
文　書　分　類 文　書　分　類 名称 保存期間

大分類 中分類 （小分類） 満了日

平成２０年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 ４大学経済学部長・事務長会議 2009/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2014/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 ４大学経済学部長・事務長会議 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2015/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 ４大学経済学部長・事務長会議 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 ４大学経済学部長・事務長会議 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 ４大学経済学部長・事務長会議 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成１５年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 ＲＡ（リサーチ・アシスタント） 2004/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部総務企画係 人事事務センター 10年 廃棄

平成１６年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 ＲＡ（リサーチ・アシスタント） 2005/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成１７年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 ＲＡ（リサーチ・アシスタント） 2006/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2016/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成１８年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 ＲＡ（リサーチ・アシスタント） 2007/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2017/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成１９年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 ＲＡ（リサーチ・アシスタント） 2008/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2018/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成２０年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 ＲＡ（リサーチ・アシスタント） 2009/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2019/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成２１年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 ＲＡ（リサーチ・アシスタント） 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2020/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成２２年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 ＲＡ（リサーチ・アシスタント） 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2021/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成２３年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 ＲＡ（リサーチ・アシスタント） 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2022/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成２４年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 ＲＡ（リサーチ・アシスタント） 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2023/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成１５年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 ＴＡ（ティーチング・アシスタント） 2004/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部総務企画係 人事事務センター 10年 廃棄

平成１６年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 ＴＡ（ティーチング・アシスタント） 2005/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成１７年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 ＴＡ（ティーチング・アシスタント） 2006/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2016/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成１８年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 ＴＡ（ティーチング・アシスタント） 2007/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2017/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成１９年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 ＴＡ（ティーチング・アシスタント） 2008/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2018/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成２０年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 ＴＡ（ティーチング・アシスタント） 2009/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2019/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成２１年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 ＴＡ（ティーチング・アシスタント） 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2020/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成２２年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 ＴＡ（ティーチング・アシスタント） 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2021/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成２３年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 ＴＡ（ティーチング・アシスタント） 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2022/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成２４年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 ＴＡ（ティーチング・アシスタント） 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2023/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 安全保障輸出管理に関する文書 安全保障輸出管理 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2020/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 7年 廃棄

平成２０年度 職員の人事に関する事項 外国人研究員の雇用に関する文書 外国人研究員 2009/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２１年度 職員の人事に関する事項 外国人研究員の雇用に関する文書 外国人研究員 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２２年度 職員の人事に関する事項 外国人研究員の雇用に関する文書 外国人研究員 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2016/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２３年度 職員の人事に関する事項 外国人研究員の雇用に関する文書 外国人研究員 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2017/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２４年度 職員の人事に関する事項 外国人研究員の雇用に関する文書 外国人研究員 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２０年度 学術研究に関する事項 研究助成に関する文書 外国人研究者申請書 2009/4/1 紙 A棟1F事務室書架 2014/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２１年度 学術研究に関する事項 研究助成に関する文書 外国人研究者申請書 2010/4/1 紙 A棟1F事務室書架 2015/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２２年度 学術研究に関する事項 研究助成に関する文書 外国人研究者申請書 2011/4/1 紙 A棟1F事務室書架 2016/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２３年度 学術研究に関する事項 研究助成に関する文書 外国人研究者申請書 2012/4/1 紙 A棟1F事務室書架 2017/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２４年度 学術研究に関する事項 研究助成に関する文書 外国人研究者申請書 2013/4/1 紙 A棟1F事務室書架 2018/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２２年度 その他
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５
年保存が必要であると認める文書

各種証明書 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2014/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 3年 廃棄

平成２３年度 その他
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５
年保存が必要であると認める文書

各種証明書 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2015/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 3年 廃棄

平成２４年度 その他
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５
年保存が必要であると認める文書

各種証明書 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 3年 廃棄

平成２０年度 学術研究に関する事項 研究助成に関する文書 学術振興基金 2009/4/1 紙 A棟1F事務室書架 2014/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 当該事業終了後5年 廃棄

平成２１年度 学術研究に関する事項 研究助成に関する文書 学術振興基金 2010/4/1 紙 A棟1F事務室書架 2015/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 当該事業終了後5年 廃棄
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平成２２年度 学術研究に関する事項 研究助成に関する文書 学術振興基金 2011/4/1 紙 A棟1F事務室書架 2016/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 当該事業終了後5年 廃棄

平成２３年度 学術研究に関する事項 研究助成に関する文書 学術振興基金 2012/4/1 紙 A棟1F事務室書架 2017/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 当該事業終了後5年 廃棄

平成２４年度 学術研究に関する事項 研究助成に関する文書 学術振興基金 2013/4/1 紙 A棟1F事務室書架 2018/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 当該事業終了後5年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 学長・理事との懇談会 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 学長・理事との懇談会 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 学部長の選考に関する文書 学部長選挙 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 無期限 廃棄

平成２０年度 その他
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５
年保存が必要であると認める文書

過半数代表者の選出について 2009/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2014/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 企画運営委員会 2009/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 企画運営委員会 2010/4/1 紙 A棟1F事務室書架 2015/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 企画運営委員会 2011/4/1 紙 A棟1F事務室書架 2016/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 企画運営委員会 2012/4/1 紙 A棟1F事務室書架 2017/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 企画運営委員会 2013/4/1 紙 A棟1F事務室書架 2018/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２３年度 その他
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５
年保存が必要であると認める文書

寄附講座 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２４年度 その他
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５
年保存が必要であると認める文書

寄附講座 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２０年度 学術研究に関する事項 研究助成に関する文書 教育研究後援財団助成事業 2009/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 当該事業終了後5年 廃棄

平成２１年度 学術研究に関する事項 研究助成に関する文書 教育研究後援財団助成事業 2010/4/1 紙 A棟1F事務室書架 2015/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 当該事業終了後5年 廃棄

平成２２年度 学術研究に関する事項 研究助成に関する文書 教育研究後援財団助成事業 2011/4/1 紙 A棟1F事務室書架 2016/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 当該事業終了後5年 廃棄

平成２３年度 学術研究に関する事項 研究助成に関する文書 教育研究後援財団助成事業 2012/4/1 紙 A棟1F事務室書架 2017/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 当該事業終了後5年 廃棄

平成２４年度 学術研究に関する事項 研究助成に関する文書 教育研究後援財団助成事業 2013/4/1 紙 A棟1F事務室書架 2018/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 当該事業終了後5年 廃棄

平成１５年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 教員公募 2004/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成１６年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 教員公募 2005/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成１７年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 教員公募 2006/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2016/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成１８年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 教員公募 2007/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2017/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成１９年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 教員公募 2008/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2018/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成２０年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 教員公募 2009/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2019/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成２１年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 教員公募 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2020/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成２２年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 教員公募 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2021/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成２３年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 教員公募 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2022/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成２４年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 教員公募 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2023/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成２０年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 勤務時間等状況表 2009/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２１年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 勤務時間等状況表 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２２年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 勤務時間等状況表 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2016/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２３年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 勤務時間等状況表 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2017/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２４年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 勤務時間等状況表 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2018/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成１５年度 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 勤務成績良好者 2004/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成１６年度 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 勤務成績良好者 2005/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成１７年度 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 勤務成績良好者 2006/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2016/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成１８年度 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 勤務成績良好者 2007/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2017/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成２０年度 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 勤務成績良好者 2009/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成２１年度 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 勤務成績良好者 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成２２年度 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 勤務成績良好者 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2016/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄
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平成２３年度 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 勤務成績良好者 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2022/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成２４年度 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 勤務成績良好者 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2023/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 経済学部改革準備委員会 2012/4/1 紙 A棟1F事務室書架 2017/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 経済学部改革準備委員会 2013/4/1 紙 A棟1F事務室書架 2018/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成１７年度 職員の人事に関する事項 栄典・表彰に関する文書 功績賞 2006/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2016/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成１８年度 職員の人事に関する事項 栄典・表彰に関する文書 功績賞 2007/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2017/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成１９年度 職員の人事に関する事項 栄典・表彰に関する文書 功績賞 2008/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2018/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成２０年度 職員の人事に関する事項 栄典・表彰に関する文書 功績賞 2009/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2019/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成２１年度 職員の人事に関する事項 栄典・表彰に関する文書 功績賞 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2020/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成２２年度 職員の人事に関する事項 栄典・表彰に関する文書 功績賞 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2021/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成２３年度 職員の人事に関する事項 栄典・表彰に関する文書 功績賞 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2022/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成２４年度 職員の人事に関する事項 栄典・表彰に関する文書 功績賞 2013/4/1 紙 A棟1F事務室書架 2023/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等に関する文書 広報原稿 2009/4/1 紙 A棟1F事務室書架 2014/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等に関する文書 広報原稿 2010/4/1 紙 A棟1F事務室書架 2015/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等に関する文書 広報原稿 2011/4/1 紙 A棟1F事務室書架 2016/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等に関する文書 広報原稿 2012/4/1 紙 A棟1F事務室書架 2017/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等に関する文書 広報原稿 2013/4/1 紙 A棟1F事務室書架 2018/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 国際交流委員会 2009/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2014/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 国際交流委員会 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2015/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 国際交流委員会 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 国際交流委員会 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 国際交流委員会 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 人件費所要額調 2009/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 人件費所要額調 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 人件費所要額調 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2016/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 人件費所要額調 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2017/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 人件費所要額調 2013/4/1 紙 A棟1F事務室書架 2018/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成１５年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 人事計画 2004/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成１６年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 人事計画 2005/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成１７年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 人事計画 2006/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2016/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成１８年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 人事計画 2007/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2017/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成１９年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 人事計画 2008/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2018/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成２０年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 人事計画 2009/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2019/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成２１年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 人事計画 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2020/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成２２年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 人事計画 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2021/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成２３年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 人事計画 2012/4/1 紙 A棟1F事務室書架 2022/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成２４年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 人事計画 2013/4/1 紙 A棟1F事務室書架 2023/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成２３年度 職員の人事に関する事項 評価に関する文書 人事評価 2012/4/1 紙 A棟1F事務室書架 2014/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 2年 廃棄

平成２４年度 職員の人事に関する事項 評価に関する文書 人事評価 2013/4/1 紙 A棟1F事務室書架 2015/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 2年 廃棄

平成１８年度 管理運営に関する事項 内部監査・監事監査資料に関する資料 内部監査・監事監査資料 2007/4/1 紙 A棟1F事務室書架 2017/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成１９年度 管理運営に関する事項 内部監査・監事監査資料に関する資料 内部監査・監事監査資料 2008/4/1 紙 A棟1F事務室書架 2018/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 内部監査・監事監査資料に関する資料 内部監査・監事監査資料 2009/4/1 紙 A棟1F事務室書架 2019/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 内部監査・監事監査資料に関する資料 内部監査・監事監査資料 2010/4/1 紙 A棟1F事務室書架 2020/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄
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平成２２年度 管理運営に関する事項 内部監査・監事監査資料に関する資料 内部監査・監事監査資料 2011/4/1 紙 A棟1F事務室書架 2021/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 内部監査・監事監査資料に関する資料 内部監査・監事監査資料 2012/4/1 紙 A棟1F事務室書架 2022/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 内部監査・監事監査資料に関する資料 内部監査・監事監査資料 2013/4/1 紙 A棟1F事務室書架 2023/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 本法人が主催する記念行事に関する文書 入学式，卒業式 2009/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2014/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 本法人が主催する記念行事に関する文書 入学式，卒業式 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2015/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 本法人が主催する記念行事に関する文書 入学式，卒業式 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 本法人が主催する記念行事に関する文書 入学式，卒業式 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 本法人が主催する記念行事に関する文書 入学式，卒業式 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 外部評価に関する資料 認証評価 2010/4/1 紙 A棟1F事務室書架 2040/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 30年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 外部評価に関する文書 認証評価 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2043/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 30年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 東アジア研究科運営委員会 2009/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 東アジア研究科運営委員会 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 東アジア研究科運営委員会 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 東アジア研究科運営委員会 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 東アジア研究科運営委員会 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 研究科長の選考に関する文書 東アジア研究科長選挙 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 無期限 廃棄

平成１２年度 管理運営に関する事項 研究科長の選考に関する文書 東アジア研究科長選挙 2001/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

平成１６年度 管理運営に関する事項 研究科長の選考に関する文書 東アジア研究科長選挙 2005/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

平成１８年度 管理運営に関する事項 研究科長の選考に関する文書 東アジア研究科長選挙 2007/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 無期限 廃棄

平成１９年度 管理運営に関する事項 外部評価に関する資料 法人評価 2008/4/1 紙 A棟1F事務室書架 2038/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 30年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 外部評価に関する資料 法人評価 2009/4/1 紙 A棟1F事務室書架 2039/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 30年 廃棄

平成２１年度 その他
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５
年保存が必要であると認める文書

過半数代表者・意向調書通知・山東大学 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2015/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務・予算係 5年 廃棄

平成２２年度 その他
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５
年保存が必要であると認める文書

過半数代表者・意向調書通知・山東大学 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務・予算係 5年 廃棄

平成２３年度 その他
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５
年保存が必要であると認める文書

過半数代表者・意向調書通知・山東大学 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２４年度 その他
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５
年保存が必要であると認める文書

過半数代表者・意向調書通知・山東大学 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 渡航に関する法人内通知文書 海外渡航報告 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2014/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 3年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 渡航に関する法人内通知文書 海外渡航報告 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2015/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 3年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 渡航に関する法人内通知文書 海外渡航報告 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 3年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 各種委員会委員 2009/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2014/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 各種委員会委員 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2015/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 各種委員会委員 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 各種委員会委員 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 各種委員会委員 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２２年度 職員の人事に関する事項 研修に関する文書 各種研修会・講習会 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 3年 廃棄

平成２３年度 職員の人事に関する事項 研修に関する文書 各種研修会・講習会 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 3年 廃棄

平成２４年度 職員の人事に関する事項 研修に関する文書 各種研修会・講習会 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 3年 廃棄

平成２１年度 学術研究に関する事項 学術研究に関する文書 各種事業（研究費）公募 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2015/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務・予算係 当該事業終了後5年 廃棄

平成２２年度 学術研究に関する事項 学術研究に関する文書 各種事業（研究費）公募 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務・予算係 当該事業終了後5年 廃棄

平成２３年度 学術研究に関する事項 学術研究に関する文書 各種事業（研究費）公募 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 当該事業終了後5年 廃棄

平成２４年度 学術研究に関する事項 学術研究に関する文書 各種事業（研究費）公募 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 当該事業終了後5年 廃棄



文　書　分　類 文　書　分　類 名称 保存期間

大分類 中分類 （小分類） 満了日

作成・取得年
度等

起算日 備考管理者 作成・取得者 保存期間
保存期間満
了後の措置

媒体の種別 保存場所

平成１年度 管理運営に関する事項 学長の選考に関する文書 学長選挙 1990/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

平成４年度 管理運営に関する事項 学長の選考に関する文書 学長選挙 1993/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

平成７年度 管理運営に関する事項 学長の選考に関する文書 学長選挙 1996/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

平成１０年度 管理運営に関する事項 学長の選考に関する文書 学長選挙 1999/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

平成１３年度 管理運営に関する事項 学長の選考に関する文書 学長選挙 2002/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 本法人内通知文書で重要な文書 学内規則通知 2009/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 本法人内通知文書で重要な文書 学内規則通知 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 本法人内通知文書で重要な文書 学内規則通知 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2016/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 本法人内通知文書で重要な文書 学内規則通知 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2017/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 本法人内通知文書で重要な文書 学内規則通知 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

昭和４７年度 管理運営に関する事項 学長の選考に関する文書 学部長・学長選挙 1974/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和４８年度 管理運営に関する事項 学長の選考に関する文書 学部長・学長選挙 1975/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和５８年度 管理運営に関する事項 学部長の選考に関する文書 学部長・学長選挙 1984/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

平成１７年度 管理運営に関する事項 学部長の選考に関する文書 学部長・学長選挙 2006/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 無期限 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 学部長の選考に関する文書 学部長・学長選挙 2010/4/1 紙 A棟1F事務室書架 なし 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 無期限 廃棄

昭和５０年度 管理運営に関する事項 学部長の選考に関する文書 学部長選挙 1977/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和５２年度 管理運営に関する事項 学部長の選考に関する文書 学部長選挙 1979/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和６２年度 管理運営に関する事項 学部長の選考に関する文書 学部長選挙 1988/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

平成１年度 管理運営に関する事項 学部長の選考に関する文書 学部長選挙 1990/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

平成３年度 管理運営に関する事項 学部長の選考に関する文書 学部長選挙 1992/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

平成９年度 管理運営に関する事項 学部長の選考に関する文書 学部長選挙 1998/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

平成１１年度 管理運営に関する事項 学部長の選考に関する文書 学部長選挙 2000/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

平成１９年度 管理運営に関する事項 学部長の選考に関する文書 学部長選挙 2008/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 無期限 廃棄

昭和５０年度 管理運営に関する事項 諸規則の制定・改廃に関する文書 学部内規則 1976/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和５１年度 管理運営に関する事項 諸規則の制定・改廃に関する文書 学部内規則 1977/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和５２年度 管理運営に関する事項 諸規則の制定・改廃に関する文書 学部内規則 1978/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和５３年度 管理運営に関する事項 諸規則の制定・改廃に関する文書 学部内規則 1979/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和５４年度 管理運営に関する事項 諸規則の制定・改廃に関する文書 学部内規則 1980/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和５５年度 管理運営に関する事項 諸規則の制定・改廃に関する文書 学部内規則 1981/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和５６年度 管理運営に関する事項 諸規則の制定・改廃に関する文書 学部内規則 1982/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和５７年度 管理運営に関する事項 諸規則の制定・改廃に関する文書 学部内規則 1983/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和５８年度 管理運営に関する事項 諸規則の制定・改廃に関する文書 学部内規則 1984/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和５９年度 管理運営に関する事項 諸規則の制定・改廃に関する文書 学部内規則 1985/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和６０年度 管理運営に関する事項 諸規則の制定・改廃に関する文書 学部内規則 1986/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和６１年度 管理運営に関する事項 諸規則の制定・改廃に関する文書 学部内規則 1987/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和６２年度 管理運営に関する事項 諸規則の制定・改廃に関する文書 学部内規則 1988/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和６３年度 管理運営に関する事項 諸規則の制定・改廃に関する文書 学部内規則 1989/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

平成１年度 管理運営に関する事項 諸規則の制定・改廃に関する文書 学部内規則 1990/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

平成２年度 管理運営に関する事項 諸規則の制定・改廃に関する文書 学部内規則 1991/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

平成３年度 管理運営に関する事項 諸規則の制定・改廃に関する文書 学部内規則 1992/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

平成４年度 管理運営に関する事項 諸規則の制定・改廃に関する文書 学部内規則 1993/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

平成５年度 管理運営に関する事項 諸規則の制定・改廃に関する文書 学部内規則 1994/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

平成６年度 管理運営に関する事項 諸規則の制定・改廃に関する文書 学部内規則 1995/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄
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平成７年度 管理運営に関する事項 諸規則の制定・改廃に関する文書 学部内規則 1996/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

平成８年度 管理運営に関する事項 諸規則の制定・改廃に関する文書 学部内規則 1997/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

平成９年度 管理運営に関する事項 諸規則の制定・改廃に関する文書 学部内規則 1998/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

平成１０年度 管理運営に関する事項 諸規則の制定・改廃に関する文書 学部内規則 1999/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

平成１１年度 管理運営に関する事項 諸規則の制定・改廃に関する文書 学部内規則 2000/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

平成１２年度 管理運営に関する事項 諸規則の制定・改廃に関する文書 学部内規則 2001/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

平成１３年度 管理運営に関する事項 諸規則の制定・改廃に関する文書 学部内規則 2002/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

平成１４年度 管理運営に関する事項 諸規則の制定・改廃に関する文書 学部内規則 2003/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 無期限 廃棄

平成１５年度 管理運営に関する事項 諸規則の制定・改廃に関する文書 学部内規則 2004/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 無期限 廃棄

平成１６年度 管理運営に関する事項 諸規則の制定・改廃に関する文書 学部内規則 2005/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 無期限 廃棄

平成１７年度 管理運営に関する事項 諸規則の制定・改廃に関する文書 学部内規則 2006/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 無期限 廃棄

平成１８年度 管理運営に関する事項 諸規則の制定・改廃に関する文書 学部内規則 2007/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 無期限 廃棄

平成１９年度 管理運営に関する事項 諸規則の制定・改廃に関する文書 学部内規則 2008/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 無期限 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 諸規則の制定・改廃に関する文書 学部内規則 2009/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 無期限 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 諸規則の制定・改廃に関する文書 学部内規則 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 無期限 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 諸規則の制定・改廃に関する文書 学部内規則 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 無期限 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 諸規則の制定・改廃に関する文書 学部内規則 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 無期限 廃棄

昭和４８年度 管理運営に関する事項 諸規則の制定・改廃に関する文書 学部内規則 1974/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和４７年度 管理運営に関する事項 諸規則の制定・改廃に関する文書 学部内規則 1973/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和４６年度 管理運営に関する事項 諸規則の制定・改廃に関する文書 学部内規則 1972/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和４５年度 管理運営に関する事項 諸規則の制定・改廃に関する文書 学部内規則 1971/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和４４年度 管理運営に関する事項 諸規則の制定・改廃に関する文書 学部内規則 1970/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和４３年度 管理運営に関する事項 諸規則の制定・改廃に関する文書 学部内規則 1969/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和４２年度 管理運営に関する事項 諸規則の制定・改廃に関する文書 学部内規則 1968/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和４１年度 管理運営に関する事項 諸規則の制定・改廃に関する文書 学部内規則 1967/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和４０年度 管理運営に関する事項 諸規則の制定・改廃に関する文書 学部内規則 1966/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和３９年度 管理運営に関する事項 諸規則の制定・改廃に関する文書 学部内規則 1965/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和３８年度 管理運営に関する事項 諸規則の制定・改廃に関する文書 学部内規則 1964/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和３７年度 管理運営に関する事項 諸規則の制定・改廃に関する文書 学部内規則 1963/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和３５年度 管理運営に関する事項 諸規則の制定・改廃に関する文書 学部内規則 1961/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和３４年度 管理運営に関する事項 諸規則の制定・改廃に関する文書 学部内規則 1960/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和３３年度 管理運営に関する事項 諸規則の制定・改廃に関する文書 学部内規則 1959/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和３２年度 管理運営に関する事項 諸規則の制定・改廃に関する文書 学部内規則 1958/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和３１年度 管理運営に関する事項 諸規則の制定・改廃に関する文書 学部内規則 1957/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和３０年度 管理運営に関する事項 諸規則の制定・改廃に関する文書 学部内規則 1956/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和２９年度 管理運営に関する事項 諸規則の制定・改廃に関する文書 学部内規則 1955/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和２８年度 管理運営に関する事項 諸規則の制定・改廃に関する文書 学部内規則 1954/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和２７年度 管理運営に関する事項 諸規則の制定・改廃に関する文書 学部内規則 1953/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和２６年度 管理運営に関する事項 諸規則の制定・改廃に関する文書 学部内規則 1952/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和２５年度 管理運営に関する事項 諸規則の制定・改廃に関する文書 学部内規則 1951/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 諸規則の制定・改廃に関する文書 学部内規則 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 無期限 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 本法人内通知文書で重要な文書 企画・評価通知 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2020/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務・予算係 10年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 本法人内通知文書で重要な文書 企画・評価通知 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2021/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務・予算係 10年 廃棄
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平成２３年度 管理運営に関する事項 本法人内通知文書で重要な文書 企画・評価通知 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2022/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 本法人内通知文書で重要な文書 企画・評価通知 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2023/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成２１年度 その他
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので３０
年保存が必要であると認める文書

危機管理マニュアル 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2040/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務・予算係 30年 廃棄

平成２２年度 その他
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので３０
年保存が必要であると認める文書

危機管理マニュアル 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2041/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務・予算係 30年 廃棄

平成２０年度 職員の人事に関する事項 職員の諸手当に関する文書 期末・勤勉手当 2009/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２１年度 職員の人事に関する事項 職員の諸手当に関する文書 期末・勤勉手当 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２２年度 職員の人事に関する事項 職員の諸手当に関する文書 期末・勤勉手当 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2016/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２３年度 職員の人事に関する事項 職員の諸手当に関する文書 期末・勤勉手当 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2017/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２４年度 職員の人事に関する事項 職員の諸手当に関する文書 期末・勤勉手当 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２０年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 休暇簿 2009/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２１年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 休暇簿 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２２年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 休暇簿 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2016/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２３年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 休暇簿 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2017/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２４年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 休暇簿 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2018/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成１５年度 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 教育公務員法２１条兼業 2004/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部総務企画係 人事事務センター 10年 廃棄

昭和２５年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会 1951/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和２８年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会 1954/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和３０年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会 1956/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和３１年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会 1957/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和３２年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会 1958/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和３３年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会 1959/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和３４年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会 1960/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和３５年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会 1961/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和３６年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会 1962/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和３７年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会 1963/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和３８年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会 1964/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和３９年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会 1965/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和４０年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会 1966/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和４１年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会 1967/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和４２年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会 1968/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和４３年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会 1969/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和４４年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会 1970/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和４５年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会 1971/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和４６年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会 1972/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和４７年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会 1973/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和４８年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会 1974/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和４９年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会 1975/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和５０年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会 1976/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和５１年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会 1977/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和５２年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会 1978/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和５３年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会 1979/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄
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昭和５４年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会 1980/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和５５年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会 1981/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和５６年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会 1982/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和５７年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会 1983/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和５８年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会 1984/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和５９年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会 1985/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和６０年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会 1986/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和６１年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会 1987/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和６２年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会 1988/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和６３年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会 1989/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

平成１年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会 1990/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

平成２年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会 1991/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

平成３年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会 1992/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

平成４年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会 1993/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

平成５年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会 1994/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

平成６年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会 1995/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

平成７年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会 1996/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

平成８年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会 1997/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

平成９年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会 1998/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

平成１０年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会 1999/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

平成１１年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会 2000/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

平成１２年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会 2001/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

平成１３年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会 2002/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

平成１４年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会 2003/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 無期限 廃棄

平成１５年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会 2004/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 無期限 廃棄

平成１６年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会 2005/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 無期限 廃棄

平成１７年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会 2006/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 無期限 廃棄

平成１８年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会 2007/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 無期限 廃棄

平成１９年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会 2008/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 無期限 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会 2009/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 無期限 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会 2010/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 無期限 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 無期限 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 無期限 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 無期限 廃棄

平成２０年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 勤務時間報告書 2009/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２１年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 勤務時間報告書 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２２年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 勤務時間報告書 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2016/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２３年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 勤務時間報告書 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2017/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２４年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 勤務時間報告書 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

昭和５８年度 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧(保存用） 経済学部、大学院経済学研究科概要 1984/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 30年 廃棄

昭和５９年度 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧(保存用） 経済学部、大学院経済学研究科概要 1985/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 30年 廃棄

昭和６０年度 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧(保存用） 経済学部、大学院経済学研究科概要 1986/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2016/3/31 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 30年 廃棄

昭和６１年度 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧(保存用） 経済学部、大学院経済学研究科概要 1987/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2017/3/31 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 30年 廃棄
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昭和６２年度 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧(保存用） 経済学部、大学院経済学研究科概要 1988/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2018/3/31 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 30年 廃棄

昭和６３年度 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧(保存用） 経済学部、大学院経済学研究科概要 1989/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2019/3/31 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 30年 廃棄

平成１年度 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧(保存用） 経済学部、大学院経済学研究科概要 1990/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2020/3/31 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 30年 廃棄

平成２年度 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧(保存用） 経済学部、大学院経済学研究科概要 1991/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2021/3/31 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 30年 廃棄

平成３年度 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧(保存用） 経済学部、大学院経済学研究科概要 1992/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2022/3/31 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 30年 廃棄

平成４年度 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧(保存用） 経済学部、大学院経済学研究科概要 1993/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2023/3/31 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 30年 廃棄

平成５年度 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧(保存用） 経済学部、大学院経済学研究科概要 1994/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2024/3/31 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 30年 廃棄

平成６年度 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧(保存用） 経済学部、大学院経済学研究科概要 1995/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2025/3/31 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 30年 廃棄

平成７年度 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧(保存用） 経済学部、大学院経済学研究科概要 1996/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2026/3/31 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 30年 廃棄

平成８年度 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧(保存用） 経済学部、大学院経済学研究科概要 1997/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2027/3/31 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 30年 廃棄

平成９年度 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧(保存用） 経済学部、大学院経済学研究科概要 1998/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2028/3/31 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 30年 廃棄

平成１０年度 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧(保存用） 経済学部、大学院経済学研究科概要 1999/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2029/3/31 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 30年 廃棄

平成１１年度 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧(保存用） 経済学部、大学院経済学研究科概要 2000/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2030/3/31 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 30年 廃棄

平成１２年度 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧(保存用） 経済学部、大学院経済学研究科概要 2001/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2031/3/31 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 30年 廃棄

平成１３年度 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧(保存用） 経済学部、大学院経済学研究科概要 2002/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2032/3/31 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 30年 廃棄

平成１４年度 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧(保存用） 経済学部、大学院経済学研究科概要 2003/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2033/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 30年 廃棄

平成１５年度 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧(保存用） 経済学部、大学院経済学研究科概要 2004/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2034/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 30年 廃棄

平成１６年度 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧(保存用） 経済学部、大学院経済学研究科概要 2005/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2035/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 30年 廃棄

平成１７年度 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧(保存用） 経済学部、大学院経済学研究科概要 2006/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2036/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 30年 廃棄

平成１８年度 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧(保存用） 経済学部、大学院経済学研究科概要 2007/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2037/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 30年 廃棄

平成１９年度 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧(保存用） 経済学部、大学院経済学研究科概要 2008/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2038/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 30年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧(保存用） 経済学部、大学院経済学研究科概要 2009/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2039/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 30年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧(保存用） 経済学部、大学院経済学研究科概要 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2040/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 30年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧(保存用） 経済学部、大学院経済学研究科概要 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2041/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 30年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧(保存用） 経済学部、大学院経済学研究科概要 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2042/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 30年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧(保存用） 経済学部、大学院経済学研究科概要 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2043/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 30年 廃棄

平成４年度 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧(保存用） 経済学部活動報告書 1993/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2023/3/31 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 30年 廃棄

平成５年度 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧(保存用） 経済学部活動報告書 1994/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2024/3/31 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 30年 廃棄

平成６年度 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧(保存用） 経済学部活動報告書 1995/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2025/3/31 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 30年 廃棄

平成７年度 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧(保存用） 経済学部活動報告書 1996/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2026/3/31 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 30年 廃棄

平成８年度 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧(保存用） 経済学部活動報告書 1997/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2027/3/31 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 30年 廃棄

平成９年度 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧(保存用） 経済学部活動報告書 1998/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2028/3/31 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 30年 廃棄

平成１０年度 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧(保存用） 経済学部活動報告書 1999/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2029/3/31 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 30年 廃棄

平成１１年度 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧(保存用） 経済学部活動報告書 2000/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2030/3/31 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 30年 廃棄

平成１２年度 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧(保存用） 経済学部活動報告書 2001/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2031/3/31 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 30年 廃棄

平成１３年度 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧(保存用） 経済学部活動報告書 2002/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2032/3/31 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 30年 廃棄

平成１４年度 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧(保存用） 経済学部活動報告書 2003/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2033/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 30年 廃棄

平成１５年度 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧(保存用） 経済学部活動報告書 2004/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2034/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 30年 廃棄

平成１７年度 管理運営に関する事項
入学式，卒業式，学位記授与式その他本法人が主催する記念行
事に関するもので重要な文書

経済学部創立１００周年記念事業 2006/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成２０年度 その他
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５
年保存が必要であると認める文書

健康診断 2009/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２１年度 その他
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５
年保存が必要であると認める文書

健康診断 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄
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平成２２年度 その他
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５
年保存が必要であると認める文書

健康診断 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2016/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２３年度 その他
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５
年保存が必要であると認める文書

健康診断 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2017/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２４年度 その他
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５
年保存が必要であると認める文書

健康診断 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成１６年度 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業 2005/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成１７年度 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業 2006/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2016/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成１８年度 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業 2007/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2017/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成１９年度 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業 2008/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2018/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成２０年度 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業 2009/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2019/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成２１年度 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2020/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成２２年度 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2021/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成２３年度 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2022/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成２４年度 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2023/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

昭和５８年度 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業台帳 1984/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 30年 廃棄

昭和５９年度 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業台帳 1985/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 30年 廃棄

昭和６０年度 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業台帳 1986/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2016/3/31 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 30年 廃棄

昭和６１年度 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業台帳 1987/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2017/3/31 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 30年 廃棄

昭和６２年度 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業台帳 1988/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2018/3/31 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 30年 廃棄

昭和６３年度 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業台帳 1989/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2019/3/31 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 30年 廃棄

平成１年度 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業台帳 1990/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2020/3/31 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 30年 廃棄

平成２年度 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業台帳 1991/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2021/3/31 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 30年 廃棄

平成３年度 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業台帳 1992/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2022/3/31 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 30年 廃棄

平成４年度 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業台帳 1993/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2023/3/31 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 30年 廃棄

平成５年度 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業台帳 1994/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2024/3/31 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 30年 廃棄

平成６年度 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業台帳 1995/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2025/3/31 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 30年 廃棄

平成７年度 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業台帳 1996/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2026/3/31 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 30年 廃棄

平成８年度 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業台帳 1997/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2027/3/31 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 30年 廃棄

平成９年度 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業台帳 1998/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2028/3/31 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 30年 廃棄

平成１０年度 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業台帳 1999/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2029/3/31 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 30年 廃棄

平成１５年度 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業台帳 2004/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2034/3/31 経済学部総務企画係 人事事務センター 30年 廃棄

平成１６年度 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業台帳 2005/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2035/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 30年 廃棄

平成１７年度 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業台帳 2006/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2036/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 30年 廃棄

平成１８年度 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業台帳 2007/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2037/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 30年 廃棄

平成１９年度 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業台帳 2008/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2038/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 30年 廃棄

平成２０年度 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業台帳 2009/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2039/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 30年 廃棄

平成１１年度 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業台帳 2000/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2030/3/31 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 30年 廃棄

平成１２年度 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業台帳 2001/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2031/3/31 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 30年 廃棄

平成１３年度 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業台帳 2002/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2032/3/31 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 30年 廃棄

平成１４年度 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業台帳 2003/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2033/3/31 経済学部総務企画係 人事事務センター 30年 廃棄

平成２１年度 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業台帳 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2040/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 30年 廃棄

平成２２年度 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業台帳 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2041/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 30年 廃棄

平成２３年度 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業台帳 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2042/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 30年 廃棄
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平成２４年度 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業台帳 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2043/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 30年 廃棄

昭和５０年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 研究科委員会 1976/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和５１年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 研究科委員会 1977/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和５２年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 研究科委員会 1978/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和５３年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 研究科委員会 1979/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和５４年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 研究科委員会 1980/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和５５年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 研究科委員会 1981/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和５６年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 研究科委員会 1982/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和５７年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 研究科委員会 1983/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和５８年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 研究科委員会 1984/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和５９年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 研究科委員会 1985/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和６０年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 研究科委員会 1986/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和６１年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 研究科委員会 1987/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和６２年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 研究科委員会 1988/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和６３年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 研究科委員会 1989/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

平成１年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 研究科委員会 1990/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

平成２年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 研究科委員会 1991/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

平成３年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 研究科委員会 1992/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

平成４年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 研究科委員会 1993/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

平成５年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 研究科委員会 1994/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

平成６年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 研究科委員会 1995/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

平成７年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 研究科委員会 1996/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

平成８年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 研究科委員会 1997/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

平成９年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 研究科委員会 1998/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

平成１０年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 研究科委員会 1999/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

平成１１年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 研究科委員会 2000/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

平成１２年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 研究科委員会 2001/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

平成１３年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 研究科委員会 2002/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

平成１４年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 研究科委員会 2003/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 無期限 廃棄

平成１５年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 研究科委員会 2004/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 無期限 廃棄

平成１６年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 研究科委員会 2005/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 無期限 廃棄

平成１７年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 研究科委員会 2006/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 無期限 廃棄

平成１８年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 研究科委員会 2007/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 無期限 廃棄

平成１９年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 研究科委員会 2008/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 無期限 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 研究科委員会 2009/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 無期限 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 研究科委員会 2010/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 無期限 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 研究科委員会 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 無期限 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 研究科委員会 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 無期限 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 研究科委員会 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 無期限 廃棄

平成２１年度 その他
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５
年保存が必要であると認める文書

研究主体教員 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2015/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務・予算係 5年 廃棄

平成２２年度 その他
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５
年保存が必要であると認める文書

研究主体教員 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務・予算係 5年 廃棄
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平成２３年度 その他
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５
年保存が必要であると認める文書

研究主体教員 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２４年度 その他
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５
年保存が必要であると認める文書

研究主体教員 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２２年度 職員の人事に関する事項 研修に関する文書 研修願 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 3年 廃棄

平成２３年度 職員の人事に関する事項 研修に関する文書 研修願 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 3年 廃棄

平成２４年度 職員の人事に関する事項 研修に関する文書 研修願 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 3年 廃棄

昭和５０年度 管理運営に関する事項 公印の作成，廃止及び改刻に関する文書 公印管守 1976/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

平成６年度 管理運営に関する事項 公印の作成，廃止及び改刻に関する文書 公印管守 1995/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 週間・月間予定 行事予定・報告 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2014/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 1年 廃棄

平成１５年度 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 国家公務員法１０４条兼業 2004/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部総務企画係 人事事務センター 10年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 国立大学法人１２大学経済学部教員懇談会 2009/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2014/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 国立大学法人１２大学経済学部教員懇談会 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2015/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 国立大学法人１２大学経済学部教員懇談会 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 国立大学法人１２大学経済学部教員懇談会 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 国立大学法人１２大学経済学部教員懇談会 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 国立大学法人１２大学経済学部長・事務長会議 2009/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2014/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 国立大学法人１２大学経済学部長・事務長会議 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2015/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 国立大学法人１２大学経済学部長・事務長会議 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 国立大学法人１２大学経済学部長・事務長会議 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 国立大学法人１２大学経済学部長・事務長会議 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２０年度  管理運営に関する事項  本法人が発行する学報・広報・要覧等に関する文書  山口大学広報（ＹＵ） 2009/4/1 紙  Ａ棟１Ｆ事務室書架 2014/3/31 経済学部総務企画係  経済学部総務企画係  5年  廃棄

平成２１年度  管理運営に関する事項  本法人が発行する学報・広報・要覧等に関する文書  山口大学広報（ＹＵ） 2010/4/1 紙  Ａ棟１Ｆ事務室書架 2015/3/31 経済学部総務企画係  経済学部総務企画係  5年  廃棄

平成２２年度  管理運営に関する事項  本法人が発行する学報・広報・要覧等に関する文書  山口大学広報（ＹＵ） 2011/4/1 紙  Ａ棟１Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部総務企画係  経済学部総務企画係  5年  廃棄

平成２３年度  管理運営に関する事項  本法人が発行する学報・広報・要覧等に関する文書  山口大学広報（ＹＵ） 2012/4/1 紙  Ａ棟１Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部総務企画係  経済学部総務企画係  5年  廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等に関する文書 山口大学要覧・YU・学報 2009/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2014/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等に関する文書 山口大学要覧・YU・学報 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2015/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等に関する文書 山口大学要覧・YU・学報 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等に関する文書 山口大学要覧・YU・学報 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等に関する文書 山口大学要覧・YU・学報 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 本法人内通知文書で重要な文書 資格・栄誉 2009/4/1 紙 A棟1F事務室書架 2014/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 本法人内通知文書で重要な文書 資格・栄誉 2010/4/1 紙 A棟1F事務室書架 2015/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 本法人内通知文書で重要な文書 資格・栄誉 2011/4/1 紙 A棟1F事務室書架 2016/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 本法人内通知文書で重要な文書 資格・栄誉 2012/4/1 紙 A棟1F事務室書架 2017/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 本法人内通知文書で重要な文書 資格・栄誉 2013/4/1 紙 A棟1F事務室書架 2018/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２０年度 学術研究に関する事項 学術研究に関する文書 受託研究員 2009/4/1 紙 A棟1F事務室書架 2014/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２１年度 学術研究に関する事項 学術研究に関する文書 受託研究員 2010/4/1 紙 A棟1F事務室書架 2015/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２２年度 学術研究に関する事項 学術研究に関する文書 受託研究員 2011/4/1 紙 A棟1F事務室書架 2016/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２３年度 学術研究に関する事項 学術研究に関する文書 受託研究員 2012/4/1 紙 A棟1F事務室書架 2017/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２４年度 学術研究に関する事項 学術研究に関する文書 受託研究員 2013/4/1 紙 A棟1F事務室書架 2018/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２０年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 週休日の振替及び勤務時間の割振変更簿 2009/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２１年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 週休日の振替及び勤務時間の割振変更簿 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２２年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 週休日の振替及び勤務時間の割振変更簿 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2016/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄
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平成２３年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 週休日の振替及び勤務時間の割振変更簿 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2017/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２４年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 週休日の振替及び勤務時間の割振変更簿 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2018/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２０年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 出勤簿 2009/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２１年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 出勤簿 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２２年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 出勤簿 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2016/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２３年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 出勤簿 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2017/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２４年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 出勤簿 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2018/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２２年度  職員の人事に関する事項  職員の諸手当に関する文書  諸手当事後確認 2011/4/1 紙  Ａ棟１Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部総務企画係  経済学部総務企画係  3年  廃棄

平成２３年度  職員の人事に関する事項  職員の諸手当に関する文書  諸手当事後確認 2012/4/1 紙  Ａ棟１Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部総務企画係  経済学部総務企画係  3年  廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 人事委員会 2009/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 人事委員会 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

昭和２４年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 人事記録関係資料 1950/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 西日本地区国立大学経済・経営学部長・事務長会議 2009/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2014/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 西日本地区国立大学経済・経営学部長・事務長会議 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2015/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 西日本地区国立大学経済・経営学部長・事務長会議 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 西日本地区国立大学経済・経営学部長・事務長会議 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 西日本地区国立大学経済・経営学部長・事務長会議 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

昭和５８年度 その他
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので特
に重要であり，無期限保存が必要であると認められる文書

設置・廃止 1984/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和５９年度 その他
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので特
に重要であり，無期限保存が必要であると認められる文書

設置・廃止 1985/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和６０年度 その他
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので特
に重要であり，無期限保存が必要であると認められる文書

設置・廃止 1986/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和６１年度 その他
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので特
に重要であり，無期限保存が必要であると認められる文書

設置・廃止 1987/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和６２年度 その他
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので特
に重要であり，無期限保存が必要であると認められる文書

設置・廃止 1988/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和６３年度 その他
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので特
に重要であり，無期限保存が必要であると認められる文書

設置・廃止 1989/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

平成１年度 その他
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので特
に重要であり，無期限保存が必要であると認められる文書

設置・廃止 1990/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

平成２年度 その他
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので特
に重要であり，無期限保存が必要であると認められる文書

設置・廃止 1991/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

平成３年度 その他
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので特
に重要であり，無期限保存が必要であると認められる文書

設置・廃止 1992/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

平成４年度 その他
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので特
に重要であり，無期限保存が必要であると認められる文書

設置・廃止 1993/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

平成５年度 その他
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので特
に重要であり，無期限保存が必要であると認められる文書

設置・廃止 1994/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

平成６年度 その他
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので特
に重要であり，無期限保存が必要であると認められる文書

設置・廃止 1995/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

平成７年度 その他
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので特
に重要であり，無期限保存が必要であると認められる文書

設置・廃止 1996/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

平成８年度 その他
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので特
に重要であり，無期限保存が必要であると認められる文書

設置・廃止 1997/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

平成９年度 その他
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので特
に重要であり，無期限保存が必要であると認められる文書

設置・廃止 1998/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

平成１０年度 その他
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので特
に重要であり，無期限保存が必要であると認められる文書

設置・廃止 1999/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

平成１１年度 その他
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので特
に重要であり，無期限保存が必要であると認められる文書

設置・廃止 2000/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄



文　書　分　類 文　書　分　類 名称 保存期間

大分類 中分類 （小分類） 満了日

作成・取得年
度等

起算日 備考管理者 作成・取得者 保存期間
保存期間満
了後の措置

媒体の種別 保存場所

平成１２年度 その他
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので特
に重要であり，無期限保存が必要であると認められる文書

設置・廃止 2001/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

平成１３年度 その他
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので特
に重要であり，無期限保存が必要であると認められる文書

設置・廃止 2002/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

平成１６年度 その他
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので特
に重要であり，無期限保存が必要であると認められる文書

設置・廃止 2005/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 無期限 廃棄

昭和２４年度 その他
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので特
に重要であり，無期限保存が必要であると認められる文書

設置・廃止 1950/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和２５年度 その他
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので特
に重要であり，無期限保存が必要であると認められる文書

設置・廃止 1951/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和２６年度 その他
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので特
に重要であり，無期限保存が必要であると認められる文書

設置・廃止 1952/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和２７年度 その他
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので特
に重要であり，無期限保存が必要であると認められる文書

設置・廃止 1953/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和２８年度 その他
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので特
に重要であり，無期限保存が必要であると認められる文書

設置・廃止 1954/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和２９年度 その他
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので特
に重要であり，無期限保存が必要であると認められる文書

設置・廃止 1955/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和３０年度 その他
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので特
に重要であり，無期限保存が必要であると認められる文書

設置・廃止 1956/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和３１年度 その他
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので特
に重要であり，無期限保存が必要であると認められる文書

設置・廃止 1957/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和３２年度 その他
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので特
に重要であり，無期限保存が必要であると認められる文書

設置・廃止 1958/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和３３年度 その他
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので特
に重要であり，無期限保存が必要であると認められる文書

設置・廃止 1959/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和３４年度 その他
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので特
に重要であり，無期限保存が必要であると認められる文書

設置・廃止 1960/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和３５年度 その他
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので特
に重要であり，無期限保存が必要であると認められる文書

設置・廃止 1961/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和３６年度 その他
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので特
に重要であり，無期限保存が必要であると認められる文書

設置・廃止 1962/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和３７年度 その他
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので特
に重要であり，無期限保存が必要であると認められる文書

設置・廃止 1963/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和３９年度 その他
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので特
に重要であり，無期限保存が必要であると認められる文書

設置・廃止 1965/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和４０年度 その他
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので特
に重要であり，無期限保存が必要であると認められる文書

設置・廃止 1966/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和４１年度 その他
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので特
に重要であり，無期限保存が必要であると認められる文書

設置・廃止 1967/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和４２年度 その他
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので特
に重要であり，無期限保存が必要であると認められる文書

設置・廃止 1968/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和４３年度 その他
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので特
に重要であり，無期限保存が必要であると認められる文書

設置・廃止 1969/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和４４年度 その他
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので特
に重要であり，無期限保存が必要であると認められる文書

設置・廃止 1970/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和４５年度 その他
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので特
に重要であり，無期限保存が必要であると認められる文書

設置・廃止 1971/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和４６年度 その他
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので特
に重要であり，無期限保存が必要であると認められる文書

設置・廃止 1972/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和４７年度 その他
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので特
に重要であり，無期限保存が必要であると認められる文書

設置・廃止 1973/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和４８年度 その他
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので特
に重要であり，無期限保存が必要であると認められる文書

設置・廃止 1974/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和４９年度 その他
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので特
に重要であり，無期限保存が必要であると認められる文書

設置・廃止 1975/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄



文　書　分　類 文　書　分　類 名称 保存期間

大分類 中分類 （小分類） 満了日

作成・取得年
度等

起算日 備考管理者 作成・取得者 保存期間
保存期間満
了後の措置

媒体の種別 保存場所

昭和５０年度 その他
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので特
に重要であり，無期限保存が必要であると認められる文書

設置・廃止 1976/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和５１年度 その他
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので特
に重要であり，無期限保存が必要であると認められる文書

設置・廃止 1977/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和５３年度 その他
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので特
に重要であり，無期限保存が必要であると認められる文書

設置・廃止 1979/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和５４年度 その他
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので特
に重要であり，無期限保存が必要であると認められる文書

設置・廃止 1980/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和５５年度 その他
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので特
に重要であり，無期限保存が必要であると認められる文書

設置・廃止 1981/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和５６年度 その他
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので特
に重要であり，無期限保存が必要であると認められる文書

設置・廃止 1982/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

昭和５７年度 その他
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので特
に重要であり，無期限保存が必要であると認められる文書

設置・廃止 1983/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 無期限 廃棄

平成２０年度 その他
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５
年保存が必要であると認める文書

他機関からの通知文書 2009/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2014/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２１年度 その他
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５
年保存が必要であると認める文書

他機関からの通知文書 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2015/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２２年度 その他
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５
年保存が必要であると認める文書

他機関からの通知文書 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２３年度 その他
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５
年保存が必要であると認める文書

他機関からの通知文書 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２４年度 その他
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５
年保存が必要であると認める文書

他機関からの通知文書 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２０年度 職員の人事に関する事項 職員の諸手当に関する文書 大学院担当教員の俸給調整給 2009/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２１年度 職員の人事に関する事項 職員の諸手当に関する文書 大学院担当教員の俸給調整給 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２２年度 職員の人事に関する事項 職員の諸手当に関する文書 大学院担当教員の俸給調整給 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2016/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２３年度 職員の人事に関する事項 職員の諸手当に関する文書 大学院担当教員の俸給調整給 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2017/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２４年度 職員の人事に関する事項 職員の諸手当に関する文書 大学院担当教員の俸給調整給 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成１５年度 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 短期間の兼業 2004/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部総務企画係 人事事務センター 10年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 中期目標・中期計画に関する文書 中期目標・中期計画 2010/4/1 紙 A棟1F事務室書架 2040/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 30年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 中期目標・中期計画に関する文書 中期目標・中期計画 2011/4/1 紙 A棟1F事務室書架 2041/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 30年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 中期目標・中期計画に関する文書 中期目標・中期計画 2012/4/1 紙 A棟1F事務室書架 2042/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 30年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 中期目標・中期計画に関する文書 中期目標・中期計画 2013/4/1 紙 A棟1F事務室書架 2043/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 30年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 調査 2009/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 調査 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 調査 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2016/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 調査 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2017/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 調査 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２０年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 超過勤務命令簿 2009/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２１年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 超過勤務命令簿 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２２年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 超過勤務命令簿 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2016/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２３年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 超過勤務命令簿 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2017/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２４年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 超過勤務命令簿 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２４年度 その他
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので1年
保存が必要であると認める文書

電報 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2014/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 1年 廃棄

平成１３年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 東アジア研究科委員会 2002/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 総務課総務係 無期限 廃棄

平成１４年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 東アジア研究科委員会 2003/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 総務課総務係 無期限 廃棄

平成１５年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 東アジア研究科委員会 2004/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 総務課総務係 無期限 廃棄
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平成１６年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 東アジア研究科委員会 2005/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 無期限 廃棄

平成１７年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 東アジア研究科委員会 2006/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 無期限 廃棄

平成１８年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 東アジア研究科委員会 2007/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 無期限 廃棄

平成１９年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 東アジア研究科委員会 2008/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 無期限 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 東アジア研究科委員会 2009/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 無期限 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 東アジア研究科委員会 2010/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 無期限 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 東アジア研究科委員会 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 無期限 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 東アジア研究科委員会 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 無期限 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 東アジア研究科委員会 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 無期限 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 研究科長の選考に関する文書 東アジア研究科長選挙 2009/4/1 紙 Ａ棟５Ｆ書庫 なし 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 無期限 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 研究科長の選考に関する文書 東アジア研究科長選挙 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 無期限 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 文書処理に関する表簿 特殊文書処理簿 2009/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2014/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 文書処理に関する表簿 特殊文書処理簿 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2015/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 文書処理に関する表簿 特殊文書処理簿 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 文書処理に関する表簿 特殊文書処理簿 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 文書処理に関する表簿 特殊文書処理簿 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２２年度 その他
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので３
年保存が必要であると認める文書

特別支援学校インターンシップ 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2014/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務・予算係 3年 廃棄

平成１５年度 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 特別昇給 2004/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成１６年度 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 特別昇給 2005/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成１７年度 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 特別昇給 2006/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2016/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成１５年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 任免異動 2004/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成１６年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 任免異動 2005/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成１７年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 任免異動 2006/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2016/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成１８年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 任免異動 2007/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2017/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成１９年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 任免異動 2008/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2018/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成２０年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 任免異動 2009/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2019/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成２１年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 任免異動 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2020/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成２２年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 任免異動 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2021/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成２３年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 任免異動 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2022/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成２４年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 任免異動 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2023/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成１５年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤講師 2004/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部総務企画係 人事事務センター 10年 廃棄

平成１６年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤講師 2005/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成１７年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤講師 2006/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2016/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成１８年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤講師 2007/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2017/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成１９年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤講師 2008/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2018/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成２０年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤講師 2009/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2019/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成２１年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤講師 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2020/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成２２年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤講師 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2021/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成２３年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤講師 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2022/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成２４年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤講師 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2023/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成１５年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤職員・ＳＡ 2004/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部総務企画係 人事事務センター 10年 廃棄

平成１６年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤職員・ＳＡ 2005/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄
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平成１７年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤職員・ＳＡ 2006/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2016/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成１８年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤職員・ＳＡ 2007/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2017/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成１９年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤職員・ＳＡ 2008/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2018/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成２０年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤職員・ＳＡ 2009/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2019/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成２１年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤職員・ＳＡ 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2020/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成２２年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤職員・ＳＡ 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2021/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成２３年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤職員・ＳＡ 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2022/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成２４年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤職員・ＳＡ 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2023/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 10年 廃棄

平成２０年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 病休・欠勤等報告書 2009/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2014/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２１年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 病休・欠勤等報告書 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2015/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２２年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 病休・欠勤等報告書 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２３年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 病休・欠勤等報告書 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２４年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 病休・欠勤等報告書 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 文書処理に関する表簿 文書処理簿 2009/4/1 共有サーバー内 Ａ棟１Ｆ事務室 2014/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 文書処理に関する表簿 文書処理簿 2010/4/1 共有サーバー内 Ａ棟１Ｆ事務室 2015/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 文書処理に関する表簿 文書処理簿 2011/4/1 共有サーバー内 Ａ棟１Ｆ事務室 2016/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 文書処理に関する表簿 文書処理簿 2012/4/1 共有サーバー内 Ａ棟１Ｆ事務室 2017/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 文書処理に関する表簿 文書処理簿 2013/4/1 共有サーバー内 Ａ棟１Ｆ事務室 2018/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成１５年度 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 併任 2004/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部総務企画係 人事事務センター 10年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 本法人が主催する記念行事に関する文書 保護者懇談会 2009/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 本法人が主催する記念行事に関する文書 保護者懇談会 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 本法人が主催する記念行事に関する文書 保護者懇談会 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 本法人が主催する記念行事に関する文書 保護者懇談会 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 本法人が主催する記念行事に関する文書 保護者懇談会 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 保有個人情報の管理状況 2009/4/1 紙 A棟1F事務室書架 2014/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 保有個人情報の管理状況 2010/4/1 紙 A棟1F事務室書架 2015/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 保有個人情報の管理状況 2011/4/1 紙 A棟1F事務室書架 2016/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 保有個人情報の管理状況 2012/4/1 紙 A棟1F事務室書架 2017/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 保有個人情報の管理状況 2013/4/1 紙 A棟1F事務室書架 2018/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成１８年度 管理運営に関する事項 法人文書の作成及び保存の記録等が記載されている文書 法人文書管理・更新 2007/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2037/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 30年 廃棄

平成１９年度 管理運営に関する事項 法人文書の作成及び保存の記録等が記載されている文書 法人文書管理・更新 2008/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2038/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 30年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 法人文書の作成及び保存の記録等が記載されている文書 法人文書管理・更新 2009/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2039/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 30年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 法人文書の作成及び保存の記録等が記載されている文書 法人文書管理・更新 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2040/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 30年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 法人文書の作成及び保存の記録等が記載されている文書 法人文書管理・更新 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2041/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 30年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 法人文書の作成及び保存の記録等が記載されている文書 法人文書管理・更新 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2042/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 30年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 法人文書の作成及び保存の記録等が記載されている文書 法人文書管理・更新 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2043/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 30年 廃棄

平成１５年度 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 無報酬の兼業 2004/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部総務企画係 人事事務センター 10年 廃棄

平成２０年度 その他
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５
年保存が必要であると認める文書

名誉教授 2009/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 5年 廃棄

平成２１年度 その他
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５
年保存が必要であると認める文書

名誉教授 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部総務企画係 経済学部庶務係 5年 廃棄

平成２３年度 その他
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５
年保存が必要であると認める文書

名誉教授 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2017/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄



文　書　分　類 文　書　分　類 名称 保存期間

大分類 中分類 （小分類） 満了日

作成・取得年
度等

起算日 備考管理者 作成・取得者 保存期間
保存期間満
了後の措置

媒体の種別 保存場所

平成２４年度 その他
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５
年保存が必要であると認める文書

名誉教授 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 本法人が主催する記念行事に関する文書 名誉教授懇談会後の経済学部の懇談会 2009/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2014/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 本法人が主催する記念行事に関する文書 名誉教授懇談会後の経済学部の懇談会 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2015/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 本法人が主催する記念行事に関する文書 名誉教授懇談会後の経済学部の懇談会 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 本法人が主催する記念行事に関する文書 名誉教授懇談会後の経済学部の懇談会 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 本法人が主催する記念行事に関する文書 名誉教授懇談会後の経済学部の懇談会 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２０年度 職員の人事に関する事項 倫理に関する文書 利益相反・責務相反 2009/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2014/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２１年度 職員の人事に関する事項 倫理に関する文書 利益相反・責務相反 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2015/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２２年度 職員の人事に関する事項 倫理に関する文書 利益相反・責務相反 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２３年度 職員の人事に関する事項 倫理に関する文書 利益相反・責務相反 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２４年度 職員の人事に関する事項 倫理に関する文書 利益相反・責務相反 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部総務企画係 経済学部総務企画係 5年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 旅行命令に関する文書 旅行命令・依頼簿・復命書 2009/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部総務企画係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 旅行命令に関する文書 旅行命令・依頼簿・復命書 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部総務企画係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 旅行命令に関する文書 旅行命令・依頼簿・復命書 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2016/3/31 経済学部総務企画係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 旅行命令に関する文書 旅行命令・依頼簿・復命書 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2017/3/31 経済学部総務企画係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 旅行命令に関する文書 旅行命令・依頼簿・復命書 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部総務企画係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２４年度 その他
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５
年保存が必要であると認める文書

鳳陽会からの通知文書 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部総務企画係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２０年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 A棟改修 2009/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２０年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 おもしろプロジェクト 2009/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2014/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２２年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 おもしろプロジェクト 2011/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２３年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 おもしろプロジェクト 2012/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２０年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 概算要求（H22年度分） 2009/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２１年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 概算要求（H23年度分） 2010/4/1 紙 Ａ棟1F書庫 2015/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２２年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 概算要求（H24年度分） 2011/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２３年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 概算要求（H25年度分） 2012/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２４年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 概算要求（H26年度分） 2013/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２０年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 科学研究費 2009/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２１年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 科学研究費 2010/4/1 紙 Ａ棟1F書庫 2015/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２２年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 科学研究費 2011/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２３年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 科学研究費 2012/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２４年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 科学研究費 2013/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２０年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 鍵開閉業務・日誌 2009/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２０年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 学内控除 2009/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２１年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 学内控除 2010/4/1 紙 Ａ棟1F書庫 2015/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２２年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 学内控除 2011/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２３年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 学内控除 2012/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２４年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 学内控除 2013/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２０年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 学会費 2009/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2014/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２１年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 学会費 2010/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2015/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２２年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 学会費 2011/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２３年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 学会費 2012/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄



文　書　分　類 文　書　分　類 名称 保存期間

大分類 中分類 （小分類） 満了日

作成・取得年
度等

起算日 備考管理者 作成・取得者 保存期間
保存期間満
了後の措置

媒体の種別 保存場所

平成２４年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 学会費 2013/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２２年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 監査 2011/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２３年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 監査 2012/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２４年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 監査 2013/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２１年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 研究助成金 2010/4/1 紙 Ａ棟1F書庫 2015/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２２年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 研究助成金 2011/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２３年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 研究助成金 2012/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２４年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 研究助成金 2013/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２２年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 公的研究費の不正防止 2011/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２３年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 公的研究費の不正防止 2012/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２４年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 公的研究費の不正防止 2013/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２０年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 公用車 2009/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2014/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２１年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 公用車 2010/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2015/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２２年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 公用車 2011/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２３年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 公用車 2012/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２４年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 公用車 2013/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２０年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 財産一時使用許可 2009/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2014/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２１年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 財産一時使用許可 2010/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2015/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２２年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 財産一時使用許可 2011/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２３年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 財産一時使用許可 2012/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２４年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 財産一時使用許可 2013/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２１年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 資産管理 2010/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2015/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２２年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 資産管理 2011/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２３年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 資産管理 2012/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２４年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 資産管理 2013/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２０年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 謝金 2009/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２１年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 謝金 2010/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２２年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 謝金 2011/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２３年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 謝金 2012/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２４年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 謝金 2013/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２０年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 受託研究・受託事業・奨学寄付金 2009/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２１年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 受託研究・受託事業・奨学寄付金 2010/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２２年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 受託研究・受託事業・奨学寄付金 2011/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２３年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 受託研究・受託事業・奨学寄付金 2012/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２４年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 受託研究・受託事業・奨学寄付金 2013/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２０年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 清掃日誌（派遣管理台帳） 2009/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２１年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 清掃日誌（派遣管理台帳） 2010/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２２年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 清掃日誌（派遣管理台帳） 2011/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２３年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 清掃日誌（派遣管理台帳） 2012/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２４年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 清掃日誌（派遣管理台帳） 2013/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２１年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 特別教育研究経費（医療） 2010/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2015/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２２年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 特別教育研究経費（医療） 2011/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２３年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 特別教育研究経費（医療） 2012/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄
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平成２０年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 年間契約に伴う仕様書 2009/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2014/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２１年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 年間契約に伴う仕様書 2010/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2015/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２２年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 年間契約に伴う仕様書 2011/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２３年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 年間契約に伴う仕様書 2012/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２４年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 年間契約に伴う仕様書 2013/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２１年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 病院・福祉シンポジウム 2010/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2015/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２２年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 病院・福祉シンポジウム 2011/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２０年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 防災・防火 2009/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2014/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２１年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 防災・防火 2010/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2015/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２２年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 防災・防火 2011/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２３年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 防災・防火 2012/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２４年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 防災・防火 2013/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２０年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 予算執行報告 2009/4/1 紙 Ａ棟1F書庫 2014/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２１年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 予算執行報告 2010/4/1 紙 Ａ棟1F書庫 2015/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２２年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 予算執行報告 2011/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２０年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 予算配当通知 2009/4/1 紙 Ａ棟1F書庫 2014/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２１年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 予算配当通知 2010/4/1 紙 Ａ棟1F書庫 2015/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２２年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 予算配当通知・予算配分（経済学部・東アジア研究科） 2011/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２３年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 予算配当通知・予算配分（経済学部・東アジア研究科） 2012/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２４年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 予算配当通知・予算配分（経済学部・東アジア研究科） 2013/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２０年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 予算配分（経済） 2009/4/1 紙 Ａ棟1F書庫 2014/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２１年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 予算配分（経済） 2010/4/1 紙 Ａ棟1F書庫 2015/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２０年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 予算配分（東アジア） 2009/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２１年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 予算配分（東アジア） 2010/4/1 紙 Ａ棟1F書庫 2015/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２０年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 予算要求（経済・東アジア） 2009/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２０年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 債権管理簿 2009/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2014/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２１年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 債権管理簿 2010/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2015/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２２年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 債権管理簿 2011/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２３年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 債権管理簿 2012/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２４年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 債権管理簿 2013/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部予算管理係 経済学部予算管理係 5年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 就職支援委員会 2009/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2014/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 就職支援委員会 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2015/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 就職支援委員会 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 就職支援委員会 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 就職支援委員会 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 学生委員会 2009/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 学生委員会 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 学生委員会 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2016/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 学生委員会 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2017/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 学生委員会 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 教務委員会 2009/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 教務委員会 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 教務委員会 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2016/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄
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平成２３年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 教務委員会 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2017/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 教務委員会 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 入試委員会 2009/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 入試委員会 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 入試委員会 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2016/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 入試委員会 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ書庫 2017/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 入試委員会 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成１５年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関するもので重要な文書 学校基本調査 2004/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部学務係 経済学部学務第一係 10年 廃棄

平成１６年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関するもので重要な文書 学校基本調査 2005/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 10年 廃棄

平成１７年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関するもので重要な文書 学校基本調査 2006/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2016/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 10年 廃棄

平成１８年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関するもので重要な文書 学校基本調査 2007/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2017/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 10年 廃棄

平成１９年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関するもので重要な文書 学校基本調査 2008/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2018/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 10年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関するもので重要な文書 学校基本調査 2009/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2019/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 10年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関するもので重要な文書 学校基本調査 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2020/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 10年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関するもので重要な文書 学校基本調査 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2021/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 10年 廃棄

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

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

平成２０年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 統計・調査 2009/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 統計・調査 2010/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 統計・調査 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 統計・調査 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 統計・調査 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 安全輸出保障管理に関する文書 安全輸出保障管理事前チェックシート 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2020/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 7年 廃棄

平成２２年度 学務に関する事項 学生証等各種証明書発行に関する文書 卒業生証明書発行簿 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2014/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 3年 廃棄

平成２３年度 学務に関する事項 学生証等各種証明書発行に関する文書 卒業生証明書発行簿 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2015/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 3年 廃棄

平成２４年度 学務に関する事項 学生証等各種証明書発行に関する文書 卒業生証明書発行簿 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 3年 廃棄

平成２２年度 学務に関する事項 学生証等各種証明書発行に関する文書 在学生証明書発行簿 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2014/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 3年 廃棄

平成２３年度 学務に関する事項 学生証等各種証明書発行に関する文書 在学生証明書発行簿 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2015/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 3年 廃棄

平成２４年度 学務に関する事項 学生証等各種証明書発行に関する文書 在学生証明書発行簿 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 3年 廃棄

平成２０年度 学務に関する事項 学生証等各種証明書発行に関するもので重要な文書 各種証明書(特殊なもの) 2009/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2014/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２１年度 学務に関する事項 学生証等各種証明書発行に関するもので重要な文書 各種証明書(特殊なもの) 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2015/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２２年度 学務に関する事項 学生証等各種証明書発行に関するもので重要な文書 各種証明書(特殊なもの) 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２３年度 学務に関する事項 学生証等各種証明書発行に関するもので重要な文書 各種証明書(特殊なもの) 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２４年度 学務に関する事項 学生証等各種証明書発行に関するもので重要な文書 各種証明書(特殊なもの) 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２０年度 学務に関する事項 学生証等各種証明書発行に関するもので重要な文書 学力に関する証明書 2009/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2014/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２１年度 学務に関する事項 学生証等各種証明書発行に関するもので重要な文書 学力に関する証明書 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2015/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２２年度 学務に関する事項 学生証等各種証明書発行に関するもので重要な文書 学力に関する証明書 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２３年度 学務に関する事項 学生証等各種証明書発行に関するもので重要な文書 学力に関する証明書 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄
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平成２４年度 学務に関する事項 学生証等各種証明書発行に関するもので重要な文書 学力に関する証明書 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２０年度 学務に関する事項
健康診断票，学生相談記録等学生及び職員の
健康管理に関するもので重要な文書

健康診断票 2009/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2014/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２１年度 学務に関する事項
健康診断票，学生相談記録等学生及び職員の
健康管理に関するもので重要な文書

健康診断票 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2015/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２２年度 学務に関する事項
健康診断票，学生相談記録等学生及び職員の
健康管理に関するもので重要な文書

健康診断票 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２３年度 学務に関する事項
健康診断票，学生相談記録等学生及び職員の
健康管理に関するもので重要な文書

健康診断票 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２４年度 学務に関する事項
健康診断票，学生相談記録等学生及び職員の
健康管理に関するもので重要な文書

健康診断票 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２０年度 学務に関する事項 学生の就職先に関するもので重要な文書 卒業後の状況 2009/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2014/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２１年度 学務に関する事項 学生の就職先に関するもので重要な文書 卒業後の状況 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2015/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２２年度 学務に関する事項 学生の就職先に関するもので重要な文書 卒業後の状況 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２３年度 学務に関する事項 学生の就職先に関するもので重要な文書 卒業後の状況 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２４年度 学務に関する事項 学生の就職先に関するもので重要な文書 卒業後の状況 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２０年度 学務に関する事項 学生の就職先に関するもので重要な文書 企業別求人一覧 2009/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2014/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２１年度 学務に関する事項 学生の就職先に関するもので重要な文書 企業別求人一覧 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2015/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２２年度 学務に関する事項 学生の就職先に関するもので重要な文書 企業別求人一覧 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２３年度 学務に関する事項 学生の就職先に関するもので重要な文書 企業別求人一覧 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２４年度 学務に関する事項 学生の就職先に関するもので重要な文書 企業別求人一覧 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２０年度 学務に関する事項 学生の就職先に関するもので重要な文書 就職関係統計調査 2009/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2014/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２１年度 学務に関する事項 学生の就職先に関するもので重要な文書 就職関係統計調査 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2015/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２２年度 学務に関する事項 学生の就職先に関するもので重要な文書 就職関係統計調査 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２３年度 学務に関する事項 学生の就職先に関するもので重要な文書 就職関係統計調査 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２４年度 学務に関する事項 学生の就職先に関するもので重要な文書 就職関係統計調査 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２０年度 学務に関する事項 学生の就職先に関するもので重要な文書 就職説明会 2009/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2014/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２１年度 学務に関する事項 学生の就職先に関するもので重要な文書 就職説明会 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2015/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２２年度 学務に関する事項 学生の就職先に関するもので重要な文書 就職説明会 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２３年度 学務に関する事項 学生の就職先に関するもので重要な文書 就職説明会 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２４年度 学務に関する事項 学生の就職先に関するもので重要な文書 就職説明会 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成１５年度 学務に関する事項 学生の表彰に関する文書 学生表彰 2004/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部学務係 経済学部学務第二係 10年 廃棄

平成１６年度 学務に関する事項 学生の表彰に関する文書 学生表彰 2005/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部学務係 経済学部学生支援係 10年 廃棄

平成１７年度 学務に関する事項 学生の表彰に関する文書 学生表彰 2006/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2016/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 10年 廃棄

平成１８年度 学務に関する事項 学生の表彰に関する文書 学生表彰 2007/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2017/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 10年 廃棄

平成１９年度 学務に関する事項 学生の表彰に関する文書 学生表彰 2008/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 10年 廃棄

平成２０年度 学務に関する事項 学生の表彰に関する文書 学生表彰 2009/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2019/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 10年 廃棄

平成２１年度 学務に関する事項 学生の表彰に関する文書 学生表彰 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2020/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 10年 廃棄

平成２２年度 学務に関する事項 学生の表彰に関する文書 学生表彰 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2021/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 10年 廃棄

平成２３年度 学務に関する事項 学生の表彰に関する文書 学生表彰 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2022/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 10年 廃棄

平成２４年度 学務に関する事項 学生の表彰に関する文書 学生表彰 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2023/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 10年 廃棄

平成２０年度 学務に関する事項 学生団体に関するもので重要な文書 課外活動 2009/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2014/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２１年度 学務に関する事項 学生団体に関するもので重要な文書 課外活動 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2015/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２２年度 学務に関する事項 学生団体に関するもので重要な文書 課外活動 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄
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平成２３年度 学務に関する事項 学生団体に関するもので重要な文書 課外活動 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２４年度 学務に関する事項 学生団体に関するもので重要な文書 課外活動 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成１５年度 学務に関する事項 学生募集要項 募集要項 2004/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部学務係 経済学部学務第一係 10年 廃棄

平成１６年度 学務に関する事項 学生募集要項 募集要項 2005/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 10年 廃棄

平成１７年度 学務に関する事項 学生募集要項 募集要項 2006/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2016/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 10年 廃棄

平成１８年度 学務に関する事項 学生募集要項 募集要項 2007/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2017/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 10年 廃棄

平成１９年度 学務に関する事項 学生募集要項 募集要項 2008/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2018/3/31 経済学部学務係 経済学部学務第一係 10年 廃棄

平成２０年度 学務に関する事項 学生募集要項 募集要項 2009/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2019/3/31 経済学部学務係 経済学部学務第一係 10年 廃棄

平成２１年度 学務に関する事項 学生募集要項 募集要項 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2020/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 10年 廃棄

平成２２年度 学務に関する事項 学生募集要項 募集要項 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2021/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 10年 廃棄

平成２３年度 学務に関する事項 学生募集要項 募集要項 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2022/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 10年 廃棄

平成２４年度 学務に関する事項 学生募集要項 募集要項 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2023/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 10年 廃棄

平成１５年度 学務に関する事項 学生募集要項 編・転入学募集要項 2004/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部学務係 経済学部学務第一係 10年 廃棄

平成１６年度 学務に関する事項 学生募集要項 編・転入学募集要項 2005/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 10年 廃棄

平成１７年度 学務に関する事項 学生募集要項 編・転入学募集要項 2006/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2016/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 10年 廃棄

平成１８年度 学務に関する事項 学生募集要項 編・転入学募集要項 2007/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2017/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 10年 廃棄

平成１９年度 学務に関する事項 学生募集要項 編・転入学募集要項 2008/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2018/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 10年 廃棄

平成２０年度 学務に関する事項 学生募集要項 編・転入学募集要項 2009/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2019/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 10年 廃棄

平成２１年度 学務に関する事項 学生募集要項 編・転入学募集要項 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2020/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 10年 廃棄

平成２２年度 学務に関する事項 学生募集要項 編・転入学募集要項 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2021/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 10年 廃棄

平成２３年度 学務に関する事項 学生募集要項 編・転入学募集要項 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2022/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 10年 廃棄

昭和２６年度 学務に関する事項 学籍簿 学籍簿 1952/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

昭和２７年度 学務に関する事項 学籍簿 学籍簿 1953/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

昭和２８年度 学務に関する事項 学籍簿 学籍簿 1954/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

昭和２９年度 学務に関する事項 学籍簿 学籍簿 1955/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

昭和３０年度 学務に関する事項 学籍簿 学籍簿 1956/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

昭和３１年度 学務に関する事項 学籍簿 学籍簿 1957/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

昭和３２年度 学務に関する事項 学籍簿 学籍簿 1958/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

昭和３３年度 学務に関する事項 学籍簿 学籍簿 1959/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

昭和３４年度 学務に関する事項 学籍簿 学籍簿 1960/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

昭和３５年度 学務に関する事項 学籍簿 学籍簿 1961/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

昭和３６年度 学務に関する事項 学籍簿 学籍簿 1962/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

昭和３７年度 学務に関する事項 学籍簿 学籍簿 1963/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

昭和３８年度 学務に関する事項 学籍簿 学籍簿 1964/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

昭和３９年度 学務に関する事項 学籍簿 学籍簿 1965/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

昭和４０年度 学務に関する事項 学籍簿 学籍簿 1966/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

昭和４１年度 学務に関する事項 学籍簿 学籍簿 1967/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

昭和４２年度 学務に関する事項 学籍簿 学籍簿 1968/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

昭和４３年度 学務に関する事項 学籍簿 学籍簿 1969/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

昭和４４年度 学務に関する事項 学籍簿 学籍簿 1970/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

昭和４５年度 学務に関する事項 学籍簿 学籍簿 1971/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

昭和４６年度 学務に関する事項 学籍簿 学籍簿 1972/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

昭和４７年度 学務に関する事項 学籍簿 学籍簿 1973/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし
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昭和４８年度 学務に関する事項 学籍簿 学籍簿 1974/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

昭和４９年度 学務に関する事項 学籍簿 学籍簿 1975/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

昭和５０年度 学務に関する事項 学籍簿 学籍簿 1976/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

昭和５１年度 学務に関する事項 学籍簿 学籍簿 1977/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

昭和５２年度 学務に関する事項 学籍簿 学籍簿 1978/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

昭和５３年度 学務に関する事項 学籍簿 学籍簿 1979/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

昭和５４年度 学務に関する事項 学籍簿 学籍簿 1980/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

昭和５５年度 学務に関する事項 学籍簿 学籍簿 1981/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

昭和５６年度 学務に関する事項 学籍簿 学籍簿 1982/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

昭和５７年度 学務に関する事項 学籍簿 学籍簿 1983/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

昭和５８年度 学務に関する事項 学籍簿 学籍簿 1984/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

昭和５９年度 学務に関する事項 学籍簿 学籍簿 1985/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

昭和６０年度 学務に関する事項 学籍簿 学籍簿 1986/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

昭和６１年度 学務に関する事項 学籍簿 学籍簿 1987/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

昭和６２年度 学務に関する事項 学籍簿 学籍簿 1988/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

昭和６３年度 学務に関する事項 学籍簿 学籍簿 1989/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

平成１年度 学務に関する事項 学籍簿 学籍簿 1990/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

平成２年度 学務に関する事項 学籍簿 学籍簿 1991/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

平成３年度 学務に関する事項 学籍簿 学籍簿 1992/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

平成４年度 学務に関する事項 学籍簿 学籍簿 1993/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

平成５年度 学務に関する事項 学籍簿 学籍簿 1994/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

平成６年度 学務に関する事項 学籍簿 学籍簿 1995/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

平成７年度 学務に関する事項 学籍簿 学籍簿 1996/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

平成８年度 学務に関する事項 学籍簿 学籍簿 1997/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

平成９年度 学務に関する事項 学籍簿 学籍簿 1998/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

平成１０年度 学務に関する事項 学籍簿 学籍簿 1999/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

平成１１年度 学務に関する事項 学籍簿 学籍簿 2000/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

平成１２年度 学務に関する事項 学籍簿 学籍簿 2001/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

平成１３年度 学務に関する事項 学籍簿 学籍簿 2002/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

平成１４年度 学務に関する事項 学籍簿 学籍簿 2003/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 なし 経済学部学務係 経済学部学務第一係 無期限 なし

平成１５年度 学務に関する事項 学籍簿 学籍簿 2004/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 なし 経済学部学務係 経済学部学務第一係 無期限 なし

平成１６年度 学務に関する事項 学籍簿 学籍簿 2005/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

平成１７年度 学務に関する事項 学籍簿 学籍簿 2006/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

平成１８年度 学務に関する事項 学籍簿 学籍簿 2007/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

平成１９年度 学務に関する事項 学籍簿 学籍簿 2008/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

平成２０年度 学務に関する事項 学籍簿 学籍簿 2009/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

平成２１年度 学務に関する事項 学籍簿 学籍簿 2010/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

平成２２年度 学務に関する事項 学籍簿 学籍簿 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

平成２３年度 学務に関する事項 学籍簿 学籍簿 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

平成２４年度 学務に関する事項 学籍簿 学籍簿 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

昭和５６年度 学務に関する事項 学籍簿 成績（原本） 1982/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

昭和５７年度 学務に関する事項 学籍簿 成績（原本） 1983/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

昭和５８年度 学務に関する事項 学籍簿 成績（原本） 1984/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし
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昭和５９年度 学務に関する事項 学籍簿 成績（原本） 1985/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務第一係 無期限 なし

昭和６０年度 学務に関する事項 学籍簿 成績（原本） 1986/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

昭和６１年度 学務に関する事項 学籍簿 成績（原本） 1987/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

昭和６２年度 学務に関する事項 学籍簿 成績（原本） 1988/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

昭和６３年度 学務に関する事項 学籍簿 成績（原本） 1989/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

平成１年度 学務に関する事項 学籍簿 成績（原本） 1990/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

平成２年度 学務に関する事項 学籍簿 成績（原本） 1991/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

平成３年度 学務に関する事項 学籍簿 成績（原本） 1992/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

平成４年度 学務に関する事項 学籍簿 成績（原本） 1993/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

平成５年度 学務に関する事項 学籍簿 成績（原本） 1994/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務第一係 無期限 なし

平成６年度 学務に関する事項 学籍簿 成績（原本） 1995/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

平成７年度 学務に関する事項 学籍簿 成績（原本） 1996/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

平成８年度 学務に関する事項 学籍簿 成績（原本） 1997/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

平成９年度 学務に関する事項 学籍簿 成績（原本） 1998/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

平成１０年度 学務に関する事項 学籍簿 成績（原本） 1999/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

平成１１年度 学務に関する事項 学籍簿 成績（原本） 2000/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

平成１２年度 学務に関する事項 学籍簿 成績（原本） 2001/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

平成１３年度 学務に関する事項 学籍簿 成績（原本） 2002/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

平成１４年度 学務に関する事項 学籍簿 成績（原本） 2003/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務第一係 無期限 なし

平成１５年度 学務に関する事項 学籍簿 成績（原本） 2004/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務第一係 無期限 なし

平成１６年度 学務に関する事項 学籍簿 成績（原本） 2005/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

平成１７年度 学務に関する事項 学籍簿 成績（原本） 2006/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

平成１８年度 学務に関する事項 学籍簿 成績（原本） 2007/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

平成１９年度 学務に関する事項 学籍簿 成績（原本） 2008/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

平成２０年度 学務に関する事項 学籍簿 成績（原本） 2009/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

平成２１年度 学務に関する事項 学籍簿 成績（原本） 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

平成２２年度 学務に関する事項 学籍簿 成績（原本） 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

平成２３年度 学務に関する事項 学籍簿 成績（原本） 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

平成２４年度 学務に関する事項 学籍簿 成績（原本） 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

昭和２７年度 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿 1953/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

昭和２８年度 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿 1954/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

昭和２９年度 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿 1955/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

昭和３０年度 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿 1956/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

昭和３１年度 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿 1957/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

昭和３２年度 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿 1958/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

昭和３３年度 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿 1959/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

昭和３４年度 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿 1960/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

昭和３５年度 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿 1961/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

昭和３６年度 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿 1962/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

昭和３７年度 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿 1963/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

昭和３８年度 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿 1964/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

昭和３９年度 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿 1965/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

昭和４０年度 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿 1966/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし
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昭和４１年度 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿 1967/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

昭和４２年度 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿 1968/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

昭和４３年度 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿 1969/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

昭和４４年度 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿 1970/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

昭和４５年度 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿 1971/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

昭和４６年度 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿 1972/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

昭和４７年度 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿 1973/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

昭和４８年度 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿 1974/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

昭和４９年度 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿 1975/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

昭和５０年度 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿 1976/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

昭和５１年度 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿 1977/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

昭和５２年度 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿 1978/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

昭和５３年度 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿 1979/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

昭和５４年度 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿 1980/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

昭和５５年度 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿 1981/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

昭和５６年度 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿 1982/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

昭和５７年度 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿 1983/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

昭和５８年度 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿 1984/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

昭和５９年度 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿 1985/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

昭和６０年度 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿 1986/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

昭和６１年度 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿 1987/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

昭和６２年度 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿 1988/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

昭和６３年度 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿 1989/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

平成１０年度 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿 1999/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

平成１１年度 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿 2000/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

平成１２年度 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿 2001/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

平成１３年度 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿 2002/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

平成１４年度 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿 2003/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務第一係 無期限 なし

平成１５年度 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿 2004/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務第一係 無期限 なし

平成１６年度 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿 2005/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

平成１７年度 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿 2006/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

平成１８年度 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿 2007/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

平成１９年度 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿 2008/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

平成１年度 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿 1990/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

平成２０年度 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿 2009/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

平成２１年度 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

平成２２年度 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

平成２３年度 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

平成２４年度 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

平成２年度 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿 1991/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

平成３年度 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿 1992/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

平成４年度 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿 1993/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

平成５年度 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿 1994/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし
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平成６年度 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿 1995/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

平成７年度 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿 1996/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

平成８年度 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿 1997/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

平成９年度 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 卒業者名簿 1998/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 なし 経済学部学務係 経済学部学務係 無期限 なし

平成１５年度 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 課程認定申請 2004/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2014/3/31 経済学部学務係 経済学部学務第一係 10年 廃棄

平成１６年度 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 課程認定申請 2005/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2015/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 10年 廃棄

平成１７年度 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 課程認定申請 2006/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 10年 廃棄

平成１８年度 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 課程認定申請 2007/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 10年 廃棄

平成１９年度 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 課程認定申請 2008/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 10年 廃棄

平成２０年度 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 課程認定申請 2009/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2019/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 10年 廃棄

平成２１年度 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 課程認定申請 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2020/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 10年 廃棄

平成２２年度 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 課程認定申請 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2021/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 10年 廃棄

平成２３年度 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 課程認定申請 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2022/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 10年 廃棄

平成２４年度 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 課程認定申請 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2023/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 10年 廃棄

平成１５年度 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 教育実習・免許申請 2004/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部学務係 経済学部学務第一係 10年 廃棄

平成１６年度 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 教育実習・免許申請 2005/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 10年 廃棄

平成１７年度 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 教育実習・免許申請 2006/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2016/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 10年 廃棄

平成１８年度 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 教育実習・免許申請 2007/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 10年 廃棄

平成１９年度 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 教育実習・免許申請 2008/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 10年 廃棄

平成２０年度 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 教育実習・免許申請 2009/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2019/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 10年 廃棄

平成２１年度 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 教育実習・免許申請 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2020/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 10年 廃棄

平成２２年度 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 教育実習・免許申請 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2021/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 10年 廃棄

平成２３年度 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 教育実習・免許申請 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2022/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 10年 廃棄

平成２４年度 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 教育実習・免許申請 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2023/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 10年 廃棄

平成２３年度 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 教職カルテ 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2022/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 10年 廃棄

平成２４年度 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 教職カルテ 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2023/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 10年 廃棄

平成２０年度 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 センター試験 2009/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2014/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２１年度 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 センター試験 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2015/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２２年度 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 センター試験 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２３年度 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 センター試験 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２０年度 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 個別学力検査 2009/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２１年度 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 一般入試 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2015/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２２年度 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 一般入試 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２３年度 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 一般入試 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２４年度 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 一般入試 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２０年度 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 転学部 2009/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２１年度 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 転学部 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2015/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２２年度 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 転学部 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２３年度 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 転学部 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２４年度 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 転学部 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２０年度 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 特別入試 2009/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２１年度 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 特別入試 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2015/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２２年度 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 特別入試 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄
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平成２３年度 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 特別入試 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２４年度 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 特別入試 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２０年度 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 ＡＯ入試 2009/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２１年度 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 ＡＯ入試 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2015/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２２年度 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 ＡＯ入試 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２３年度 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 ＡＯ入試 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２４年度 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 ＡＯ入試 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２０年度 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 編・転入学 2009/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２１年度 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 編・転入学 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2015/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２２年度 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 編・転入学 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２３年度 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 編・転入学 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２０年度 学務に関する事項 入学手続書類 個人情報の取扱いに関する承諾書 2009/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２１年度 学務に関する事項 入学手続書類 個人情報の取扱いに関する承諾書 2010/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２２年度 学務に関する事項 入学手続書類 個人情報の取扱いに関する承諾書 2011/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2016/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２３年度 学務に関する事項 入学手続書類 個人情報の取扱いに関する承諾書 2012/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2017/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２４年度 学務に関する事項 入学手続書類 個人情報の取扱いに関する承諾書 2013/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2018/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２０年度 学務に関する事項 入学手続書類 身上報告書 2009/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２１年度 学務に関する事項 入学手続書類 身上報告書 2010/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２２年度 学務に関する事項 入学手続書類 身上報告書 2011/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2016/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２３年度 学務に関する事項 入学手続書類 身上報告書 2012/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2017/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２０年度 学務に関する事項 入学手続書類 入学届・宣誓書 2009/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２１年度 学務に関する事項 入学手続書類 入学届・宣誓書 2010/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２２年度 学務に関する事項 入学手続書類 入学届・宣誓書 2011/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2016/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２３年度 学務に関する事項 入学手続書類 入学届・宣誓書 2012/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2017/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２４年度 学務に関する事項 入学手続書類 入学届・宣誓書 2013/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2018/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２０年度 学務に関する事項 入学料，授業料等の免除に関するもので重要な文書 入学料・授業料免除 2009/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2014/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２１年度 学務に関する事項 入学料，授業料等の免除に関するもので重要な文書 入学料・授業料免除 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2015/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２２年度 学務に関する事項 入学料，授業料等の免除に関するもので重要な文書 入学料・授業料免除 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２３年度 学務に関する事項 入学料，授業料等の免除に関するもので重要な文書 入学料・授業料免除 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２４年度 学務に関する事項 入学料，授業料等の免除に関するもので重要な文書 入学料・授業料免除 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２０年度 学務に関する事項 非正規生の受け入れに関する文書 科目等履修生 2009/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2014/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２１年度 学務に関する事項 非正規生の受け入れに関する文書 科目等履修生 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2015/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２２年度 学務に関する事項 非正規生の受け入れに関する文書 科目等履修生 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２３年度 学務に関する事項 非正規生の受け入れに関する文書 科目等履修生 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２４年度 学務に関する事項 非正規生の受け入れに関する文書 科目等履修生 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２０年度 学務に関する事項 非正規生の受け入れに関する文書 研究生 2009/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2014/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２１年度 学務に関する事項 非正規生の受け入れに関する文書 研究生 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2015/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２２年度 学務に関する事項 非正規生の受け入れに関する文書 研究生 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２３年度 学務に関する事項 非正規生の受け入れに関する文書 研究生 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２４年度 学務に関する事項 非正規生の受け入れに関する文書 研究生 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２０年度 学務に関する事項 非正規生の受け入れに関する文書 特別聴講学生 2009/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2014/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２１年度 学務に関する事項 非正規生の受け入れに関する文書 特別聴講学生 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2015/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２２年度 学務に関する事項 非正規生の受け入れに関する文書 特別聴講学生 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄
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平成２３年度 学務に関する事項 非正規生の受け入れに関する文書 特別聴講学生 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２４年度 学務に関する事項 非正規生の受け入れに関する文書 特別聴講学生 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２０年度 学務に関する事項 留学に関する文書 交流協定大学への派遣留学生 2009/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2014/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２１年度 学務に関する事項 留学に関する文書 交流協定大学への派遣留学生 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2015/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２２年度 学務に関する事項 留学に関する文書 交流協定大学への派遣留学生 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２３年度 学務に関する事項 留学に関する文書 交流協定大学への派遣留学生 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２４年度 学務に関する事項 留学に関する文書 交流協定大学への派遣留学生 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２０年度 学務に関する事項 留学に関する文書 短期派遣留学推進制度 2009/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2014/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２１年度 学務に関する事項 留学に関する文書 短期派遣留学推進制度 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2015/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２２年度 学務に関する事項 留学に関する文書 短期派遣留学推進制度 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２３年度 学務に関する事項 留学に関する文書 短期派遣留学推進制度 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２４年度 学務に関する事項 留学に関する文書 短期派遣留学推進制度 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２０年度 学務に関する事項 学生の就職先に関するもので重要な文書 インターンシップ 2009/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2014/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２１年度 学務に関する事項 学生の就職先に関するもので重要な文書 インターンシップ 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2015/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２２年度 学務に関する事項 学生の就職先に関するもので重要な文書 インターンシップ 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２３年度 学務に関する事項 学生の就職先に関するもので重要な文書 インターンシップ 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２４年度 学務に関する事項 学生の就職先に関するもので重要な文書 インターンシップ 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成７年度 学務に関する事項 学生の懲戒等身分等の異動に関するもので重要な文書 学生の事件・事故（重要事項） 1996/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2026/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 30年 廃棄

平成８年度 学務に関する事項 学生の懲戒等身分等の異動に関するもので重要な文書 学生の事件・事故（重要事項） 1997/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2027/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 30年 廃棄

平成９年度 学務に関する事項 学生の懲戒等身分等の異動に関するもので重要な文書 学生の事件・事故（重要事項） 1998/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2028/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 30年 廃棄

平成１０年度 学務に関する事項 学生の懲戒等身分等の異動に関するもので重要な文書 学生の事件・事故（重要事項） 1999/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2029/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 30年 廃棄

平成１１年度 学務に関する事項 学生の懲戒等身分等の異動に関するもので重要な文書 学生の事件・事故（重要事項） 2000/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2030/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 30年 廃棄

平成１２年度 学務に関する事項 学生の懲戒等身分等の異動に関するもので重要な文書 学生の事件・事故（重要事項） 2001/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2031/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 30年 廃棄

平成１３年度 学務に関する事項 学生の懲戒等身分等の異動に関するもので重要な文書 学生の事件・事故（重要事項） 2002/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2032/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 30年 廃棄

平成１４年度 学務に関する事項 学生の懲戒等身分等の異動に関するもので重要な文書 学生の事件・事故（重要事項） 2003/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2033/3/31 経済学部学務係 経済学部学務第二係 30年 廃棄

平成１５年度 学務に関する事項 学生の懲戒等身分等の異動に関するもので重要な文書 学生の事件・事故（重要事項） 2004/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2034/3/31 経済学部学務係 経済学部学務第二係 30年 廃棄

平成１６年度 学務に関する事項 学生の懲戒等身分等の異動に関するもので重要な文書 学生の事件・事故（重要事項） 2005/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2035/3/31 経済学部学務係 経済学部学生支援係 30年 廃棄

平成１７年度 学務に関する事項 学生の懲戒等身分等の異動に関するもので重要な文書 学生の事件・事故（重要事項） 2006/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2036/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 30年 廃棄

平成１８年度 学務に関する事項 学生の懲戒等身分等の異動に関するもので重要な文書 学生の事件・事故（重要事項） 2007/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2037/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 30年 廃棄

平成１９年度 学務に関する事項 学生の懲戒等身分等の異動に関するもので重要な文書 学生の事件・事故（重要事項） 2008/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2038/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 30年 廃棄

平成２０年度 学務に関する事項 学生の懲戒等身分等の異動に関するもので重要な文書 学生の事件・事故（重要事項） 2009/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2039/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 30年 廃棄

平成２１年度 学務に関する事項 学生の懲戒等身分等の異動に関するもので重要な文書 学生の事件・事故（重要事項） 2010/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2040/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 30年 廃棄

平成２２年度 学務に関する事項 学生の懲戒等身分等の異動に関するもので重要な文書 学生の事件・事故（重要事項） 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2041/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 30年 廃棄

平成２３年度 学務に関する事項 学生の懲戒等身分等の異動に関するもので重要な文書 学生の事件・事故（重要事項） 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2042/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 30年 廃棄

平成２４年度 学務に関する事項 学生の懲戒等身分等の異動に関するもので重要な文書 学生の事件・事故（重要事項） 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2043/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 30年 廃棄

平成１５年度 学務に関する事項 学生の懲戒等身分等の異動に関する文書 休学・復学 2004/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部学務係 経済学部学務第一係 10年 廃棄

平成１６年度 学務に関する事項 学生の懲戒等身分等の異動に関する文書 休学・復学 2005/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 10年 廃棄

平成１７年度 学務に関する事項 学生の懲戒等身分等の異動に関する文書 休学・復学 2006/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2016/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 10年 廃棄

平成１８年度 学務に関する事項 学生の懲戒等身分等の異動に関する文書 休学・復学 2007/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2017/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 10年 廃棄

平成１９年度 学務に関する事項 学生の懲戒等身分等の異動に関する文書 休学・復学 2008/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2018/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 10年 廃棄

平成２０年度 学務に関する事項 学生の懲戒等身分等の異動に関する文書 休学・復学 2009/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2019/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 10年 廃棄

平成２１年度 学務に関する事項 学生の懲戒等身分等の異動に関する文書 休学・復学 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2020/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 10年 廃棄

平成２２年度 学務に関する事項 学生の懲戒等身分等の異動に関する文書 休学・復学 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2021/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 10年 廃棄
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平成２３年度 学務に関する事項 学生の懲戒等身分等の異動に関する文書 休学・復学 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2022/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 10年 廃棄

平成２４年度 学務に関する事項 学生の懲戒等身分等の異動に関する文書 休学・復学 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2023/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 10年 廃棄

平成１５年度 学務に関する事項 学生の懲戒等身分等の異動に関する文書 退学・除籍 2004/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部学務係 経済学部学務第一係 10年 廃棄

平成１６年度 学務に関する事項 学生の懲戒等身分等の異動に関する文書 退学・除籍 2005/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 10年 廃棄

平成１７年度 学務に関する事項 学生の懲戒等身分等の異動に関する文書 退学・除籍 2006/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2016/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 10年 廃棄

平成１８年度 学務に関する事項 学生の懲戒等身分等の異動に関する文書 退学・除籍 2007/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2017/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 10年 廃棄

平成１９年度 学務に関する事項 学生の懲戒等身分等の異動に関する文書 退学・除籍 2008/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2018/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 10年 廃棄

平成２０年度 学務に関する事項 学生の懲戒等身分等の異動に関する文書 退学・除籍 2009/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2019/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 10年 廃棄

平成２１年度 学務に関する事項 学生の懲戒等身分等の異動に関する文書 退学・除籍 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2020/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 10年 廃棄

平成２２年度 学務に関する事項 学生の懲戒等身分等の異動に関する文書 退学・除籍 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2021/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 10年 廃棄

平成２３年度 学務に関する事項 学生の懲戒等身分等の異動に関する文書 退学・除籍 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2022/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 10年 廃棄

平成２４年度 学務に関する事項 学生の懲戒等身分等の異動に関する文書 退学・除籍 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2023/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 10年 廃棄

平成２２年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 履修の手引 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2014/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 3年 廃棄

平成２３年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 履修の手引 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2015/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 3年 廃棄

平成２４年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 履修の手引 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 3年 廃棄

平成２２年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 時間割　コース・カリキュラム表 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2014/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 3年 廃棄

平成２３年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 時間割　コース・カリキュラム表 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2015/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 3年 廃棄

平成２４年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 時間割　コース・カリキュラム表 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 3年 廃棄

平成２２年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 学科振り分け 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2014/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 3年 廃棄

平成２３年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 学科振り分け 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2015/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 3年 廃棄

平成２４年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 学科振り分け 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 3年 廃棄

平成２１年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 シラバス 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2015/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２２年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 シラバス 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２３年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 シラバス 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２４年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 シラバス 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２０年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 定期試験 2009/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2014/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２１年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 定期試験 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2015/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２２年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 定期試験 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２３年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 定期試験 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２４年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 定期試験 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２０年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 履修登録 2009/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2014/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２１年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 履修登録 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2015/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２２年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 履修登録 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２３年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 履修登録 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２４年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 履修登録 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２０年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 演習振り分け 2009/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2014/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２１年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 演習振り分け 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2015/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２２年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 演習振り分け 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２３年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 演習振り分け 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２４年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 演習振り分け 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２０年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 既修得単位 2009/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2014/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２１年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 既修得単位 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2015/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２２年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 既修得単位 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄
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平成２３年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 既修得単位 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２４年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 既修得単位 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２２年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 休講連絡簿 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2014/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 3年 廃棄

平成２３年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 休講連絡簿 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2015/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 3年 廃棄

平成２４年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 休講連絡簿 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 3年 廃棄

平成２０年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 成績採点票・成績保管票 2009/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２１年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 成績採点票・成績保管票 2010/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２２年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 成績採点票・成績保管票 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２３年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 成績採点票・成績保管票 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２４年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 成績採点票・成績保管票 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２０年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 退学勧告・修学指導 2009/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2014/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２１年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 退学勧告・修学指導 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2015/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２２年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 退学勧告・修学指導 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２３年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 退学勧告・修学指導 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２４年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 退学勧告・修学指導 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２０年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 集中講義 2009/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2014/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２１年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 集中講義 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2015/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２２年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 集中講義 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２３年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 集中講義 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２４年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 集中講義 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２０年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 卒業判定資料 2009/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2014/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２１年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 卒業判定資料 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2015/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２２年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 卒業判定資料 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２３年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 卒業判定資料 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２４年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 卒業判定資料 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２０年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 卒業論文題目届 2009/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２１年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 卒業論文題目届 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2015/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２２年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 卒業論文題目届 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２３年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 卒業論文題目届 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２４年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 卒業論文題目届 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２０年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 単位認定 2009/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2014/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２１年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 単位認定 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2015/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２２年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 単位認定 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２３年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 単位認定 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２４年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 単位認定 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２０年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 単位互換 2009/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2014/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２１年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 単位互換 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2015/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２２年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 単位互換 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２３年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 単位互換 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２４年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 単位互換 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２０年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 転学科 2009/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2014/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２１年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 転学科 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2015/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２２年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 転学科 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄
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平成２３年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 転学科 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２４年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 転学科 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２０年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 非常勤講師 2009/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2014/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２１年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 非常勤講師 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2015/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２２年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 非常勤講師 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２３年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 非常勤講師 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２４年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 非常勤講師 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２０年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 ＴＡ 2009/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2014/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２１年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 ＴＡ 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2015/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２２年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 ＴＡ 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２３年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 ＴＡ 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２４年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 ＴＡ 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２０年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 チューター 2009/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2014/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２１年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 チューター 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2015/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２２年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 チューター 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２３年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 チューター 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２４年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 チューター 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２２年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 履修の手引 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２３年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 履修の手引 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２４年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 履修の手引 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成１５年度 学務に関する事項
日本学生支援機構及びその他育英団体の奨学金に
関するもので重要な文書

日本育英会奨学金 2004/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部学務係 経済学部学務第二係 10年 廃棄

平成１６年度 学務に関する事項
日本学生支援機構及びその他育英団体の奨学金に
関するもので重要な文書

日本育英会奨学金 2005/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部学務係 経済学部学生支援係 10年 廃棄

平成１７年度 学務に関する事項
日本学生支援機構及びその他育英団体の奨学金に
関するもので重要な文書

日本育英会奨学金 2006/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2016/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 10年 廃棄

平成１８年度 学務に関する事項
日本学生支援機構及びその他育英団体の奨学金に
関するもので重要な文書

日本育英会奨学金 2007/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 10年 廃棄

平成１９年度 学務に関する事項
日本学生支援機構及びその他育英団体の奨学金に
関するもので重要な文書

日本育英会奨学金 2008/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 10年 廃棄

平成２０年度 学務に関する事項
日本学生支援機構及びその他育英団体の奨学金に
関するもので重要な文書

日本育英会奨学金 2009/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2019/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 10年 廃棄

平成２１年度 学務に関する事項
日本学生支援機構及びその他育英団体の奨学金に
関するもので重要な文書

日本育英会奨学金 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2020/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 10年 廃棄

平成２２年度 学務に関する事項
日本学生支援機構及びその他育英団体の奨学金に
関するもので重要な文書

日本育英会奨学金 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2021/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 10年 廃棄

平成２３年度 学務に関する事項
日本学生支援機構及びその他育英団体の奨学金に
関するもので重要な文書

日本育英会奨学金 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2022/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 10年 廃棄

平成２４年度 学務に関する事項
日本学生支援機構及びその他育英団体の奨学金に
関するもので重要な文書

日本育英会奨学金 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2023/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 10年 廃棄

平成１５年度 学務に関する事項
日本学生支援機構及びその他育英団体の奨学金に
関するもので重要な文書

各種奨学金 2004/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部学務係 経済学部学務第二係 10年 廃棄

平成１６年度 学務に関する事項
日本学生支援機構及びその他育英団体の奨学金に
関するもので重要な文書

各種奨学金 2005/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部学務係 経済学部学生支援係 10年 廃棄

平成１７年度 学務に関する事項
日本学生支援機構及びその他育英団体の奨学金に
関するもので重要な文書

各種奨学金 2006/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2016/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 10年 廃棄

平成１８年度 学務に関する事項
日本学生支援機構及びその他育英団体の奨学金に
関するもので重要な文書

各種奨学金 2007/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 10年 廃棄

平成１９年度 学務に関する事項
日本学生支援機構及びその他育英団体の奨学金に
関するもので重要な文書

各種奨学金 2008/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 10年 廃棄
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平成２０年度 学務に関する事項
日本学生支援機構及びその他育英団体の奨学金に
関するもので重要な文書

各種奨学金 2009/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2019/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 10年 廃棄

平成２１年度 学務に関する事項
日本学生支援機構及びその他育英団体の奨学金に
関するもので重要な文書

各種奨学金 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2020/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 10年 廃棄

平成２２年度 学務に関する事項
日本学生支援機構及びその他育英団体の奨学金に
関するもので重要な文書

各種奨学金 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2021/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 10年 廃棄

平成２３年度 学務に関する事項
日本学生支援機構及びその他育英団体の奨学金に
関するもので重要な文書

各種奨学金 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2022/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 10年 廃棄

平成２４年度 学務に関する事項
日本学生支援機構及びその他育英団体の奨学金に
関するもので重要な文書

各種奨学金 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2023/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 10年 廃棄

平成２０年度 学務に関する事項 留学に関する文書 国費留学生 2009/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2014/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２１年度 学務に関する事項 留学に関する文書 国費留学生 2010/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2015/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２２年度 学務に関する事項 留学に関する文書 国費留学生 2011/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２３年度 学務に関する事項 留学に関する文書 国費留学生 2012/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

平成２４年度 学務に関する事項 留学に関する文書 国費留学生 2013/4/1 紙 Ａ棟１Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部学務係 経済学部学務係 5年 廃棄

昭和50年度 学務に関する事項 学籍簿 経済学研究科　学籍簿 1976/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 なし 経済学部大学院係 経済学部学務係 無期限 なし

昭和51年度 学務に関する事項 学籍簿 経済学研究科　学籍簿 1977/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 なし 経済学部大学院係 経済学部学務係 無期限 なし

昭和52年度 学務に関する事項 学籍簿 経済学研究科　学籍簿 1978/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 なし 経済学部大学院係 経済学部学務係 無期限 なし

昭和53年度 学務に関する事項 学籍簿 経済学研究科　学籍簿 1979/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 なし 経済学部大学院係 経済学部学務係 無期限 なし

昭和54年度 学務に関する事項 学籍簿 経済学研究科　学籍簿 1980/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 なし 経済学部大学院係 経済学部学務係 無期限 なし

昭和55年度 学務に関する事項 学籍簿 経済学研究科　学籍簿 1981/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 なし 経済学部大学院係 経済学部学務係 無期限 なし

昭和56年度 学務に関する事項 学籍簿 経済学研究科　学籍簿 1982/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 なし 経済学部大学院係 経済学部学務係 無期限 なし

昭和57年度 学務に関する事項 学籍簿 経済学研究科　学籍簿 1983/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 なし 経済学部大学院係 経済学部学務係 無期限 なし

昭和58年度 学務に関する事項 学籍簿 経済学研究科　学籍簿 1984/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 なし 経済学部大学院係 経済学部学務係 無期限 なし

昭和59年度 学務に関する事項 学籍簿 経済学研究科　学籍簿 1985/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 なし 経済学部大学院係 経済学部学務係 無期限 なし

昭和60年度 学務に関する事項 学籍簿 経済学研究科　学籍簿 1986/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 なし 経済学部大学院係 経済学部学務係 無期限 なし

昭和61年度 学務に関する事項 学籍簿 経済学研究科　学籍簿 1987/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 なし 経済学部大学院係 経済学部学務係 無期限 なし

昭和62年度 学務に関する事項 学籍簿 経済学研究科　学籍簿 1988/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 なし 経済学部大学院係 経済学部学務係 無期限 なし

昭和63年度 学務に関する事項 学籍簿 経済学研究科　学籍簿 1989/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 なし 経済学部大学院係 経済学部学務係 無期限 なし

（平成元年）
昭和64年度

学務に関する事項 学籍簿 経済学研究科　学籍簿 1990/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 なし 経済学部大学院係 経済学部学務係 無期限 なし

平成2年度 学務に関する事項 学籍簿 経済学研究科　学籍簿 1991/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 なし 経済学部大学院係 経済学部学務係 無期限 なし

平成3年度 学務に関する事項 学籍簿 経済学研究科　学籍簿 1992/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 なし 経済学部大学院係 経済学部学務係 無期限 なし

平成4年度 学務に関する事項 学籍簿 経済学研究科　学籍簿 1993/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 なし 経済学部大学院係 経済学部学務係 無期限 なし

平成5年度 学務に関する事項 学籍簿 経済学研究科　学籍簿 1994/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 なし 経済学部大学院係 経済学部学務係 無期限 なし

平成6年度 学務に関する事項 学籍簿 経済学研究科　学籍簿 1995/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 なし 経済学部大学院係 経済学部学務係 無期限 なし

平成7年度 学務に関する事項 学籍簿 経済学研究科　学籍簿 1996/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 なし 経済学部大学院係 経済学部学務係 無期限 なし

平成8年度 学務に関する事項 学籍簿 経済学研究科　学籍簿 1997/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 なし 経済学部大学院係 経済学部学務係 無期限 なし

平成9年度 学務に関する事項 学籍簿 経済学研究科　学籍簿 1998/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 なし 経済学部大学院係 経済学部学務係 無期限 なし

平成10年度 学務に関する事項 学籍簿 経済学研究科　学籍簿 1999/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 なし 経済学部大学院係 経済学部学務係 無期限 なし

平成11年度 学務に関する事項 学籍簿 経済学研究科　学籍簿 2000/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 なし 経済学部大学院係 経済学部学務係 無期限 なし

平成12年度 学務に関する事項 学籍簿 経済学研究科　学籍簿 2001/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 なし 経済学部大学院係 経済学部学務係 無期限 なし

平成13年度 学務に関する事項 学籍簿 経済学研究科　学籍簿 2002/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 なし 経済学部大学院係 経済学部学務係 無期限 なし

平成14年度 学務に関する事項 学籍簿 経済学研究科　学籍簿 2003/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 なし 経済学部大学院係 経済学部学務第一係 無期限 なし

平成15年度 学務に関する事項 学籍簿 経済学研究科　学籍簿 2004/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 なし 経済学部大学院係 経済学部学務第一係 無期限 なし

平成16年度 学務に関する事項 学籍簿 経済学研究科　学籍簿 2005/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 なし 経済学部大学院係 経済学部学務係 無期限 なし
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平成17年度 学務に関する事項 学籍簿 経済学研究科　学籍簿 2006/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 なし 経済学部大学院係 経済学部大学院係 無期限 なし

平成18年度 学務に関する事項 学籍簿 経済学研究科　学籍簿 2007/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 なし 経済学部大学院係 経済学部大学院係 無期限 なし

平成19年度 学務に関する事項 学籍簿 経済学研究科　学籍簿 2008/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 なし 経済学部大学院係 経済学部大学院係 無期限 なし

平成20年度 学務に関する事項 学籍簿 経済学研究科　学籍簿 2009/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 なし 経済学部大学院係 経済学部大学院係 無期限 なし

平成21年度 学務に関する事項 学籍簿 経済学研究科　学籍簿 2010/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 なし 経済学部大学院係 経済学部大学院係 無期限 なし

平成22年度 学務に関する事項 学籍簿 経済学研究科　学籍簿 2011/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 なし 経済学部大学院係 経済学部大学院係 無期限 なし

平成23年度 学務に関する事項 学籍簿 経済学研究科　学籍簿 2012/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 なし 経済学部大学院係 経済学部大学院係 無期限 なし

平成24年度 学務に関する事項 学籍簿 経済学研究科　学籍簿 2013/4/1 紙 Ａ棟2Ｆ事務室書架 なし 経済学部大学院係 経済学部大学院係 無期限 なし

平成13年度 学務に関する事項 学籍簿 東アジア研究科　学籍簿 2002/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 なし 経済学部大学院係 経済学部学務係 無期限 なし

平成14年度 学務に関する事項 学籍簿 東アジア研究科　学籍簿 2003/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 なし 経済学部大学院係 経済学部学務第一係 無期限 なし

平成15年度 学務に関する事項 学籍簿 東アジア研究科　学籍簿 2004/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 なし 経済学部大学院係 経済学部学務第一係 無期限 なし

平成16年度 学務に関する事項 学籍簿 東アジア研究科　学籍簿 2005/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 なし 経済学部大学院係 経済学部学務係 無期限 なし

平成17年度 学務に関する事項 学籍簿 東アジア研究科　学籍簿 2006/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 なし 経済学部大学院係 経済学部大学院係 無期限 なし

平成18年度 学務に関する事項 学籍簿 東アジア研究科　学籍簿 2007/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 なし 経済学部大学院係 経済学部大学院係 無期限 なし

平成19年度 学務に関する事項 学籍簿 東アジア研究科　学籍簿 2008/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 なし 経済学部大学院係 経済学部大学院係 無期限 なし

平成20年度 学務に関する事項 学籍簿 東アジア研究科　学籍簿 2009/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 なし 経済学部大学院係 経済学部大学院係 無期限 なし

平成21年度 学務に関する事項 学籍簿 東アジア研究科　学籍簿 2010/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 なし 経済学部大学院係 経済学部大学院係 無期限 なし

平成22年度 学務に関する事項 学籍簿 東アジア研究科　学籍簿 2011/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 なし 経済学部大学院係 経済学部大学院係 無期限 なし

平成23年度 学務に関する事項 学籍簿 東アジア研究科　学籍簿 2012/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 なし 経済学部大学院係 経済学部大学院係 無期限 なし

平成24年度 学務に関する事項 学籍簿 東アジア研究科　学籍簿 2013/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 なし 経済学部大学院係 経済学部大学院係 無期限 なし

平成15年度 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 経済学研究科　学生異動 2004/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部大学院係 経済学部学務第一係 10年 廃棄

平成16年度 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 経済学研究科　学生異動 2005/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部大学院係 経済学部学務係 10年 廃棄

平成17年度 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 経済学研究科　学生異動 2006/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2016/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 10年 廃棄

平成18年度 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 経済学研究科　学生異動 2007/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2017/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 10年 廃棄

平成19年度 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 経済学研究科　学生異動 2008/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2018/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 10年 廃棄

平成20年度 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 経済学研究科　学生異動 2009/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2019/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 10年 廃棄

平成21年度 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 経済学研究科　学生異動 2010/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2020/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 10年 廃棄

平成22年度 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 経済学研究科　学生異動 2011/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2021/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 10年 廃棄

平成23年度 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 経済学研究科　学生異動 2012/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2022/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 10年 廃棄

平成24年度 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 経済学研究科　学生異動 2013/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2023/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 10年 廃棄

平成15年度 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 東アジア研究科　学生異動 2004/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部大学院係 経済学部学務第一係 10年 廃棄

平成16年度 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 東アジア研究科　学生異動 2005/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部大学院係 経済学部学務係 10年 廃棄

平成17年度 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 東アジア研究科　学生異動 2006/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2016/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 10年 廃棄

平成18年度 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 東アジア研究科　学生異動 2007/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2017/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 10年 廃棄

平成19年度 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 東アジア研究科　学生異動 2008/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2018/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 10年 廃棄

平成20年度 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 東アジア研究科　学生異動 2009/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2019/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 10年 廃棄

平成21年度 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 東アジア研究科　学生異動 2010/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2020/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 10年 廃棄

平成22年度 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 東アジア研究科　学生異動 2011/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2021/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 10年 廃棄

平成23年度 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 東アジア研究科　学生異動 2012/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2022/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 10年 廃棄

平成24年度 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 東アジア研究科　学生異動 2013/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2023/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 10年 廃棄

平成15年度 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 経済学研究科　長期履修学生 2004/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部大学院係 経済学部学務第一係 10年 廃棄

平成16年度 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 経済学研究科　長期履修学生 2005/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 10年 廃棄

平成17年度 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 経済学研究科　長期履修学生 2006/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2016/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 10年 廃棄
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平成18年度 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 経済学研究科　長期履修学生 2007/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2017/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 10年 廃棄

平成19年度 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 経済学研究科　長期履修学生 2008/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2018/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 10年 廃棄

平成20年度 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 経済学研究科　長期履修学生 2009/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2019/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 10年 廃棄

平成21年度 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 経済学研究科　長期履修学生 2010/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2020/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 10年 廃棄

平成22年度 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 経済学研究科　長期履修学生 2011/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2021/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 10年 廃棄

平成23年度 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 経済学研究科　長期履修学生 2012/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2022/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 10年 廃棄

平成24年度 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 経済学研究科　長期履修学生 2013/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2023/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 10年 廃棄

平成15年度 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 東アジア研究科　長期履修学生 2004/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部大学院係 経済学部学務第一係 10年 廃棄

平成16年度 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 東アジア研究科　長期履修学生 2005/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 10年 廃棄

平成17年度 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 東アジア研究科　長期履修学生 2006/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2016/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 10年 廃棄

平成18年度 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 東アジア研究科　長期履修学生 2007/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2017/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 10年 廃棄

平成19年度 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 東アジア研究科　長期履修学生 2008/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2018/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 10年 廃棄

平成20年度 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 東アジア研究科　長期履修学生 2009/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2019/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 10年 廃棄

平成21年度 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 東アジア研究科　長期履修学生 2010/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2020/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 10年 廃棄

平成22年度 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 東アジア研究科　長期履修学生 2011/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2021/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 10年 廃棄

平成23年度 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 東アジア研究科　長期履修学生 2012/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2022/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 10年 廃棄

平成24年度 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 東アジア研究科　長期履修学生 2013/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2023/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 10年 廃棄

平成20年度 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 経済学研究科　入試 2009/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成21年度 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 経済学研究科　入試 2010/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成22年度 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 経済学研究科　入試 2011/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2016/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成23年度 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 経済学研究科　入試 2012/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成24年度 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 経済学研究科　入試 2013/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成20年度 学務に関する事項 非正規生の受入れに関する文書 経済学研究科　研究生・科目等履修生 2009/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成21年度 学務に関する事項 非正規生の受入れに関する文書 経済学研究科　研究生・科目等履修生 2010/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成22年度 学務に関する事項 非正規生の受入れに関する文書 経済学研究科　研究生・科目等履修生 2011/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2016/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成23年度 学務に関する事項 非正規生の受入れに関する文書 経済学研究科　研究生・科目等履修生 2012/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成24年度 学務に関する事項 非正規生の受入れに関する文書 経済学研究科　研究生・科目等履修生 2013/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成20年度 学務に関する事項 非正規生の受入れに関する文書 東アジア研究科　特別研究生 2009/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成21年度 学務に関する事項 非正規生の受入れに関する文書 東アジア研究科　特別研究生 2010/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成22年度 学務に関する事項 非正規生の受入れに関する文書 東アジア研究科　特別研究生 2011/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2016/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成23年度 学務に関する事項 非正規生の受入れに関する文書 東アジア研究科　特別研究生 2012/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成24年度 学務に関する事項 非正規生の受入れに関する文書 東アジア研究科　特別研究生 2013/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成20年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 経済学研究科　授業 2009/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成21年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 経済学研究科　授業 2010/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成22年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 経済学研究科　授業 2011/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2016/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成23年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 経済学研究科　授業 2012/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成24年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 経済学研究科　授業 2013/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成20年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 経済学研究科　履修の手引き 2009/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成21年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 経済学研究科　履修の手引き 2010/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成22年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 経済学研究科　履修の手引き 2011/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2016/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成23年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 経済学研究科　履修の手引き 2012/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成24年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 経済学研究科　履修の手引き 2013/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成20年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 経済学研究科　履修届・宿所届 2009/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄
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平成21年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 経済学研究科　履修届・宿所届 2010/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成22年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 経済学研究科　履修届・宿所届 2011/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2016/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成23年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 経済学研究科　履修届・宿所届 2012/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成24年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 経済学研究科　履修届・宿所届 2013/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成20年度 学務に関する事項 日本学生支援機構及びその他育英団体の奨学金に関する文書 経済学研究科　日本学生支援機構奨学金 2009/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成21年度 学務に関する事項 日本学生支援機構及びその他育英団体の奨学金に関する文書 経済学研究科　日本学生支援機構奨学金 2010/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成22年度 学務に関する事項 日本学生支援機構及びその他育英団体の奨学金に関する文書 経済学研究科　日本学生支援機構奨学金 2011/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2016/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成23年度 学務に関する事項 日本学生支援機構及びその他育英団体の奨学金に関する文書 経済学研究科　日本学生支援機構奨学金 2012/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成24年度 学務に関する事項 日本学生支援機構及びその他育英団体の奨学金に関する文書 経済学研究科　日本学生支援機構奨学金 2013/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成20年度 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 経済学研究科　公共管理コース入試 2009/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成21年度 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 経済学研究科　公共管理コース入試 2010/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成22年度 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 経済学研究科　公共管理コース入試 2011/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2016/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成23年度 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 経済学研究科　公共管理コース入試 2012/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成24年度 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 経済学研究科　公共管理コース入試 2013/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成20年度 学務に関する事項 日本学生支援機構及びその他育英団体の奨学金に関する文書 外国人留学生　奨学金 2009/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成21年度 学務に関する事項 日本学生支援機構及びその他育英団体の奨学金に関する文書 外国人留学生　奨学金 2010/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成22年度 学務に関する事項 日本学生支援機構及びその他育英団体の奨学金に関する文書 外国人留学生　奨学金 2011/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2016/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成23年度 学務に関する事項 日本学生支援機構及びその他育英団体の奨学金に関する文書 外国人留学生　奨学金 2012/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成24年度 学務に関する事項 日本学生支援機構及びその他育英団体の奨学金に関する文書 外国人留学生　奨学金 2013/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成20年度 学務に関する事項 日本学生支援機構及びその他育英団体の奨学金に関する文書 学習奨励費 2009/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成21年度 学務に関する事項 日本学生支援機構及びその他育英団体の奨学金に関する文書 学習奨励費 2010/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成22年度 学務に関する事項 日本学生支援機構及びその他育英団体の奨学金に関する文書 学習奨励費 2011/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2016/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成23年度 学務に関する事項 日本学生支援機構及びその他育英団体の奨学金に関する文書 学習奨励費 2012/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成24年度 学務に関する事項 日本学生支援機構及びその他育英団体の奨学金に関する文書 学習奨励費 2013/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成20年度 学務に関する事項 留学生に関する文書 国費外国人留学生 2009/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成21年度 学務に関する事項 留学生に関する文書 国費外国人留学生 2010/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成22年度 学務に関する事項 留学生に関する文書 国費外国人留学生 2011/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2016/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成23年度 学務に関する事項 留学生に関する文書 国費外国人留学生 2012/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成24年度 学務に関する事項 留学生に関する文書 国費外国人留学生 2013/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成20年度 学務に関する事項 入学料，授業料等の免除に関するもので重要な文書 授業料免除・入学料免除 2009/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成21年度 学務に関する事項 入学料，授業料等の免除に関するもので重要な文書 授業料免除・入学料免除 2010/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成22年度 学務に関する事項 入学料，授業料等の免除に関するもので重要な文書 授業料免除・入学料免除 2011/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2016/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成23年度 学務に関する事項 入学料，授業料等の免除に関するもので重要な文書 授業料免除・入学料免除 2012/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成24年度 学務に関する事項 入学料，授業料等の免除に関するもので重要な文書 授業料免除・入学料免除 2013/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成20年度 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 東アジア研究科　入試 2009/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成21年度 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 東アジア研究科　入試 2010/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成22年度 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 東アジア研究科　入試 2011/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2016/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成23年度 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 東アジア研究科　入試 2012/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成24年度 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 東アジア研究科　入試 2013/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成20年度 学務に関する事項 入学手続書類 東アジア研究科　身上報告書・入学届・承諾書 2009/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成21年度 学務に関する事項 入学手続書類 東アジア研究科　身上報告書・入学届・承諾書 2010/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成22年度 学務に関する事項 入学手続書類 東アジア研究科　身上報告書・入学届・承諾書 2011/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2016/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成23年度 学務に関する事項 入学手続書類 東アジア研究科　身上報告書・入学届・承諾書 2012/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄
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平成24年度 学務に関する事項 入学手続書類 東アジア研究科　身上報告書・入学届・承諾書 2013/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成20年度 学務に関する事項 入学手続書類 経済学研究科　身上報告書・入学届・承諾書 2009/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成21年度 学務に関する事項 入学手続書類 経済学研究科　身上報告書・入学届・承諾書 2010/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成22年度 学務に関する事項 入学手続書類 経済学研究科　身上報告書・入学届・承諾書 2011/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2016/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成23年度 学務に関する事項 入学手続書類 経済学研究科　身上報告書・入学届・承諾書 2012/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成24年度 学務に関する事項 入学手続書類 経済学研究科　身上報告書・入学届・承諾書 2013/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成20年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 東アジア研究科　授業 2009/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成21年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 東アジア研究科　授業 2010/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成22年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 東アジア研究科　授業 2011/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2016/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成23年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 東アジア研究科　授業 2012/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成24年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 東アジア研究科　授業 2013/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成20年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 東アジア研究科　講義概要（シラバス） 2009/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成21年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 東アジア研究科　講義概要（シラバス） 2010/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成22年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 東アジア研究科　講義概要（シラバス） 2011/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2016/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成23年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 東アジア研究科　講義概要（シラバス） 2012/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成24年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 東アジア研究科　講義概要（シラバス） 2013/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成20年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 東アジア研究科　学生便覧 2009/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成21年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 東アジア研究科　学生便覧 2010/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成22年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 東アジア研究科　学生便覧 2011/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2016/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成23年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 東アジア研究科　学生便覧 2012/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成24年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 東アジア研究科　学生便覧 2013/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成20年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 経済学研究科　履修届・宿所届 2009/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成21年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 経済学研究科　履修届・宿所届 2010/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成22年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 経済学研究科　履修届・宿所届 2011/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2016/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成23年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 経済学研究科　履修届・宿所届 2012/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成24年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 経済学研究科　履修届・宿所届 2013/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成20年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 経済学研究科　公共管理コース 2009/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成21年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 経済学研究科　公共管理コース 2010/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成22年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 経済学研究科　公共管理コース 2011/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2016/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成23年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 経済学研究科　公共管理コース 2012/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成24年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 経済学研究科　公共管理コース 2013/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成20年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 経済学研究科　課程認定・教員免許 2009/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成21年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 経済学研究科　課程認定・教員免許 2010/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成22年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 経済学研究科　課程認定・教員免許 2011/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2016/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成23年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 経済学研究科　課程認定・教員免許 2012/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成24年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 経済学研究科　課程認定・教員免許 2013/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成22年度 学務に関する事項 学生証等各種証明書発行に関する文書 在留期間更新許可申請書　所属機関等作成用発行簿 2011/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 3年 廃棄

平成23年度 学務に関する事項 学生証等各種証明書発行に関する文書 在留期間更新許可申請書　所属機関等作成用発行簿 2012/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2015/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 3年 廃棄

平成24年度 学務に関する事項 学生証等各種証明書発行に関する文書 在留期間更新許可申請書　所属機関等作成用発行簿 2013/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 3年 廃棄

平成22年度 学務に関する事項 学生証等各種証明書発行に関する文書 証明書発行簿 2011/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 3年 廃棄

平成23年度 学務に関する事項 学生証等各種証明書発行に関する文書 証明書発行簿 2012/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2015/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 3年 廃棄

平成24年度 学務に関する事項 学生証等各種証明書発行に関する文書 証明書発行簿 2013/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 3年 廃棄

平成20年度 学務に関する事項 留学生に関する文書 留学生 2009/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄
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大分類 中分類 （小分類） 満了日

作成・取得年
度等

起算日 備考管理者 作成・取得者 保存期間
保存期間満
了後の措置

媒体の種別 保存場所

平成21年度 学務に関する事項 留学生に関する文書 留学生 2010/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成22年度 学務に関する事項 留学生に関する文書 留学生 2011/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2016/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成23年度 学務に関する事項 留学生に関する文書 留学生 2012/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成24年度 学務に関する事項 留学生に関する文書 留学生 2013/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成20年度 学務に関する事項 留学生に関する文書 一時出国届 2009/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成21年度 学務に関する事項 留学生に関する文書 一時出国届 2010/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成22年度 学務に関する事項 留学生に関する文書 一時出国届 2011/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2016/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成23年度 学務に関する事項 留学生に関する文書 一時出国届 2012/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成24年度 学務に関する事項 留学生に関する文書 一時出国届 2013/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成20年度 学務に関する事項 留学生に関する文書 留学生異動・受入報告 2009/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成21年度 学務に関する事項 留学生に関する文書 留学生異動・受入報告 2010/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成22年度 学務に関する事項 留学生に関する文書 留学生異動・受入報告 2011/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2016/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成23年度 学務に関する事項 留学生に関する文書 留学生異動・受入報告 2012/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成24年度 学務に関する事項 留学生に関する文書 留学生異動・受入報告 2013/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成20年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 東アジア研究科　履修届・宿所届 2009/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成21年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 東アジア研究科　履修届・宿所届 2010/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成22年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 東アジア研究科　履修届・宿所届 2011/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2016/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成23年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 東アジア研究科　履修届・宿所届 2012/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成24年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 東アジア研究科　履修届・宿所届 2013/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成20年度 学務に関する事項
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５
年保存が必要であると認める文書

東アジア研究科　新入生オリエンテーション 2009/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成21年度 学務に関する事項
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５
年保存が必要であると認める文書

東アジア研究科　新入生オリエンテーション 2010/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成22年度 学務に関する事項
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５
年保存が必要であると認める文書

東アジア研究科　新入生オリエンテーション 2011/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2016/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成23年度 学務に関する事項
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５
年保存が必要であると認める文書

東アジア研究科　新入生オリエンテーション 2012/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成24年度 学務に関する事項
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５
年保存が必要であると認める文書

東アジア研究科　新入生オリエンテーション 2013/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成22年度 学務に関する事項
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５
年保存が必要であると認める文書

経済学研究科　ＪＤＳ事業特別プログラム 2011/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成23年度 学務に関する事項
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５
年保存が必要であると認める文書

経済学研究科　ＪＤＳ事業特別プログラム 2012/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成24年度 学務に関する事項
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５
年保存が必要であると認める文書

経済学研究科　ＪＤＳ事業特別プログラム 2013/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成20年度 学務に関する事項
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５
年保存が必要であると認める文書

経済学研究科　ＪＤＳ事業付帯講座 2009/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2014/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成21年度 学務に関する事項
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５
年保存が必要であると認める文書

経済学研究科　ＪＤＳ事業付帯講座 2010/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2015/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成20年度 学務に関する事項 各種研究助成金に関する文書 山口大学教育研究後援財団助成事業 2009/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成21年度 学務に関する事項 各種研究助成金に関する文書 山口大学教育研究後援財団助成事業 2010/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成22年度 学務に関する事項 各種研究助成金に関する文書 山口大学教育研究後援財団助成事業 2011/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2016/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成23年度 学務に関する事項 各種研究助成金に関する文書 山口大学教育研究後援財団助成事業 2012/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成24年度 学務に関する事項 各種研究助成金に関する文書 山口大学教育研究後援財団助成事業 2013/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成20年度 学務に関する事項 論文審査に関する文書 経済学研究科　修了 2009/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成21年度 学務に関する事項 論文審査に関する文書 経済学研究科　修了 2010/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成22年度 学務に関する事項 論文審査に関する文書 経済学研究科　修了 2011/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2016/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄



文　書　分　類 文　書　分　類 名称 保存期間
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平成23年度 学務に関する事項 論文審査に関する文書 経済学研究科　修了 2012/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成24年度 学務に関する事項 論文審査に関する文書 経済学研究科　修了 2013/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成20年度 学務に関する事項 論文審査に関する文書 東アジア研究科　学位申請 2009/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成21年度 学務に関する事項 論文審査に関する文書 東アジア研究科　学位申請 2010/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成22年度 学務に関する事項 論文審査に関する文書 東アジア研究科　学位申請 2011/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2016/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成23年度 学務に関する事項 論文審査に関する文書 東アジア研究科　学位申請 2012/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成24年度 学務に関する事項 論文審査に関する文書 東アジア研究科　学位申請 2013/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成20年度 学務に関する事項 論文審査に関する文書 東アジア研究科　学位準備論文報告会 2009/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成21年度 学務に関する事項 論文審査に関する文書 東アジア研究科　学位準備論文報告会 2010/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成22年度 学務に関する事項 論文審査に関する文書 東アジア研究科　学位準備論文報告会 2011/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2016/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成23年度 学務に関する事項 論文審査に関する文書 東アジア研究科　学位準備論文報告会 2012/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成24年度 学務に関する事項 論文審査に関する文書 東アジア研究科　学位準備論文報告会 2013/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成20年度 学務に関する事項 論文審査に関する文書 東アジア研究科　学位論文作成計画書 2009/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成21年度 学務に関する事項 論文審査に関する文書 東アジア研究科　学位論文作成計画書 2010/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成22年度 学務に関する事項 論文審査に関する文書 東アジア研究科　学位論文作成計画書 2011/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2016/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成23年度 学務に関する事項 論文審査に関する文書 東アジア研究科　学位論文作成計画書 2012/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成24年度 学務に関する事項 論文審査に関する文書 東アジア研究科　学位論文作成計画書 2013/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成20年度 学務に関する事項 論文審査に関する文書 東アジア研究科　学位申請（論文提出による） 2009/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成21年度 学務に関する事項 論文審査に関する文書 東アジア研究科　学位申請（論文提出による） 2010/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成22年度 学務に関する事項 論文審査に関する文書 東アジア研究科　学位申請（論文提出による） 2011/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2016/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成23年度 学務に関する事項 論文審査に関する文書 東アジア研究科　学位申請（論文提出による） 2012/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成24年度 学務に関する事項 論文審査に関する文書 東アジア研究科　学位申請（論文提出による） 2013/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成22年度 学務に関する事項 学生寄宿舎等の学生の入退寮に関する文書 機関保証制度 2011/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2016/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成23年度 学務に関する事項 学生寄宿舎等の学生の入退寮に関する文書 機関保証制度 2012/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成24年度 学務に関する事項 学生寄宿舎等の学生の入退寮に関する文書 機関保証制度 2013/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成20年度 教育職員保有文書に関す
る事項

修士論文 経済学研究科　修士論文 2009/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成21年度 教育職員保有文書に関す
る事項

修士論文 経済学研究科　修士論文 2010/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成22年度 教育職員保有文書に関す
る事項

修士論文 経済学研究科　修士論文 2011/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2016/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成23年度 教育職員保有文書に関す
る事項

修士論文 経済学研究科　修士論文 2012/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2017/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成24年度 教育職員保有文書に関す
る事項

修士論文 経済学研究科　修士論文 2013/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2018/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成15年度 教育職員保有文書に関す
る事項

博士論文 東アジア研究科　博士論文 2004/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部大学院係 経済学部学務第一係 10年 廃棄

平成16年度 教育職員保有文書に関す
る事項

博士論文 東アジア研究科　博士論文 2005/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 10年 廃棄

平成17年度 教育職員保有文書に関す
る事項

博士論文 東アジア研究科　博士論文 2006/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2016/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 10年 廃棄

平成18年度 教育職員保有文書に関す
る事項

博士論文 東アジア研究科　博士論文 2007/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2017/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 10年 廃棄

平成19年度 教育職員保有文書に関す
る事項

博士論文 東アジア研究科　博士論文 2008/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2018/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 10年 廃棄

平成20年度 教育職員保有文書に関す
る事項

博士論文 東アジア研究科　博士論文 2009/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2019/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 10年 廃棄

平成21年度 教育職員保有文書に関す
る事項

博士論文 東アジア研究科　博士論文 2010/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2020/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 10年 廃棄

平成22年度 教育職員保有文書に関す
る事項

博士論文 東アジア研究科　博士論文 2011/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2021/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 10年 廃棄

平成23年度 教育職員保有文書に関す
る事項

博士論文 東アジア研究科　博士論文 2012/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2022/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 10年 廃棄

平成24年度 教育職員保有文書に関す
る事項

博士論文 東アジア研究科　博士論文 2013/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2023/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 10年 廃棄

平成20年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 経済学研究科運営委員会 2009/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成21年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 経済学研究科運営委員会 2010/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成22年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 経済学研究科運営委員会 2011/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2016/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄
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平成23年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 経済学研究科運営委員会 2012/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成24年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 経済学研究科運営委員会 2013/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成20年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 経済学研究科　公共管理コース委員会 2009/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成21年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 経済学研究科　公共管理コース委員会 2010/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成22年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 経済学研究科　公共管理コース委員会 2011/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2016/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成23年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 経済学研究科　公共管理コース委員会 2012/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成24年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 経済学研究科　公共管理コース委員会 2013/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成20年度 管理運営に関する事項
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５
年保存が必要であると認める文書

経済学研究科　公開シンポジウム 2009/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成21年度 管理運営に関する事項
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５
年保存が必要であると認める文書

経済学研究科　公開シンポジウム 2010/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成22年度 管理運営に関する事項
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５
年保存が必要であると認める文書

経済学研究科　公開シンポジウム 2011/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2016/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成23年度 管理運営に関する事項
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５
年保存が必要であると認める文書

経済学研究科　公開シンポジウム 2012/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成24年度 管理運営に関する事項
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５
年保存が必要であると認める文書

経済学研究科　公開シンポジウム 2013/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成15年度 管理運営に関する事項
入学式，卒業式，学位記授与式その他本法人が主催する記念行
事に関するもので重要な文書

経済学研究科　入学式・修了式・オリエンテーション 2004/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部大学院係 経済学部学務第一係 10年 廃棄

平成16年度 管理運営に関する事項
入学式，卒業式，学位記授与式その他本法人が主催する記念行
事に関するもので重要な文書

経済学研究科　入学式・修了式・オリエンテーション 2005/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 10年 廃棄

平成17年度 管理運営に関する事項
入学式，卒業式，学位記授与式その他本法人が主催する記念行
事に関するもので重要な文書

経済学研究科　入学式・修了式・オリエンテーション 2006/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2016/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 10年 廃棄

平成18年度 管理運営に関する事項
入学式，卒業式，学位記授与式その他本法人が主催する記念行
事に関するもので重要な文書

経済学研究科　入学式・修了式・オリエンテーション 2007/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2017/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 10年 廃棄

平成19年度 管理運営に関する事項
入学式，卒業式，学位記授与式その他本法人が主催する記念行
事に関するもので重要な文書

経済学研究科　入学式・修了式・オリエンテーション 2008/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2018/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 10年 廃棄

平成20年度 管理運営に関する事項
入学式，卒業式，学位記授与式その他本法人が主催する記念行
事に関するもので重要な文書

経済学研究科　入学式・修了式・オリエンテーション 2009/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2019/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 10年 廃棄

平成21年度 管理運営に関する事項
入学式，卒業式，学位記授与式その他本法人が主催する記念行
事に関するもので重要な文書

経済学研究科　入学式・修了式・オリエンテーション 2010/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2020/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 10年 廃棄

平成22年度 管理運営に関する事項
入学式，卒業式，学位記授与式その他本法人が主催する記念行
事に関するもので重要な文書

経済学研究科　入学式・修了式・オリエンテーション 2011/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2021/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 10年 廃棄

平成23年度 管理運営に関する事項
入学式，卒業式，学位記授与式その他本法人が主催する記念行
事に関するもので重要な文書

経済学研究科　入学式・修了式・オリエンテーション 2012/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2022/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 10年 廃棄

平成24年度 管理運営に関する事項
入学式，卒業式，学位記授与式その他本法人が主催する記念行
事に関するもので重要な文書

経済学研究科　入学式・修了式・オリエンテーション 2013/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2023/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 10年 廃棄

平成20年度 管理運営に関する事項
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５
年保存が必要であると認める文書

東アジア研究科　国際学術フォーラム・学術講演会 2009/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成21年度 管理運営に関する事項
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５
年保存が必要であると認める文書

東アジア研究科　国際学術フォーラム・学術講演会 2010/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成22年度 管理運営に関する事項
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５
年保存が必要であると認める文書

東アジア研究科　国際学術フォーラム・学術講演会 2011/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2016/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成23年度 管理運営に関する事項
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５
年保存が必要であると認める文書

東アジア研究科　国際学術フォーラム・学術講演会 2012/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2017/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成24年度 管理運営に関する事項
上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５
年保存が必要であると認める文書

東アジア研究科　国際学術フォーラム・学術講演会 2013/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2018/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 5年 廃棄

平成15年度 管理運営に関する事項
入学式，卒業式，学位記授与式その他本法人が主催する記念行
事に関するもので重要な文書

東アジア研究科　修了式 2004/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2014/3/31 経済学部大学院係 経済学部学務第一係 10年 廃棄

平成16年度 管理運営に関する事項
入学式，卒業式，学位記授与式その他本法人が主催する記念行
事に関するもので重要な文書

東アジア研究科　修了式 2005/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2015/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 10年 廃棄

平成17年度 管理運営に関する事項
入学式，卒業式，学位記授与式その他本法人が主催する記念行
事に関するもので重要な文書

東アジア研究科　修了式 2006/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2016/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 10年 廃棄
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平成18年度 管理運営に関する事項
入学式，卒業式，学位記授与式その他本法人が主催する記念行
事に関するもので重要な文書

東アジア研究科　修了式 2007/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2017/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 10年 廃棄

平成19年度 管理運営に関する事項
入学式，卒業式，学位記授与式その他本法人が主催する記念行
事に関するもので重要な文書

東アジア研究科　修了式 2008/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2018/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 10年 廃棄

平成20年度 管理運営に関する事項
入学式，卒業式，学位記授与式その他本法人が主催する記念行
事に関するもので重要な文書

東アジア研究科　修了式 2009/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2019/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 10年 廃棄

平成21年度 管理運営に関する事項
入学式，卒業式，学位記授与式その他本法人が主催する記念行
事に関するもので重要な文書

東アジア研究科　修了式 2010/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ書庫 2020/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 10年 廃棄

平成22年度 管理運営に関する事項
入学式，卒業式，学位記授与式その他本法人が主催する記念行
事に関するもので重要な文書

東アジア研究科　修了式 2011/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2021/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 10年 廃棄

平成23年度 管理運営に関する事項
入学式，卒業式，学位記授与式その他本法人が主催する記念行
事に関するもので重要な文書

東アジア研究科　修了式 2012/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2022/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 10年 廃棄

平成24年度 管理運営に関する事項
入学式，卒業式，学位記授与式その他本法人が主催する記念行
事に関するもので重要な文書

東アジア研究科　修了式 2013/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2023/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 10年 廃棄

平成24年度 管理運営に関する事項 安全保障輸出管理に関する文書 安全保障輸出管理記録簿 2013/4/1 紙 Ａ棟1Ｆ事務室書架 2020/3/31 経済学部大学院係 経済学部大学院係 7年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 東研・図書委員会 2009/4/1 紙 東亜経済研究所１Ｆ 2014/3/31 東亜経済研究室係 東亜経済研究室係 5年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 東研・図書委員会 2010/4/1 紙 東亜経済研究所１Ｆ 2015/3/31 東亜経済研究室係 東亜経済研究室係 5年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 東研・図書委員会 2011/4/1 紙 東亜経済研究所１Ｆ 2016/3/31 東亜経済研究室係 東亜経済研究室係 5年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 東研・図書委員会 2012/4/1 紙 東亜経済研究所１Ｆ 2017/3/31 東亜経済研究室係 東亜経済研究室係 5年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 東研・図書委員会 2013/4/1 紙 東亜経済研究所１Ｆ 2018/3/31 東亜経済研究室係 東亜経済研究室係 5年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等に関する文書 広報誌 2009/4/1 紙 東亜経済研究所１Ｆ 2014/3/31 東亜経済研究室係 東亜経済研究室係 5年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等に関する文書 広報誌 2010/4/1 紙 東亜経済研究所１Ｆ 2015/3/31 東亜経済研究室係 東亜経済研究室係 5年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等に関する文書 広報誌 2011/4/1 紙 東亜経済研究所１Ｆ 2016/3/31 東亜経済研究室係 東亜経済研究室係 5年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等に関する文書 広報誌 2012/4/1 紙 東亜経済研究所１Ｆ 2017/3/31 東亜経済研究室係 東亜経済研究室係 5年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等に関する文書 広報誌 2013/4/1 紙 東亜経済研究所１Ｆ 2018/3/31 東亜経済研究室係 東亜経済研究室係 5年 廃棄

昭和５８年度
情報及び通信に関する事
項

法人文書の類型に準ずるもので３０年保存が必要であると認める
文書

カード目録 1984/4/1 紙 東亜経済研究所１Ｆ 2014/3/31 東亜経済研究室係 東亜経済研究室係 30年 廃棄

昭和５９年度
情報及び通信に関する事
項

法人文書の類型に準ずるもので３０年保存が必要であると認める
文書

カード目録 1985/4/1 紙 東亜経済研究所１Ｆ 2015/3/31 東亜経済研究室係 東亜経済研究室係 30年 廃棄

昭和６０年度
情報及び通信に関する事
項

法人文書の類型に準ずるもので３０年保存が必要であると認める
文書

カード目録 1986/4/1 紙 東亜経済研究所１Ｆ 2016/3/31 東亜経済研究室係 東亜経済研究室係 30年 廃棄

昭和６１年度
情報及び通信に関する事
項

法人文書の類型に準ずるもので３０年保存が必要であると認める
文書

カード目録 1987/4/1 紙 東亜経済研究所１Ｆ 2017/3/31 東亜経済研究室係 東亜経済研究室係 30年 廃棄

昭和６２年度
情報及び通信に関する事
項

法人文書の類型に準ずるもので３０年保存が必要であると認める
文書

カード目録 1988/4/1 紙 東亜経済研究所１Ｆ 2018/3/31 東亜経済研究室係 東亜経済研究室係 30年 廃棄

昭和６３年度
情報及び通信に関する事
項

法人文書の類型に準ずるもので３０年保存が必要であると認める
文書

東亜関係蔵書目録 1989/4/1 紙 東亜経済研究所１Ｆ 2019/3/31 東亜経済研究室係 東亜経済研究室係 30年 廃棄

昭和６３年度
情報及び通信に関する事
項

法人文書の類型に準ずるもので３０年保存が必要であると認める
文書

カード目録 1989/4/1 紙 東亜経済研究所１Ｆ 2019/3/31 東亜経済研究室係 東亜経済研究室係 30年 廃棄

平成１年度
情報及び通信に関する事
項

法人文書の類型に準ずるもので３０年保存が必要であると認める
文書

カード目録 1990/4/1 紙 東亜経済研究所１Ｆ 2020/3/31 東亜経済研究室係 東亜経済研究室係 30年 廃棄

平成２年度
情報及び通信に関する事
項

法人文書の類型に準ずるもので３０年保存が必要であると認める
文書

カード目録 1991/4/1 紙 東亜経済研究所１Ｆ 2021/3/31 東亜経済研究室係 東亜経済研究室係 30年 廃棄

平成３年度
情報及び通信に関する事
項

法人文書の類型に準ずるもので３０年保存が必要であると認める
文書

カード目録 1992/4/1 紙 東亜経済研究所１Ｆ 2022/3/31 東亜経済研究室係 東亜経済研究室係 30年 廃棄

平成４年度
情報及び通信に関する事
項

法人文書の類型に準ずるもので３０年保存が必要であると認める
文書

カード目録 1993/4/1 紙 東亜経済研究所１Ｆ 2023/3/31 東亜経済研究室係 東亜経済研究室係 30年 廃棄

平成５年度
情報及び通信に関する事
項

法人文書の類型に準ずるもので３０年保存が必要であると認める
文書

カード目録 1994/4/1 紙 東亜経済研究所１Ｆ 2024/3/31 東亜経済研究室係 東亜経済研究室係 30年 廃棄

平成６年度
情報及び通信に関する事
項

法人文書の類型に準ずるもので３０年保存が必要であると認める
文書

カード目録 1995/4/1 紙 東亜経済研究所１Ｆ 2025/3/31 東亜経済研究室係 東亜経済研究室係 30年 廃棄

平成７年度
情報及び通信に関する事
項

法人文書の類型に準ずるもので３０年保存が必要であると認める
文書

カード目録 1996/4/1 紙 東亜経済研究所１Ｆ 2026/3/31 東亜経済研究室係 東亜経済研究室係 30年 廃棄



文　書　分　類 文　書　分　類 名称 保存期間

大分類 中分類 （小分類） 満了日

作成・取得年
度等

起算日 備考管理者 作成・取得者 保存期間
保存期間満
了後の措置

媒体の種別 保存場所

平成８年度
情報及び通信に関する事
項

法人文書の類型に準ずるもので３０年保存が必要であると認める
文書

カード目録 1997/4/1 紙 東亜経済研究所１Ｆ 2027/3/31 東亜経済研究室係 東亜経済研究室係 30年 廃棄

平成９年度
情報及び通信に関する事
項

法人文書の類型に準ずるもので３０年保存が必要であると認める
文書

カード目録 1998/4/1 紙 東亜経済研究所１Ｆ 2028/3/31 東亜経済研究室係 東亜経済研究室係 30年 廃棄

平成１０年度
情報及び通信に関する事
項

法人文書の類型に準ずるもので３０年保存が必要であると認める
文書

カード目録 1999/4/1 紙 東亜経済研究所１Ｆ 2029/3/31 東亜経済研究室係 東亜経済研究室係 30年 廃棄

平成１１年度
情報及び通信に関する事
項

法人文書の類型に準ずるもので３０年保存が必要であると認める
文書

カード目録 2000/4/1 紙 東亜経済研究所１Ｆ 2030/3/31 東亜経済研究室係 東亜経済研究室係 30年 廃棄

平成１５年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関するもので重要な文書 利用統計 2004/4/1 紙 東亜経済研究所１Ｆ 2014/3/31 東亜経済研究室係 東亜経済研究室係 10年 廃棄

平成１６年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関するもので重要な文書 利用統計 2005/4/1 紙 東亜経済研究所１Ｆ 2015/3/31 東亜経済研究室係 東亜経済研究室係 10年 廃棄

平成１７年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関するもので重要な文書 利用統計 2006/4/1 紙 東亜経済研究所１Ｆ 2016/3/31 東亜経済研究室係 東亜経済研究室係 10年 廃棄

平成１８年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関するもので重要な文書 利用統計 2007/4/1 紙 東亜経済研究所１Ｆ 2017/3/31 東亜経済研究室係 東亜経済研究室係 10年 廃棄

平成１９年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関するもので重要な文書 利用統計 2008/4/1 紙 東亜経済研究所１Ｆ 2018/3/31 東亜経済研究室係 東亜経済研究室係 10年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関するもので重要な文書 利用統計 2009/4/1 紙 東亜経済研究所１Ｆ 2019/3/31 東亜経済研究室係 東亜経済研究室係 10年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関するもので重要な文書 利用統計 2010/4/1 紙 東亜経済研究所１Ｆ 2020/3/31 東亜経済研究室係 東亜経済研究室係 10年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関するもので重要な文書 利用統計 2011/4/1 紙 東亜経済研究所１Ｆ 2021/3/31 東亜経済研究室係 東亜経済研究室係 10年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関するもので重要な文書 利用統計 2012/4/1 紙 東亜経済研究所１Ｆ 2022/3/31 東亜経済研究室係 東亜経済研究室係 10年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関するもので重要な文書 利用統計 2013/4/1 紙 東亜経済研究所１Ｆ 2023/3/31 東亜経済研究室係 東亜経済研究室係 10年 廃棄

平成２０年度
教育職員保有文書に関す
る事項

法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文
書

シンポジューム 2009/4/1 紙 該当教員研究室 2014/3/31 教育助成室 経済学部該当教員 5年 廃棄

平成２１年度
教育職員保有文書に関す
る事項

法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文
書

シンポジューム 2010/4/1 紙 該当教員研究室 2015/3/31 教育助成室 経済学部該当教員 5年 廃棄

平成２２年度
教育職員保有文書に関す
る事項

法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文
書

シンポジューム 2011/4/1 紙 該当教員研究室 2016/3/31 教育助成室 経済学部該当教員 5年 廃棄

平成２０年度 教育職員保有文書に関す
る事項

定期試験問題 学年末試験問題 2009/4/1 紙 該当教員研究室 2014/3/31 経営学科世話役 経済学部該当教員 5年 廃棄

平成２１年度 教育職員保有文書に関す
る事項

定期試験問題 学年末試験問題 2010/4/1 紙 該当教員研究室 2015/3/31 経営学科世話役 経済学部該当教員 5年 廃棄

平成２０年度 教育職員保有文書に関す
る事項

定期試験問題 学年末試験問題 2009/4/1 紙 該当教員研究室 2014/3/31 経済学科世話役 経済学部該当教員 5年 廃棄

平成２１年度 教育職員保有文書に関す
る事項

定期試験問題 学年末試験問題 2010/4/1 紙 該当教員研究室 2015/3/31 経済学科世話役 経済学部該当教員 5年 廃棄

平成２０年度 教育職員保有文書に関す
る事項

定期試験問題 学年末試験問題 2009/4/1 紙 該当教員研究室 2014/3/31 経済法学科世話役 経済学部該当教員 5年 廃棄

平成２１年度 教育職員保有文書に関す
る事項

定期試験問題 学年末試験問題 2010/4/1 紙 該当教員研究室 2015/3/31 経済法学科世話役 経済学部該当教員 5年 廃棄

平成２０年度 教育職員保有文書に関す
る事項

定期試験問題 学年末試験問題 2009/4/1 紙 該当教員研究室 2014/3/31 国際経済学科世話役 経済学部該当教員 5年 廃棄

平成２１年度 教育職員保有文書に関す
る事項

定期試験問題 学年末試験問題 2010/4/1 紙 該当教員研究室 2015/3/31 国際経済学科世話役 経済学部該当教員 5年 廃棄

平成２０年度 教育職員保有文書に関す
る事項

定期試験問題 学年末試験問題 2009/4/1 紙 該当教員研究室 2014/3/31 観光政策学科世話役 経済学部該当教員 5年 廃棄

平成２１年度 教育職員保有文書に関す
る事項

定期試験問題 学年末試験問題 2010/4/1 紙 該当教員研究室 2015/3/31 観光政策学科世話役 経済学部該当教員 5年 廃棄

平成２２年度 教育職員保有文書に関す
る事項

定期試験問題 学年末試験問題 2011/4/1 紙 該当教員研究室 2016/3/31 経営学科世話役 経済学部該当教員 5年 廃棄

平成２２年度 教育職員保有文書に関す
る事項

定期試験問題 学年末試験問題 2011/4/1 紙 該当教員研究室 2016/3/31 経済学科世話役 経済学部該当教員 5年 廃棄

平成２２年度 教育職員保有文書に関す
る事項

定期試験問題 学年末試験問題 2011/4/1 紙 該当教員研究室 2016/3/31 経済法学科世話役 経済学部該当教員 5年 廃棄

平成２２年度 教育職員保有文書に関す
る事項

定期試験問題 学年末試験問題 2011/4/1 紙 該当教員研究室 2016/3/31 国際経済学科世話役 経済学部該当教員 5年 廃棄

平成２２年度 教育職員保有文書に関す
る事項

定期試験問題 学年末試験問題 2011/4/1 紙 該当教員研究室 2016/3/31 観光政策学科世話役 経済学部該当教員 5年 廃棄

平成２０年度 教育職員保有文書に関す
る事項

定期試験問題 中間試験問題 2009/4/1 紙 該当教員研究室 2014/3/31 経営学科世話役 経済学部該当教員 5年 廃棄

平成２１年度 教育職員保有文書に関す
る事項

定期試験問題 中間試験問題 2010/4/1 紙 該当教員研究室 2015/3/31 経営学科世話役 経済学部該当教員 5年 廃棄

平成２０年度 教育職員保有文書に関す
る事項

定期試験問題 中間試験問題 2009/4/1 紙 該当教員研究室 2014/3/31 経済学科世話役 経済学部該当教員 5年 廃棄

平成２１年度 教育職員保有文書に関す
る事項

定期試験問題 中間試験問題 2010/4/1 紙 該当教員研究室 2015/3/31 経済学科世話役 経済学部該当教員 5年 廃棄

平成２０年度 教育職員保有文書に関す
る事項

定期試験問題 中間試験問題 2009/4/1 紙 該当教員研究室 2014/3/31 経済法学科世話役 経済学部該当教員 5年 廃棄

平成２１年度 教育職員保有文書に関す
る事項

定期試験問題 中間試験問題 2010/4/1 紙 該当教員研究室 2015/3/31 経済法学科世話役 経済学部該当教員 5年 廃棄

平成２０年度 教育職員保有文書に関す
る事項

定期試験問題 中間試験問題 2009/4/1 紙 該当教員研究室 2014/3/31 国際経済学科世話役 経済学部該当教員 5年 廃棄



文　書　分　類 文　書　分　類 名称 保存期間

大分類 中分類 （小分類） 満了日

作成・取得年
度等

起算日 備考管理者 作成・取得者 保存期間
保存期間満
了後の措置

媒体の種別 保存場所

平成２１年度 教育職員保有文書に関す
る事項

定期試験問題 中間試験問題 2010/4/1 紙 該当教員研究室 2015/3/31 国際経済学科世話役 経済学部該当教員 5年 廃棄

平成２０年度 教育職員保有文書に関す
る事項

定期試験問題 中間試験問題 2009/4/1 紙 該当教員研究室 2014/3/31 観光政策学科世話役 経済学部該当教員 5年 廃棄

平成２１年度 教育職員保有文書に関す
る事項

定期試験問題 中間試験問題 2010/4/1 紙 該当教員研究室 2015/3/31 観光政策学科世話役 経済学部該当教員 5年 廃棄

平成２２年度 教育職員保有文書に関す
る事項

定期試験問題 中間試験問題 2011/4/1 紙 該当教員研究室 2016/3/31 経営学科世話役 経済学部該当教員 5年 廃棄

平成２２年度 教育職員保有文書に関す
る事項

定期試験問題 中間試験問題 2011/4/1 紙 該当教員研究室 2016/3/31 経済学科世話役 経済学部該当教員 5年 廃棄

平成２２年度 教育職員保有文書に関す
る事項

定期試験問題 中間試験問題 2011/4/1 紙 該当教員研究室 2016/3/31 経済法学科世話役 経済学部該当教員 5年 廃棄

平成２２年度 教育職員保有文書に関す
る事項

定期試験問題 中間試験問題 2011/4/1 紙 該当教員研究室 2016/3/31 国際経済学科世話役 経済学部該当教員 5年 廃棄

平成２２年度 教育職員保有文書に関す
る事項

定期試験問題 中間試験問題 2011/4/1 紙 該当教員研究室 2016/3/31 観光政策学科世話役 経済学部該当教員 5年 廃棄

平成２３年度
教育職員保有文書に関す
る事項

法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文
書

シンポジューム 2012/4/1 紙 該当教員研究室 2017/3/31 教育助成室 経済学部該当教員 5年 廃棄

平成２３年度 教育職員保有文書に関す
る事項

定期試験問題 学年末試験問題 2012/4/1 紙 該当教員研究室 2017/3/31 経営学科世話役 経済学部該当教員 5年 廃棄

平成２３年度 教育職員保有文書に関す
る事項

定期試験問題 学年末試験問題 2012/4/1 紙 該当教員研究室 2017/3/31 経済学科世話役 経済学部該当教員 5年 廃棄

平成２３年度 教育職員保有文書に関す
る事項

定期試験問題 学年末試験問題 2012/4/1 紙 該当教員研究室 2017/3/31 経済法学科世話役 経済学部該当教員 5年 廃棄

平成２３年度 教育職員保有文書に関す
る事項

定期試験問題 学年末試験問題 2012/4/1 紙 該当教員研究室 2017/3/31 国際経済学科世話役 経済学部該当教員 5年 廃棄

平成２３年度 教育職員保有文書に関す
る事項

定期試験問題 学年末試験問題 2012/4/1 紙 該当教員研究室 2017/3/31 観光政策学科世話役 経済学部該当教員 5年 廃棄

平成２３年度 教育職員保有文書に関す
る事項

定期試験問題 中間試験問題 2012/4/1 紙 該当教員研究室 2017/3/31 経営学科世話役 経済学部該当教員 5年 廃棄

平成２３年度 教育職員保有文書に関す
る事項

定期試験問題 中間試験問題 2012/4/1 紙 該当教員研究室 2017/3/31 経済学科世話役 経済学部該当教員 5年 廃棄

平成２３年度 教育職員保有文書に関す
る事項

定期試験問題 中間試験問題 2012/4/1 紙 該当教員研究室 2017/3/31 経済法学科世話役 経済学部該当教員 5年 廃棄

平成２３年度 教育職員保有文書に関す
る事項

定期試験問題 中間試験問題 2012/4/1 紙 該当教員研究室 2017/3/31 国際経済学科世話役 経済学部該当教員 5年 廃棄

平成２３年度 教育職員保有文書に関す
る事項

定期試験問題 中間試験問題 2012/4/1 紙 該当教員研究室 2017/3/31 観光政策学科世話役 経済学部該当教員 5年 廃棄

平成２4年度 教育職員保有文書に関す
る事項

定期試験問題 学年末試験問題 2013/4/1 紙 該当教員研究室 2018/3/31 経営学科世話役 経済学部該当教員 5年 廃棄

平成２４年度 教育職員保有文書に関す
る事項

定期試験問題 学年末試験問題 2013/4/1 紙 該当教員研究室 2018/3/31 経済学科世話役 経済学部該当教員 5年 廃棄

平成２４年度 教育職員保有文書に関す
る事項

定期試験問題 学年末試験問題 2013/4/1 紙 該当教員研究室 2018/3/31 経済法学科世話役 経済学部該当教員 5年 廃棄

平成２４年度 教育職員保有文書に関す
る事項

定期試験問題 学年末試験問題 2013/4/1 紙 該当教員研究室 2018/3/31 国際経済学科世話役 経済学部該当教員 5年 廃棄

平成２４年度 教育職員保有文書に関す
る事項

定期試験問題 学年末試験問題 2013/4/1 紙 該当教員研究室 2018/3/31 観光政策学科世話役 経済学部該当教員 5年 廃棄

平成２４年度 教育職員保有文書に関す
る事項

卒業論文 卒業論文 2013/4/1 紙 該当教員研究室 2014/3/31 経営学科世話役 経済学部該当教員 1年 廃棄

平成２４年度 教育職員保有文書に関す
る事項

卒業論文 卒業論文 2013/4/1 紙 該当教員研究室 2014/3/31 経済学科世話役 経済学部該当教員 1年 廃棄

平成２４年度 教育職員保有文書に関す
る事項

卒業論文 卒業論文 2013/4/1 紙 該当教員研究室 2014/3/31 経済法学科世話役 経済学部該当教員 1年 廃棄

平成２４年度 教育職員保有文書に関す
る事項

卒業論文 卒業論文 2013/4/1 紙 該当教員研究室 2014/3/31 国際経済学科世話役 経済学部該当教員 1年 廃棄

平成２４年度 教育職員保有文書に関す
る事項

卒業論文 卒業論文 2013/4/1 紙 該当教員研究室 2014/3/31 観光政策学科世話役 経済学部該当教員 1年 廃棄

平成２４年度 教育職員保有文書に関す
る事項

定期試験問題 中間試験問題 2013/4/1 紙 該当教員研究室 2018/3/31 経営学科世話役 経済学部該当教員 5年 廃棄

平成２４年度 教育職員保有文書に関す
る事項

定期試験問題 中間試験問題 2013/4/1 紙 該当教員研究室 2018/3/31 経済学科世話役 経済学部該当教員 5年 廃棄

平成２４年度 教育職員保有文書に関す
る事項

定期試験問題 中間試験問題 2013/4/1 紙 該当教員研究室 2018/3/31 経済法学科世話役 経済学部該当教員 5年 廃棄

平成２４年度 教育職員保有文書に関す
る事項

定期試験問題 中間試験問題 2013/4/1 紙 該当教員研究室 2018/3/31 国際経済学科世話役 経済学部該当教員 5年 廃棄

平成２４年度 教育職員保有文書に関す
る事項

定期試験問題 中間試験問題 2013/4/1 紙 該当教員研究室 2018/3/31 観光政策学科世話役 経済学部該当教員 5年 廃棄


