和元年度日本スポーツ振興センター関係文書 附属幼稚園長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2019年度 附属学校課 その他 令和元年度保育料債権関係 附属幼稚園長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2019年度 附属学校課 その他 令和元年度保育料減免 附属幼稚園長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2019年度 附属学校課 その他 令和元年度警備変更願（写） 附属幼稚園長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2019年度 附属学校課 その他 令和元年度固定資産関係 附属幼稚園長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2018年度 附属学校課 調査 平成３０年度学校基本調査 附属幼稚園長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2018年度 附属学校課 その他 平成３０年度予算関係 附属幼稚園長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2018年度 附属学校課 服務 平成３０年度勤務時間報告関係（写） 附属幼稚園長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2018年度 附属学校課 服務 平成３０年度人事関係 附属幼稚園長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2018年度 附属学校課 服務 平成３０年度旅行命令簿 附属幼稚園長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄
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2018年度 附属学校課 その他 平成３０年度謝金 附属幼稚園長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 平成３０年度債務計上票 附属幼稚園長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 平成３０年度立替経費精算書 附属幼稚園長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 平成３０年度預り金報告関係 附属幼稚園長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 平成３０年度切手受払簿 附属幼稚園長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 平成３０年度日本スポーツ振興センター災害共済給付金 附属幼稚園長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2018年度 附属学校課 災害共済給付 平成３０年度日本スポーツ振興センター関係文書 附属幼稚園長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2018年度 附属学校課 その他 平成３０年度保育料債権関係 附属幼稚園長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2018年度 附属学校課 その他 平成３０年度保育料減免 附属幼稚園長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2018年度 附属学校課 その他 平成３０年度警備変更願（写） 附属幼稚園長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2017年度 附属学校課 調査 平成２９年度学校基本調査 附属幼稚園長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2017年度 附属学校課 その他 平成２９年度予算関係 附属幼稚園長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2017年度 附属学校課 服務 平成２９年度勤務時間報告関係（写） 附属幼稚園長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2017年度 附属学校課 服務 平成２９年度人事関係 附属幼稚園長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 平成２９年度旅行命令簿 附属幼稚園長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 平成２９年度謝金 附属幼稚園長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 平成２９年度立替経費精算書 附属幼稚園長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 平成２９年度預り金報告関係 附属幼稚園長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 平成２９年度切手受払簿 附属幼稚園長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 平成２９年度日本スポーツ振興センター災害共済給付金 附属幼稚園長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2017年度 附属学校課 災害共済給付 平成２９年度日本スポーツ振興センター関係文書 附属幼稚園長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2017年度 附属学校課 その他 平成２９年度保育料債権関係 附属幼稚園長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2017年度 附属学校課 その他 平成２９年度保育料減免 附属幼稚園長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2017年度 附属学校課 その他 平成２９年度警備変更願（写） 附属幼稚園長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2016年度 附属学校課 会計伝票 平成２８年度旅行命令簿 附属幼稚園長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2016年度 附属学校課 会計伝票 平成２８年度謝金 附属幼稚園長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2016年度 附属学校課 会計伝票 平成２８年度立替経費精算書 附属幼稚園長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2016年度 附属学校課 会計伝票 平成２８年度預り金報告関係 附属幼稚園長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2016年度 附属学校課 会計伝票 平成２８年度切手受払簿 附属幼稚園長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2016年度 附属学校課 会計伝票 平成２８年度日本スポーツ振興センター災害共済給付金 附属幼稚園長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄
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2016年度 附属学校課 その他 平成２８年度警備変更願（写） 附属幼稚園長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2015年度 附属学校課 会計伝票 平成２７年度旅行命令簿 附属幼稚園長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2015年度 附属学校課 会計伝票 平成２７年度謝金 附属幼稚園長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2015年度 附属学校課 会計伝票 平成２７年度債務計上票 附属幼稚園長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2015年度 附属学校課 会計伝票 平成２７年度立替経費精算書 附属幼稚園長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2015年度 附属学校課 会計伝票 平成２７年度預り金報告関係 附属幼稚園長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2015年度 附属学校課 会計伝票 平成２７年度切手受払簿 附属幼稚園長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2015年度 附属学校課 会計伝票 平成２７年度日本スポーツ振興センター災害共済給付金 附属幼稚園長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2015年度 附属学校課 その他 平成２７年度警備変更願（写） 附属幼稚園長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2014年度 附属学校課 会計伝票 平成２６年度旅行命令簿 附属幼稚園長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2014年度 附属学校課 会計伝票 平成２６年度謝金 附属幼稚園長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2014年度 附属学校課 会計伝票 平成２６年度債務計上票 附属幼稚園長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2014年度 附属学校課 会計伝票 平成２６年度立替経費精算書 附属幼稚園長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2014年度 附属学校課 会計伝票 平成２６年度預り金報告関係 附属幼稚園長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2014年度 附属学校課 会計伝票 平成２６年度切手受払簿 附属幼稚園長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2014年度 附属学校課 会計伝票 平成２６年度日本スポーツ振興センター災害共済給付金 附属幼稚園長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2014年度 附属学校課 その他 平成２６年度警備変更願（写） 附属幼稚園長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2013年度 附属学校課 調査 平成２５年度学校基本調査 附属幼稚園長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2012年度 附属学校課 調査 平成２４年度学校基本調査 附属幼稚園長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 １階職員室 附属幼稚園長 附属幼稚園 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 令和３年度旅行命令簿 附属特別支援学校長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 令和３年度謝金 附属特別支援学校長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 令和３年度債務計上票等 附属特別支援学校長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2021年度 附属学校課 委任経理金 令和３年度奨学寄附金申請関係 附属特別支援学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2021年度 附属学校課 服務 令和３年出勤簿 附属特別支援学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2021年度 附属学校課 服務 令和３年休暇簿 附属特別支援学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2021年度 附属学校課 服務 令和３年度勤務割振表 附属特別支援学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2021年度 附属学校課 服務 令和３年度職務専念義務の免除に関する願 附属特別支援学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2021年度 附属学校課 服務 令和３年度休日の振替簿 附属特別支援学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2021年度 附属学校課 服務 令和３年度特殊勤務命令簿 附属特別支援学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2021年度 附属学校課 服務 令和３年度証明書発行控 附属特別支援学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄
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2021年度 附属学校課 その他 2021年度通学証明書発行控 附属特別支援学校長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2021年度 附属学校課 その他 令和３年度非常勤講師任免 附属特別支援学校長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2021年度 附属学校課 給食 令和３年度給食に関する諸点検及び検査票 附属特別支援学校長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 令和３年度給食会計 附属特別支援学校長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2021年度 附属学校課 その他 令和３年度運行管理業務日誌 附属特別支援学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2021年度 附属学校課 通達等 令和３年度特別支援教育就学奨励費交付申請書 附属特別支援学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2021年度 附属学校課 通達等 令和３年度特別支援教育就学奨励費支弁額報告 附属特別支援学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2021年度 附属学校課 通達等 令和３年度個人別支給台帳 附属特別支援学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

１階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2021年度 附属学校課 調査 令和３年度学校基本調査 附属特別支援学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2021年度 附属学校課 その他 令和３年度預り金報告書 附属特別支援学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 令和３年度度預り金帳簿（管理棟） 附属特別支援学校長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 令和３年度預り金帳簿（小学部） 附属特別支援学校長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 令和３年度預り金帳簿（中学部） 附属特別支援学校長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 令和３年度預り金帳簿（高等部） 附属特別支援学校長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2021年度 附属学校課 会計伝票 令和3年度切手受払い簿 附属特別支援学校長 2022/4/1 8年 2030/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 令和２年度旅行命令簿 附属特別支援学校長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 令和２年度謝金 附属特別支援学校長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 令和２年度債務計上票等 附属特別支援学校長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2020年度 附属学校課 委任経理金 令和２年度奨学寄附金申請関係 附属特別支援学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2020年度 附属学校課 服務 令和２年出勤簿 附属特別支援学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2020年度 附属学校課 服務 令和２年休暇簿 附属特別支援学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2020年度 附属学校課 服務 令和２年度勤務割振表 附属特別支援学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2020年度 附属学校課 服務 令和２年度職務専念義務の免除に関する願 附属特別支援学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2020年度 附属学校課 服務 令和２年度休日の振替簿 附属特別支援学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2020年度 附属学校課 服務 令和２年度特殊勤務命令簿 附属特別支援学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2020年度 附属学校課 服務 令和２年度証明書発行控 附属特別支援学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2020年度 附属学校課 その他 2020年度通学証明書発行控 附属特別支援学校長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2020年度 附属学校課 その他 令和２年度非常勤講師任免 附属特別支援学校長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2020年度 附属学校課 給食 令和２年度給食に関する諸点検及び検査票 附属特別支援学校長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 令和２年度給食会計 附属特別支援学校長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄
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2020年度 附属学校課 その他 令和２年度運行管理業務日誌 附属特別支援学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2020年度 附属学校課 通達等 令和２年度特別支援教育就学奨励費交付申請書 附属特別支援学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2020年度 附属学校課 通達等 令和２年度特別支援教育就学奨励費支弁額報告 附属特別支援学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2020年度 附属学校課 通達等 令和２年度個人別支給台帳 附属特別支援学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

１階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2020年度 附属学校課 調査 令和２年度学校基本調査 附属特別支援学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2020年度 附属学校課 その他 令和２年度預り金報告書 附属特別支援学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 令和２年度預り金帳簿（管理棟） 附属特別支援学校長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 令和２年度預り金帳簿（小学部） 附属特別支援学校長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 令和２年度預り金帳簿（中学部） 附属特別支援学校長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2020年度 附属学校課 会計伝票 令和２年度預り金帳簿（高等部） 附属特別支援学校長 2021/4/1 8年 2029/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 平成３１年度旅行命令簿 附属特別支援学校長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 平成３１年度謝金 附属特別支援学校長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 平成３１年度債務計上票等 附属特別支援学校長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2019年度 附属学校課 委任経理金 平成３１年度奨学寄附金申請関係 附属特別支援学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2019年度 附属学校課 服務 平成３１年出勤簿 附属特別支援学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2019年度 附属学校課 服務 平成３１年休暇簿 附属特別支援学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2019年度 附属学校課 服務 平成３１年度勤務割振表 附属特別支援学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2019年度 附属学校課 服務 令和元年度職務専念義務の免除に関する願 附属特別支援学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2019年度 附属学校課 服務 平成３１年度休日の振替簿 附属特別支援学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2019年度 附属学校課 服務 令和元年度特殊勤務命令簿 附属特別支援学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2019年度 附属学校課 服務 平成３１年度証明書発行控 附属特別支援学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2019年度 附属学校課 その他 2019年度通学証明書発行控 附属特別支援学校長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2019年度 附属学校課 その他 平成３１年度非常勤講師任免 附属特別支援学校長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2019年度 附属学校課 給食 平成３１年度給食に関する諸点検及び検査票 附属特別支援学校長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 平成３１年度給食会計 附属特別支援学校長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2019年度 附属学校課 その他 平成３１年度運行管理業務日誌 附属特別支援学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2019年度 附属学校課 通達等 令和元年度特別支援教育就学奨励費交付申請書 附属特別支援学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2019年度 附属学校課 通達等 令和元年度特別支援教育就学奨励費支弁額報告 附属特別支援学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2019年度 附属学校課 通達等 平成３１年度個人別支給台帳 附属特別支援学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

１階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2019年度 附属学校課 調査 平成３１年度学校基本調査 附属特別支援学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄
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2019年度 附属学校課 その他 平成３１年度預り金報告書 附属特別支援学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 平成３１年度預り金帳簿（管理棟） 附属特別支援学校長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 平成３１年度預り金帳簿（小学部） 附属特別支援学校長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 平成３１年度預り金帳簿（中学部） 附属特別支援学校長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 平成３１年度預り金帳簿（高等部） 附属特別支援学校長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2019年度 附属学校課 会計伝票 平成３１年度切手受払簿 附属特別支援学校長 2020/4/1 8年 2028/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 平成３０年度旅行命令簿 附属特別支援学校長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 平成３０年度謝金 附属特別支援学校長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 平成３０年度債務計上票等 附属特別支援学校長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2018年度 附属学校課 委任経理金 平成３０年度奨学寄附金申請関係 附属特別支援学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2018年度 附属学校課 服務 平成３０年出勤簿 附属特別支援学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2018年度 附属学校課 服務 平成３０年休暇簿 附属特別支援学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2018年度 附属学校課 服務 平成３０年度勤務割振表 附属特別支援学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2018年度 附属学校課 服務 平成３０年度職務専念義務の免除に関する願 附属特別支援学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2018年度 附属学校課 服務 平成３０年度休日の振替簿 附属特別支援学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2018年度 附属学校課 服務 平成３０年度特殊勤務命令簿 附属特別支援学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2018年度 附属学校課 服務 平成３０年度証明書発行控 附属特別支援学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 平成３０年度給食会計 附属特別支援学校長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2018年度 附属学校課 その他 平成３０年度運行管理業務日誌 附属特別支援学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2018年度 附属学校課 通達等 平成３０年度特別支援教育就学奨励費交付申請書 附属特別支援学校長 2019/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2018年度 附属学校課 通達等 平成３０年度特別支援教育就学奨励費支弁額報告 附属特別支援学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2018年度 附属学校課 通達等 平成３０年度個人別支給台帳 附属特別支援学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

１階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2018年度 附属学校課 調査 平成３０年度学校基本調査 附属特別支援学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2018年度 附属学校課 その他 平成３０年度預り金報告書 附属特別支援学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 平成３０年度預り金帳簿（管理棟） 附属特別支援学校長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 平成３０年度預り金帳簿（小学部） 附属特別支援学校長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 平成３０年度預り金帳簿（中学部） 附属特別支援学校長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 平成３０年度預り金帳簿（高等部） 附属特別支援学校長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2018年度 附属学校課 会計伝票 平成３０年度切手受払簿 附属特別支援学校長 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 平成２９年度旅行命令簿 附属特別支援学校長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄
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2017年度 附属学校課 会計伝票 平成２９年度謝金 附属特別支援学校長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 平成２９年度債務計上票等 附属特別支援学校長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2017年度 附属学校課 委任経理金 平成２９年度奨学寄附金申請関係 附属特別支援学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2017年度 附属学校課 服務 平成２９年出勤簿 附属特別支援学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2017年度 附属学校課 服務 平成２９年休暇簿 附属特別支援学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2017年度 附属学校課 服務 平成２９年度勤務割振表 附属特別支援学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2017年度 附属学校課 服務 平成２９年度職務専念義務の免除に関する願 附属特別支援学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2017年度 附属学校課 服務 平成２９年度休日の振替簿 附属特別支援学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2017年度 附属学校課 服務 平成２９年度特殊勤務命令簿 附属特別支援学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2017年度 附属学校課 服務 平成２９年度証明書発行控 附属特別支援学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 平成２９年度給食会計 附属特別支援学校長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2017年度 附属学校課 その他 平成２９年度運行管理業務日誌 附属特別支援学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2017年度 附属学校課 通達等 平成２９年度特別支援教育就学奨励費交付申請書 附属特別支援学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2017年度 附属学校課 通達等 平成２９年度特別支援教育就学奨励費支弁額報告 附属特別支援学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2017年度 附属学校課 通達等 平成２９年度個人別支給台帳 附属特別支援学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

１階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2017年度 附属学校課 調査 平成２９年度学校基本調査 附属特別支援学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2017年度 附属学校課 その他 平成２９年度預り金報告書 附属特別支援学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 平成２９年度預り金帳簿（管理棟） 附属特別支援学校長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 平成２９年度預り金帳簿（小学部） 附属特別支援学校長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 平成２９年度預り金帳簿（中学部） 附属特別支援学校長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 平成２９年度預り金帳簿（高等部） 附属特別支援学校長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2017年度 附属学校課 会計伝票 平成２９年度切手受払簿 附属特別支援学校長 2018/4/1 8年 2026/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2016年度 附属学校課 会計伝票 平成２８年度旅行命令簿 附属特別支援学校長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2016年度 附属学校課 会計伝票 平成２８年度謝金 附属特別支援学校長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2016年度 附属学校課 会計伝票 平成２８年度債務計上票等 附属特別支援学校長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2016年度 附属学校課 会計伝票 平成２８年度給食会計 附属特別支援学校長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2016年度 附属学校課 会計伝票 平成２８年度預り金帳簿（管理棟） 附属特別支援学校長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2016年度 附属学校課 会計伝票 平成２８年度預り金帳簿（小学部） 附属特別支援学校長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2016年度 附属学校課 会計伝票 平成２８年度預り金帳簿（中学部） 附属特別支援学校長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2016年度 附属学校課 会計伝票 平成２８年度預り金帳簿（高等部） 附属特別支援学校長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄
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2016年度 附属学校課 会計伝票 平成２８年度切手受払簿 附属特別支援学校長 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2015年度 附属学校課 会計伝票 平成２７年度旅行命令簿 附属特別支援学校長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2015年度 附属学校課 会計伝票 平成２７年度謝金 附属特別支援学校長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2015年度 附属学校課 会計伝票 平成２７年度債務計上票等 附属特別支援学校長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2015年度 附属学校課 会計伝票 平成２７年度給食会計 附属特別支援学校長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2015年度 附属学校課 保健衛生 平成３８年度卒健康診断票・歯科検診票 附属特別支援学校長 2027/4/1 5年 2032/3/31 紙 １階保健室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2015年度 附属学校課 生徒指導 平成２７年度指導要録様式１（小学部） 附属特別支援学校長 2021/4/1 20年 2041/3/31 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2015年度 附属学校課 生徒指導 平成２７年度指導要録様式１（中学部） 附属特別支援学校長 2018/4/1 20年 2038/3/31 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2015年度 附属学校課 生徒指導 平成２７年度指導要録様式１（高等部） 附属特別支援学校長 2018/4/1 20年 2038/3/31 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2015年度 附属学校課 指導要録 平成２７年度指導要録様式２（小学部） 附属特別支援学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2015年度 附属学校課 指導要録 平成２７年度指導要録様式２（中学部） 附属特別支援学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2015年度 附属学校課 指導要録 平成２７年度指導要録様式２（高等部） 附属特別支援学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2015年度 附属学校課 学籍 平成２７年度卒業者台帳 附属特別支援学校長 2016/4/1 永久 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校

2015年度 附属学校課 会計伝票 平成２７年度預り金帳簿（管理棟） 附属特別支援学校長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2015年度 附属学校課 会計伝票 平成２７年度預り金帳簿（小学部） 附属特別支援学校長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2015年度 附属学校課 会計伝票 平成２７年度預り金帳簿（中学部） 附属特別支援学校長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2015年度 附属学校課 会計伝票 平成２７年度預り金帳簿（高等部） 附属特別支援学校長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2015年度 附属学校課 会計伝票 平成２７年度預り金帳簿（公開研修会） 附属特別支援学校長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2015年度 附属学校課 会計伝票 平成２７年度切手受払簿 附属特別支援学校長 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2014年度 附属学校課 会計伝票 平成２６年度旅行命令簿 附属特別支援学校長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2014年度 附属学校課 会計伝票 平成２６年度謝金 附属特別支援学校長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2014年度 附属学校課 会計伝票 平成２６年度債務計上票等 附属特別支援学校長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2014年度 附属学校課 会計伝票 平成２６年度給食会計 附属特別支援学校長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2014年度 附属学校課 保健衛生 平成３７年度卒健康診断票・歯科検診票 附属特別支援学校長 2026/4/1 5年 2031/3/31 紙 １階保健室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2014年度 附属学校課 生徒指導 平成２６年度指導要録様式１（小学部） 附属特別支援学校長 2020/4/1 20年 2040/3/31 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2014年度 附属学校課 生徒指導 平成２６年度指導要録様式１（中学部） 附属特別支援学校長 2017/4/1 20年 2037/3/31 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2014年度 附属学校課 生徒指導 平成２６年度指導要録様式１（高等部） 附属特別支援学校長 2017/4/1 20年 2037/3/31 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2014年度 附属学校課 指導要録 平成２６年度指導要録様式２（小学部） 附属特別支援学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2014年度 附属学校課 学籍 平成２６年度卒業者台帳 附属特別支援学校長 2015/4/1 永久 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校

2014年度 附属学校課 会計伝票 平成２６年度預り金帳簿（管理棟） 附属特別支援学校長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄
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2014年度 附属学校課 会計伝票 平成２６年度預り金帳簿（小学部） 附属特別支援学校長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2014年度 附属学校課 会計伝票 平成２６年度預り金帳簿（中学部） 附属特別支援学校長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2014年度 附属学校課 会計伝票 平成２６年度預り金帳簿（高等部） 附属特別支援学校長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2014年度 附属学校課 会計伝票 平成２６年度預り金帳簿（公開研修会） 附属特別支援学校長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2014年度 附属学校課 会計伝票 平成２６年度切手受払簿 附属特別支援学校長 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 １階事務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2013年度 附属学校課 保健衛生 平成３６年度卒健康診断票・歯科検診票 附属特別支援学校長 2025/4/1 5年 2030/4/1 紙 １階保健室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2013年度 附属学校課 生徒指導 平成２５年度指導要録様式１（小学部） 附属特別支援学校長 2019/4/1 20年 2039/3/31 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2013年度 附属学校課 生徒指導 平成２５年度指導要録様式１（中学部） 附属特別支援学校長 2016/4/1 20年 2036/3/31 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2013年度 附属学校課 生徒指導 平成２５年度指導要録様式１（高等部） 附属特別支援学校長 2016/4/1 20年 2036/3/31 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2013年度 附属学校課 指導要録 平成２５年度指導要録様式２（小学部） 附属特別支援学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2013年度 附属学校課 学籍 平成２５年度卒業者台帳 附属特別支援学校長 2014/4/1 永久 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校

2012年度 附属学校課 保健衛生 平成３５年度卒健康診断票・歯科検診票 附属特別支援学校長 2024/4/1 5年 2029/3/31 紙 １階保健室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2012年度 附属学校課 生徒指導 平成２４年度指導要録様式１（小学部） 附属特別支援学校長 2018/4/1 20年 2038/3/31 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2012年度 附属学校課 生徒指導 平成２４年度指導要録様式１（中学部） 附属特別支援学校長 2015/4/1 20年 2035/3/31 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2012年度 附属学校課 生徒指導 平成２４年度指導要録様式１（高等部） 附属特別支援学校長 2015/4/1 20年 2035/3/31 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2012年度 附属学校課 指導要録 平成２４年度指導要録様式２（小学部） 附属特別支援学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2012年度 附属学校課 学籍 平成２４年度卒業者台帳 附属特別支援学校長 2013/4/1 永久 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校

2011年度 附属学校課 保健衛生 平成３４年度卒健康診断票・歯科検診票 附属特別支援学校長 2023/4/1 5年 2028/3/31 紙 １階保健室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2011年度 附属学校課 生徒指導 平成２３年度指導要録様式１（小学部） 附属特別支援学校長 2017/4/1 20年 2037/3/31 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2011年度 附属学校課 生徒指導 平成２３年度指導要録様式１（中学部） 附属特別支援学校長 2014/4/1 20年 2034/3/31 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2011年度 附属学校課 生徒指導 平成２３年度指導要録様式１（高等部） 附属特別支援学校長 2014/4/1 20年 2034/3/31 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2011年度 附属学校課 学籍 平成２３年度卒業者台帳 附属特別支援学校長 2012/4/1 永久 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校

2010年度 学術部附属学校課 保健衛生 平成３３年度卒健康診断票・歯科検診票 附属特別支援学校長 2010/4/1 卒業後5年 2027/3/31 紙 保健室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2010年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録 平成２２年度指導要録 附属特別支援学校長 2010/4/1 20年 2031/3/31 紙 校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2009年度 学術部附属学校課 保健衛生 平成３２年度卒健康診断票・歯科検診票 附属特別支援学校長 2009/4/1 卒業後5年 2026/3/31 紙 保健室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2009年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録 平成２１年度指導要録 附属特別支援学校長 2009/4/1 20年 2030/3/31 紙 校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2008年度 学術部附属学校課 保健衛生 平成３１年度卒健康診断票・歯科検診票 附属特別支援学校長 2008/4/1 卒業後5年 2025/3/31 紙 保健室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2008年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録 平成２０年度指導要録 附属特別支援学校長 2008/4/1 20年 2029/3/31 紙 校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2007年度 学術部附属学校課 保健衛生 平成３０年度卒健康診断票・歯科検診票 附属特別支援学校長 2007/4/1 卒業後5年 2024/3/31 紙 保健室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2007年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録 平成１９年度指導要録 附属特別支援学校長 2007/4/1 20年 2028/3/31 紙 校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄
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2006年度 学術部附属学校課 保健衛生 平成２９年度卒健康診断票・歯科検診票 附属養護学校 2006/4/1 卒業後5年 2023/3/31 紙 保健室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2006年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録 平成１８年度指導要録 附属養護学校 2006/4/1 20年 2027/3/31 紙 校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2005年度 学術部附属学校課 儀式・行事 ４０周年記念行事・式典等 附属養護学校 2005/4/1 永久 紙 校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校

2005年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録 平成１７年度指導要録 附属養護学校 2005/4/1 20年 2026/3/31 紙 校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2004年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録 平成１６年度指導要録 附属養護学校 2004/4/1 20年 2025/3/31 紙 校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2003年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録 平成１５年度指導要録 附属養護学校 2003/4/1 20年 2024/3/31 紙 校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2002年度 学術部附属学校課 生徒・児童・幼児記録 平成１４年度指導要録 附属養護学校 2002/4/1 20年 2023/3/31 紙 校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

1995年度 学術部附属学校課 儀式・行事 ３０周年記念行事・式典等 附属養護学校 1995/4/1 永久 紙 校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校

2021年度 附属学校課 行事・儀式 令和３年度入学式・卒業式 附属特別支援学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2021年度 附属学校課 行事・儀式 令和３年度運動会 附属特別支援学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階教務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2021年度 附属学校課 行事・儀式 令和３年度文化祭 附属特別支援学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階教務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2021年度 附属学校課 行事・儀式 令和３年度修学旅行 附属特別支援学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階小中高職員室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2021年度 附属学校課 行事・儀式 令和３月年度校外学習 附属特別支援学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階小中高職員室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2021年度 附属学校課 行事・儀式 令和３年度宿泊訓練 附属特別支援学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階小中高職員室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2021年度 附属学校課 行事・儀式 令和３年度臨海学舎 附属特別支援学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階小職員室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2021年度 附属学校課 行事・儀式 令和３年度林間学舎 附属特別支援学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階中職員室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2021年度 附属学校課 行事・儀式 令和３年度度雪あそび 附属特別支援学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階小職員室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2021年度 附属学校課 行事・儀式 令和３年度ハイキング 附属特別支援学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階中高職員室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2021年度 附属学校課 行事・儀式 令和３年度年間予定表 附属特別支援学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階教務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2021年度 附属学校課 職員会議 令和３年度職員会議 附属特別支援学校長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 １階教務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2021年度 附属学校課 服務 令和３年度研修願 附属特別支援学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2021年度 附属学校課 教育実習 令和３年度教育実習 附属特別支援学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2021年度 附属学校課 教育実習 令和３年度介護等体験 附属特別支援学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階教務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2021年度 附属学校課 保健衛生 令和１４年度卒健康診断票・歯科検診票 附属特別支援学校長 2033/4/1 5年 2038/3/31 紙 １階保健室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2021年度 附属学校課 保健衛生 令和３年度予防接種等問診票 附属特別支援学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階保健室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2021年度 附属学校課 保健衛生 令和３年度水質検査記録簿 附属特別支援学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階保健室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2021年度 附属学校課 保健衛生 令和３年度保健日誌 附属特別支援学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階保健室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2021年度 附属学校課 災害共済給付 令和３年度災害発生状況（スポーツ振興センター） 附属特別支援学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階保健室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2021年度 附属学校課 入学試験 令和３年度入学選考 附属特別支援学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2021年度 附属学校課 生徒指導 令和３年度指導要録様式１（小学部） 附属特別支援学校長 2027/4/1 20年 2047/3/31 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄
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2021年度 附属学校課 生徒指導 令和３年度指導要録様式１（中学部） 附属特別支援学校長 2024/4/1 20年 2044/3/31 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2021年度 附属学校課 生徒指導 令和３年度指導要録様式１（高学部） 附属特別支援学校長 2024/4/1 20年 2044/3/31 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2021年度 附属学校課 指導要録 令和３年度指導要録様式２（小学部） 附属特別支援学校長 2027/4/1 5年 2032/3/31 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2021年度 附属学校課 指導要録 令和３年度指導要録様式２（中学部） 附属特別支援学校長 2024/4/1 5年 2029/3/31 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2021年度 附属学校課 指導要録 令和３年度指導要録様式２（高等部） 附属特別支援学校長 2024/4/1 5年 2029/3/31 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2021年度 附属学校課 学籍 令和３年度卒業者台帳 附属特別支援学校長 2022/4/1 永久 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校

2021年度 附属学校課 教務 令和３年度出席簿 附属特別支援学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2021年度 附属学校課 その他 令和３年度学校日誌 附属特別支援学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2021年度 附属学校課 コロナ対応 令和３年度新型コロナウィルス感染対策 附属特別支援学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

１階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 移管

2021年度 附属学校課 学籍 令和３年度転入学・退学等 附属特別支援学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階教務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2021年度 附属学校課 研究会等 令和３年度研究会記録 附属特別支援学校長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 １階教務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2020年度 附属学校課 行事・儀式 令和２年度入学式・卒業式 附属特別支援学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2020年度 附属学校課 行事・儀式 令和２年度運動会 附属特別支援学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階教務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2020年度 附属学校課 行事・儀式 令和２年度文化祭 附属特別支援学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階教務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2020年度 附属学校課 行事・儀式 令和２年度修学旅行 附属特別支援学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階小中高職員室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2020年度 附属学校課 行事・儀式 令和２年度校外学習 附属特別支援学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階小中高職員室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2020年度 附属学校課 行事・儀式 令和２年度宿泊訓練 附属特別支援学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階小中高職員室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2020年度 附属学校課 行事・儀式 令和２年度臨海学舎 附属特別支援学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階小職員室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2020年度 附属学校課 行事・儀式 令和２年度林間学舎 附属特別支援学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階中職員室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2020年度 附属学校課 行事・儀式 令和２年度雪あそび 附属特別支援学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階小職員室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2020年度 附属学校課 行事・儀式 令和２年度ハイキング 附属特別支援学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階中高職員室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2020年度 附属学校課 行事・儀式 令和２年度年間予定表 附属特別支援学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階教務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2020年度 附属学校課 職員会議 令和２年度職員会議 附属特別支援学校長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 １階教務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2020年度 附属学校課 服務 令和２年度研修願 附属特別支援学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2020年度 附属学校課 教育実習 令和２年度教育実習 附属特別支援学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2020年度 附属学校課 教育実習 令和２年度介護等体験 附属特別支援学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階教務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2020年度 附属学校課 保健衛生 令和１３年度卒健康診断票・歯科検診票 附属特別支援学校長 2032/4/1 5年 2037/3/31 紙 １階保健室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2020年度 附属学校課 保健衛生 令和２年度予防接種等問診票 附属特別支援学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階保健室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2020年度 附属学校課 保健衛生 令和２年度水質検査記録簿 附属特別支援学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階保健室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2020年度 附属学校課 保健衛生 令和２年度保健日誌 附属特別支援学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階保健室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄
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2020年度 附属学校課 災害共済給付 令和２年度災害発生状況（スポーツ振興センター） 附属特別支援学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階保健室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2020年度 附属学校課 入学試験 令和２年度入学選考 附属特別支援学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2020年度 附属学校課 生徒指導 令和２年度指導要録様式１（小学部） 附属特別支援学校長 2026/4/1 20年 2046/3/31 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2020年度 附属学校課 生徒指導 令和２年度指導要録様式１（中学部） 附属特別支援学校長 2023/4/1 20年 2043/3/31 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2020年度 附属学校課 生徒指導 令和２年度指導要録様式１（高等部） 附属特別支援学校長 2023/4/1 20年 2043/3/31 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2020年度 附属学校課 指導要録 令和２年度指導要録様式２（小学部） 附属特別支援学校長 2026/4/1 5年 2031/3/31 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2020年度 附属学校課 指導要録 令和２年度指導要録様式２（中学部） 附属特別支援学校長 2023/4/1 5年 2028/3/31 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2020年度 附属学校課 指導要録 令和２年度指導要録様式２（高等部） 附属特別支援学校長 2023/4/1 5年 2028/3/31 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2020年度 附属学校課 学籍 令和２年度卒業者台帳 附属特別支援学校長 2021/4/1 永久 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校

2020年度 附属学校課 教務 令和２年度出席簿 附属特別支援学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2020年度 附属学校課 その他 令和２年度学校日誌 附属特別支援学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2020年度 附属学校課 コロナ対応 令和２年度新型コロナウィルス感染対策 附属特別支援学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31
電子媒体：共有
サーバー内

１階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 移管

2020年度 附属学校課 学籍 令和２年度転入学・退学等 附属特別支援学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階教務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2020年度 附属学校課 研究会等 令和２年度研究会記録 附属特別支援学校長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 １階教務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2019年度 附属学校課 行事・儀式 平成３１年度入学式・卒業式 附属特別支援学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2019年度 附属学校課 行事・儀式 令和元年度運動会 附属特別支援学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階教務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2019年度 附属学校課 行事・儀式 令和元年度文化祭 附属特別支援学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階教務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2019年度 附属学校課 行事・儀式 平成３１年度修学旅行 附属特別支援学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階小中高職員室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2019年度 附属学校課 行事・儀式 平成３１年度校外学習 附属特別支援学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階小中高職員室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2019年度 附属学校課 行事・儀式 平成３１年度宿泊訓練 附属特別支援学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階小中高職員室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2019年度 附属学校課 行事・儀式 平成３１年度臨海学舎 附属特別支援学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階小職員室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2019年度 附属学校課 行事・儀式 令和元年度林間学舎 附属特別支援学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階中職員室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2019年度 附属学校課 行事・儀式 平成３１年度雪あそび 附属特別支援学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階小職員室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2019年度 附属学校課 行事・儀式 平成３１年度ハイキング 附属特別支援学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階中高職員室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2019年度 附属学校課 行事・儀式 平成３１年度年間予定表 附属特別支援学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階教務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2019年度 附属学校課 職員会議 平成３１年度職員会議 附属特別支援学校長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 １階教務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2019年度 附属学校課 服務 平成３１年度研修願 附属特別支援学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2019年度 附属学校課 教育実習 平成３１年度教育実習 附属特別支援学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2019年度 附属学校課 教育実習 平成３１年度介護等体験 附属特別支援学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階教務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2019年度 附属学校課 保健衛生 令和１２年度卒健康診断票・歯科検診票 附属特別支援学校長 2031/4/1 5年 2036/3/31 紙 １階保健室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄
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2019年度 附属学校課 保健衛生 平成３１年度予防接種等問診票 附属特別支援学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階保健室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2019年度 附属学校課 保健衛生 平成３１年度水質検査記録簿 附属特別支援学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階保健室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2019年度 附属学校課 保健衛生 平成３１年度保健日誌 附属特別支援学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階保健室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2019年度 附属学校課 災害共済給付 平成３１年度災害発生状況（スポーツ振興センター） 附属特別支援学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階保健室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2019年度 附属学校課 入学試験 令和元年度入学選考 附属特別支援学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2019年度 附属学校課 生徒指導 令和元年度指導要録様式１（小学部） 附属特別支援学校長 2025/4/1 20年 2045/3/31 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2019年度 附属学校課 生徒指導 令和元年度指導要録様式１（中学部） 附属特別支援学校長 2022/4/1 20年 2042/3/31 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2019年度 附属学校課 生徒指導 令和元年度指導要録様式１（高等部） 附属特別支援学校長 2022/4/1 20年 2042/3/31 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2019年度 附属学校課 指導要録 平成３１年度指導要録様式２（小学部） 附属特別支援学校長 2025/4/1 5年 2030/3/31 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2019年度 附属学校課 指導要録 平成３１年度指導要録様式２（中学部） 附属特別支援学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2019年度 附属学校課 指導要録 平成３１年度指導要録様式２（高等部） 附属特別支援学校長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2019年度 附属学校課 学籍 令和元年度卒業者台帳 附属特別支援学校長 2020/4/1 永久 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校

2019年度 附属学校課 教務 平成３１年度出席簿 附属特別支援学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2019年度 附属学校課 その他 平成３１年度学校日誌 附属特別支援学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2019年度 附属学校課 学籍 平成３１年度転入学・退学等 附属特別支援学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階教務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2019年度 附属学校課 研究会等 平成３１年度研究会記録 附属特別支援学校長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 １階教務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2018年度 附属学校課 行事・儀式 平成３０年度入学式・卒業式 附属特別支援学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2018年度 附属学校課 行事・儀式 平成３０年度ふようまつり 附属特別支援学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階教務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2018年度 附属学校課 行事・儀式 平成３０年度修学旅行 附属特別支援学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階小中高職員室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2018年度 附属学校課 行事・儀式 平成３０年度校外学習 附属特別支援学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階小中高職員室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2018年度 附属学校課 行事・儀式 平成３０年度宿泊訓練 附属特別支援学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階小中高職員室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2018年度 附属学校課 行事・儀式 平成３０年度臨海学舎 附属特別支援学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階小職員室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2018年度 附属学校課 行事・儀式 平成３０年度林間学舎 附属特別支援学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階中職員室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2018年度 附属学校課 行事・儀式 平成３０年度雪あそび 附属特別支援学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階小職員室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2018年度 附属学校課 行事・儀式 平成３０年度ハイキング 附属特別支援学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階中高職員室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2018年度 附属学校課 行事・儀式 平成３０年度年間予定表 附属特別支援学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階教務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2018年度 附属学校課 服務 平成３０年度研修願 附属特別支援学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2018年度 附属学校課 教育実習 平成３０年度教育実習 附属特別支援学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2018年度 附属学校課 教育実習 平成３０年度介護等体験 附属特別支援学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階教務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2018年度 附属学校課 保健衛生 平成４１年度卒健康診断票・歯科検診票 附属特別支援学校長 2030/4/1 5年 2035/3/31 紙 １階保健室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄
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2018年度 附属学校課 保健衛生 平成３０年度予防接種等問診票 附属特別支援学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階保健室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2018年度 附属学校課 保健衛生 平成３０年度水質検査記録簿 附属特別支援学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階保健室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2018年度 附属学校課 保健衛生 平成３０年度保健日誌 附属特別支援学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階保健室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2018年度 附属学校課 災害共済給付 平成３０年度災害発生状況（スポーツ振興センター） 附属特別支援学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階保健室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2018年度 附属学校課 入学試験 平成３０年度入学選考 附属特別支援学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2018年度 附属学校課 生徒指導 平成３０年度指導要録様式１（小学部） 附属特別支援学校長 2024/4/1 20年 2044/3/31 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2018年度 附属学校課 生徒指導 平成３０年度指導要録様式１（中学部） 附属特別支援学校長 2021/4/1 20年 2041/3/31 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2018年度 附属学校課 生徒指導 平成３０年度指導要録様式１（高等部） 附属特別支援学校長 2021/4/1 20年 2041/3/31 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2018年度 附属学校課 指導要録 平成３０年度指導要録様式２（小学部） 附属特別支援学校長 2024/4/1 5年 2029/3/31 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2018年度 附属学校課 指導要録 平成３０年度指導要録様式２（中学部） 附属特別支援学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2018年度 附属学校課 指導要録 平成３０年度指導要録様式２（高等部） 附属特別支援学校長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2018年度 附属学校課 学籍 平成３０年度卒業者台帳 附属特別支援学校長 2019/4/1 永久 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校

2018年度 附属学校課 教務 平成３０年度出席簿 附属特別支援学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2018年度 附属学校課 その他 平成３０年度学校日誌 附属特別支援学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2018年度 附属学校課 学籍 平成３０年度転入学・退学等 附属特別支援学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階教務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2017年度 附属学校課 行事・儀式 平成２９年度入学式・卒業式 附属特別支援学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2017年度 附属学校課 行事・儀式 平成２９年度ふようまつり 附属特別支援学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階教務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2017年度 附属学校課 行事・儀式 平成２９年度修学旅行 附属特別支援学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階小中高職員室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2017年度 附属学校課 行事・儀式 平成２９年度校外学習 附属特別支援学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階小中高職員室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2017年度 附属学校課 行事・儀式 平成２９年度宿泊訓練 附属特別支援学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階小中高職員室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2017年度 附属学校課 行事・儀式 平成２９年度臨海学舎 附属特別支援学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階小職員室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2017年度 附属学校課 行事・儀式 平成２９年度林間学舎 附属特別支援学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階中職員室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2017年度 附属学校課 行事・儀式 平成２９年度雪あそび 附属特別支援学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階小職員室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2017年度 附属学校課 行事・儀式 平成２９年度ハイキング 附属特別支援学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階中高職員室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2017年度 附属学校課 行事・儀式 平成２９年度年間予定表 附属特別支援学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階教務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2017年度 附属学校課 服務 平成２９年度研修願 附属特別支援学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2017年度 附属学校課 教育実習 平成２９年度教育実習 附属特別支援学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2017年度 附属学校課 教育実習 平成２９年度介護等体験 附属特別支援学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階教務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2017年度 附属学校課 保健衛生 平成４０年度卒健康診断票・歯科検診票 附属特別支援学校長 2029/4/1 5年 2034/3/31 紙 １階保健室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2017年度 附属学校課 保健衛生 平成２９年度予防接種等問診票 附属特別支援学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階保健室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄
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2017年度 附属学校課 保健衛生 平成２９年度水質検査記録簿 附属特別支援学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階保健室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2017年度 附属学校課 保健衛生 平成２９年度保健日誌 附属特別支援学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階保健室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2017年度 附属学校課 災害共済給付 平成２９年度災害発生状況（スポーツ振興センター） 附属特別支援学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階保健室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2017年度 附属学校課 入学試験 平成２９年度入学選考 附属特別支援学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2017年度 附属学校課 生徒指導 平成２９年度指導要録様式１（小学部） 附属特別支援学校長 2023/4/1 20年 2043/3/31 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2017年度 附属学校課 生徒指導 平成２９年度指導要録様式１（中学部） 附属特別支援学校長 2020/4/1 20年 2040/3/31 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2017年度 附属学校課 生徒指導 平成２９年度指導要録様式１（高等部） 附属特別支援学校長 2020/4/1 20年 2040/3/31 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2017年度 附属学校課 指導要録 平成２９年度指導要録様式２（小学部） 附属特別支援学校長 2023/4/1 5年 2028/3/31 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2017年度 附属学校課 指導要録 平成２９年度指導要録様式２（中学部） 附属特別支援学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2017年度 附属学校課 指導要録 平成２９年度指導要録様式２（高等部） 附属特別支援学校長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2017年度 附属学校課 学籍 平成２９年度卒業者台帳 附属特別支援学校長 2018/4/1 永久 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校

2017年度 附属学校課 教務 平成２９年度出席簿 附属特別支援学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2017年度 附属学校課 その他 平成２９年度学校日誌 附属特別支援学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2017年度 附属学校課 学籍 平成２９年度転入学・退学等 附属特別支援学校長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 １階教務室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2016年度 附属学校課 保健衛生 平成３９年度卒健康診断票・歯科検診票 附属特別支援学校長 2028/4/1 5年 2033/3/31 紙 １階保健室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2016年度 附属学校課 生徒指導 平成２８年度指導要録様式１（小学部） 附属特別支援学校長 2022/4/1 20年 2042/3/31 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2016年度 附属学校課 生徒指導 平成２８年度指導要録様式１（中学部） 附属特別支援学校長 2019/4/1 20年 2039/3/31 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2016年度 附属学校課 生徒指導 平成２８年度指導要録様式１（高等部） 附属特別支援学校長 2019/4/1 20年 2039/3/31 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2016年度 附属学校課 指導要録 平成２８年度指導要録様式２（小学部） 附属特別支援学校長 2023/4/1 5年 2028/3/31 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2016年度 附属学校課 指導要録 平成２８年度指導要録様式２（中学部） 附属特別支援学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2016年度 附属学校課 指導要録 平成２８年度指導要録様式２（高等部） 附属特別支援学校長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校 廃棄

2016年度 附属学校課 学籍 平成２８年度卒業者台帳 附属特別支援学校長 2017/4/1 永久 紙 １階校長室 附属特別支援学校長 附属特別支援学校
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